「ひょうご新商品調達認定制度」第８回認定事業者・新商品一覧表
ひょうご新商品調達認定制度の概要
兵庫県が新しい事業分野を開拓しようとする県内中小企業者を認定し、その企業が開発・生産した独創性豊かな商品を県機関が購入・ＰＲす
ることで、企業の信用力を高め、販路開拓を支援する制度です。

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
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（審査請求含む）されている等、一定の要件
を満たし、販売開始後おおむね５年以内の商品

認定期間
認定の日から起算して 3 年間

第８回ひょうご新商品調達

認定商品

（認定期間：平成 25 年３月 27 日〜平成 28 年 3 月 26 日）

ＩＴ関連
企業名

ＭＥＤＩＡ
ＥＤＧＥ㈱

新商品の名称

商品の概要及び新規性

参考価格
（単位：円）

写

真

（商品概要）
「コミュニティーチャンネル/地域放送
/街頭ビジョン」向けシステム。ネットワ
ーク型ハイビジョン映像配信システムに
スケジューラ、映像製作制御ソフトウェア
などを組み合わせて、外部機器と連動した
小規模放送 自動送出シス
映像送出を実現する。
テム
5,696,000/ｼｽﾃﾑ
MEDIAEDGE‑APM Ver6.0
（新規性）
最大１６チャンネルのサーバ送出対応。
ユーザー毎に操作を制限できるユーザー
認証などの機能によりニーズに合ったチ
ャンネル増設が可能。また、直観的な操作
画面により、操作が簡単に行える。

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

〒651‑0083
神戸市中央区浜辺通 5‑1‑14
078‑265‑1551
ebinat@mediaedge.co.jp
http://www.mediaedge.co.jp

機械装置
企業名

水青工業㈱

㈱レベラー

マゼラン
システムズ
ジャパン㈱

新商品の名称

直接電解式高濃度オゾン水
生成装置

商品の概要及び新規性

（商品概要）
水道水を直接電気分解して、オゾンを殺
菌素とする高濃度オゾン水を瞬時に生成
できる装置。幅広い分野において、洗浄・
除菌・植物の病害防除などに使用すること
ができる。H24.9.3 経営革新計画承認。
（新規性）
毎分５L の流量で４ppm 以上の高濃度が
瞬時に得られる。濃度計が標準装備され、
濃度の調節も可能。後洗浄が不要のため排
水負荷も無いことから、環境に気配りして
いる。

（商品概要）
電気、油圧を必要とせず、クレーンの巻
上げ、下げでコンテナを着脱する吊支装
置。クローラクレーン等に吊り下げてコン
テナ荷役に使用する。簡便な伸縮機能を持
ち、1 台で２０フィート､４０フィート兼用
２０フィート･４０フィー 型。
ト兼用型コンテナスプレッ
（新規性）
ダー
２０フィート､４０フィートの兼用型に
より、メインワイヤロープの掛け替えが不
要、全長４０フィート(約１２ｍ)が２０フ
ィート(約６ｍ)に収縮するので、収納、格
納が容易であるとともに、置場占有面積が
半分になる。
（商品概要）
独自の高機能・高感度 GPS を搭載したド
ライビングレコーダ。鮮明な車内外の画
像、正確な位置情報、時刻を記録出来る
為、アクシデント発生時により精密な
解析やデータの保存が可能となる。又、
ドライバーの状況を記録できる為、事
MSJ ドライビングレコーダ
故の予防・抑止効果が見込める。
ー ATC ONE
（新規性）
世界に先駆けてドライビングレコーダ
ー用に最適化された GPS を搭載したこと
で、車両の動き、特に加速度や速度の精度
が飛躍的に向上した。本体の加速度センサ
ーとの相互補完により、信頼性の高いデー
タの取得・保存が可能となる。

参考価格
（単位：円）

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

〒661‑0031
尼崎市武庫之荘本町 2‑12‑3
735,000〜
1,260,000/台

06‑6432‑0200
nishimura@h2o‑f.jp
http://h2o‑f.jp

〒660−0083
尼崎市道意町 7‑1‑3‑626 号
06‑6414‑3880
4,000,000/台
office@leveler.jp
http://www.leveler.jp

〒660‑0083
尼崎市道意町 7‑1‑3‑210 号

24,800/台

06‑4950‑5520
sales@magellan.jp
http://www.magellan.jp

生活関連
企業名

ニシガキ工業
㈱

柏原加工紙㈱

新商品の名称

商品の概要及び新規性

（商品概要）
長尺タイプの電動植木バリカン。地上か
ら安全に高い所まで広範囲の刈込み作業
ができ、片刃のハサミ式は樹木の切り口を
傷めず、鋭い切れ味を発揮、回転式動力伝
達により静かで振動が少なく効率よく刈
込み作業ができる。

高速バリカン
（長尺電動植木バリカン）
1.0・1.5・2.0Ｍ
（新規性）
刃数１０枚の刃物を使用し、最大生
木１５㎜径の切断を可能にした。刈刃
角度も最大上向き、下向き３０度まで
自由に選択できる。

teshio