平成 28 年度「ひょうご新商品調達認定制度」

第 12 回認定事業者・新商品一覧表

兵庫県では、平成 18 年度から「ひょうご新商品調達認定制度」を整備し、118 商品を認定しています。
本制度は、県内中小企業者が生産する独創性豊かな商品を認定し、その商品を県機関において必要に応じて購入
し、企業の信用力を高めることで販路開拓を支援します。
第 12 回ひょうご新商品調達

認定商品

（認定期間：平成２９年３月３１日～平成３２年３月３０日）

機械装置
企業名

新商品の名称

商品の概要及び新規性

参考価格
（単位：円）
（税別）

写

真

（商品概要）
トンネル換気用ジェットファンの回転数
制御を離れた場所からでも可能にするイ
ンバーター換気動力盤。回転数を制御する
ことにより、消費電力削減や火災時の煙拡
散防止が実現できる。

（株）創発システム
研究所
インバーター換気動力盤
（新規性）
（神戸市中央区）

問い合わせ先
住所・電話番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

〒 650-0035
神戸市中央区浪花町 64 番地
078-325-3220
7,560,000/台
info@sohatsu.com

従来、トンネル内のジェットファン駆動に
インバーターの使用は難しいとされてい
たが、当社が確立したノイズ抑制技術によ
り、トンネル内に設置された他機器の誤作
動を引き起こすことなく、インバーターを
使用してジェットファンを制御できる。

http://www.sohatsu.com

照明機器
企業名

新商品の名称

商品の概要及び新規性

参考価格
（単位：円）
（税別）

写

真

問い合わせ先
住所・電話番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

（商品概要）

（株）ピーティーシ 超省エネ蛍光灯『Eco
ー
Litus』
〔

製造中止になる従来蛍光灯の代替品とな
る安定器内蔵型の蛍光灯。直進性の光の
LED とは異なる「目に優しい光」を保ちつ
つ、既存蛍光灯の約半分の消費電力で 3 倍
の寿命を実現した。

〒 661-0001
尼崎市塚口本町 3-22-8
06-6842-2330

3,240/台
（新規性）

csptc@ptcled.co.jp

当社が共同開発した長寿命安定器の技術
を生かし、従来蛍光灯器具側にあった外付
け安定器を蛍光管のソケット部分に内蔵
したことで、配線工事のみで既存の設置器
具に対応できる。

http://www.ptcled.co.jp

生活関連
企業名

新商品の名称

商品の概要及び新規性

参考価格
（単位：円）
（税別）

写

真

問い合わせ先
住所・電話番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

（商品概要）
部屋間等の段差を解消して歩行困難者や
車イス利用者の移動を楽にする硬質ゴム
製のスロープ。本体・斜面ともに滑りにく
さを追求した設計で、安心・安全に使用で
きる。

ダイヤスロープシリーズ
シンエイテクノ
（DS76、DS100、DSO76 、
（株）
（新規性）
DS10-80）

〒 665-0014
神戸市長田区御蔵通 1-1
3,500～/個

078-577-5637
sne@crux.ocn.ne.jp

固定が必要であった従来品（他社）と比較
して、自重があり、滑りにくいゴム製のた
め、設置施工が不要。さらにスロープ斜面
は、下り方向には摩擦力が働いて滑り落ち
にくく、上り方向には足が引っかかりにく
い形状となっている。

http://diamat.jp

（商品概要）
高砂市で産出される竜山石を活用した天
然塗り壁材。調湿・消臭・ホルムアルデヒ
ド吸着効果が高く、快適で健康な住環境を
サポートする。

（株）ケープラン

竜山石塗り壁材

（新規性）
古くから使用されている竜山石を粉末に
し、壁材にすることによって珪藻土や漆
喰以上の調湿・消臭・ホルムアルデヒド
吸着効果を実現。ホルムアルデヒド等の
有害物質を含まない塗り壁材。

〒 675-0011
加古川市野口町北野 550－1
5kg・15,000/袋
10kg・25,000/袋

079-426-1376
Kplan8304ka@ares.eonet.ne.jp
http://www.reform.co.jp/

生活関連（役務）
企業名

新商品の名称

商品の概要及び新規性

参考価格
（単位：円）
（税別）

写

真

問い合わせ先
住所・電話番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

（商品概要）

協和テクノロジィ
ズ（株）

鉛蓄電池再生サービス
リボーンバッテリー

高周波パルスを用いた再生技術によりサ
ルフェーション(電極への硫酸鉛の結晶
化)を除去し、化学的に劣化した鉛蓄電池
を再生可能にするサービス。無停電電源装
36,000/個
置等の製品寿命の延長により、省資源化・
（MSE300×54 セ
コスト低減化に寄与することができる。

（新規性）
蓄電池端子電圧・電池表面温度の監視をし
ながら、蓄電池に通電するパルス電流の電
流値を制御することで、従来品よりも監視
に要する時間が短縮でき、完全自動化で効
率よく再生処理を行うことができる。

〒652-0047
神戸市兵庫区下沢通 6-1-32
078-511-9840

ルの単価）、交換
条件や個数によ
り金額変動あり

PL-kankyou@msa.kyotec.co.jp
https://www.kyotec.co.jp/service/
4/RebornBattery/

健康・介護
企業名

新商品の名称

商品の概要及び新規性

参考価格
（単位：円）
（税別）

写

真

問い合わせ先
住所・電話番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

（商品概要）
手先が不自由でも片手で容易に留め外し
ができるスライド式のボタン。衣服だけで
なく、鞄などの留め具、引き出しなどの防
災用固定部品としても活用できる。

（有）播磨化学製作
かんたんやさしいボタン （新規性）
所

〒 660-0823
尼崎市大物町 1-7-20
06-6488-1261

222/個

留め外しの容易なマジックテープ式の製
品は、洗濯による機能劣化という弱点があ
るが、本製品はそれを克服した留め外しの
容易な商品。また、飾りボタン部分は取り
替え可能で、色や形を変えてファッション
性を楽しむことができる。

tsuri@violin.ocn.ne.jp
https://kantanyasashiibotan.com/

（商品概要）

大阪油脂工業（株）

ノロウイルスに対して除菌効果のある次
亜塩素酸分子水を、感染症患者の嘔吐物等
の処理現場で不織布(大 800mm×680mm1 枚
/小 400mm×340mm2 枚)に含浸させて利用
するウイルス拡散防止シート。安全かつ迅
ウイルレスウォーターシ 速に飛沫感染を防止できる。
3,000/個 （最小

ートタイプ

〒 660-0095
尼崎市大浜町 2-5-2
06-6419-4488

販売単位 3 個）
（新規性）

osakayushi@o-y.co.jp

有機物に触れると水に戻る性質がある次
亜塩素酸分子水と不織布を隔離した状態
で一枚のフィルムに混載したキットとす
ることで利便性の高い除菌シートを生成
可能とした。

http://www.o-y.co.jp

（商品概要）

（株）Sydecas

「家族の絆を紡ぐ服」をコンセプトに、介
護現場のアイデアから生まれたユニバー
サルデザインのワンピース。快適な素材と
縫製、簡単に着脱できる特許構造で、着る
人にも着せる人にも優しい衣服。パジャマ
≪ユニユルク≫イージー にも部屋着にも使える。

ワンピース

（新規性）

〒 675-0066
加古川市加古川町寺家町 372-3
050-5278-1261

5,370/着

info.sydecas@sydecas.com

シーツのように敷いた上で体を包む構造
のため、容易に着脱が可能。また、ノンフ
ァスナー・シームレス設計により、身を挟
みにくく褥瘡になりにくい。簡単・快適な
構造に加え、多彩な色柄を取り揃えること
で選ぶ楽しさも同時に実現。

https://www.sydecas.jp/uniulk/

防災
企業名

新商品の名称

商品の概要及び新規性

参考価格
（単位：円）
（税別）

写

真

問い合わせ先
住所・電話番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

（商品概要）
照明灯の光を電気エネルギーに変換して
蓄電し、照明灯が消えると自動的に点灯す
る LED ライト。「光のリサイクル」をコン
セプトに開発し、エコで「安心」「安全」
な明かり環境を作り出すことができる。

（株）日本エナジー
防災灯『エコ・ファイブ』
研究所
（新規性）
従来、照明灯の光エネルギーでは十分な電
力は得られないと考えられてきたが、発光
体に近接設置する方式をとることで、蓄
電・発光を可能にした。光源さえあれば、
気象条件に左右されず安定的に蓄電でき、
停電・災害時に役立つ。

〒 679-2122
姫路市豊富町御蔭 414-2
2,800/個

079-264-6252
info@n-e-ken.com
http://n-e-ken.com

（商品概要）

シバタ工業（株）

水害時等に建物内部への浸水を防ぐ軽量
タイプの止水板。軽量で、運搬・組み立て
作業の負担が軽減できる。ハンドルを回す
だけで簡単に設置できる構造となってい
軽量パネル脱着式止水板
る。

ウォータ－・シールド・
（新規性）
クリア

〒650-0023
神戸市中央区栄町通 4-1-10 新和ビル
５F
1,500,000/基

中空ポリカーボネートパネルを使用し、ア
ルミ製パネルと同等の性能で約４割の軽
量化に成功。止水面を半透明にすること
で、採光と浸水深の視認性を確保すること
ができる

078-362-6030
Sales@sbt.co.jp
http://www.sbt.co.jp/

申請者の要件
県内に事業所を有し、新商品を生産する中小企業者

新商品の要件
以下の①から⑦のいずれにも該当する商品で、販売開始後おおむね５年以内のもの
① 国、県の新事業創出支援施策を活用して開発・生産される商品又は商品の基本特性に特許が登録されている商品
② 県の機関において直接的な使途が見込まれるもの
（食品、医薬品、医薬部外品、化粧品及び製造の請負は除きます。
）
③ 既に企業化されている商品とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品と
同一の範疇に属するものであっても既存の商品とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するもの
④ 事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するもの
⑤ 市場での流通が十分でなく、価格水準が適正であるもの
⑥ ＪＩＳ規格等品質及び安全性に関する基準に合致しているもの
⑦ 関係法令に適合するとともに、特許権等の権利に関する問題が生じないもの

認定期間
認定の日から起算して３年間

お問い合わせ先
兵庫県 産業労働部 産業振興局 新産業課 新産業創造班
住所：650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1 兵庫県庁 1 号館 6 階
電話：078-341-7711（代表） 内線 3659

FAX：078-362-4273

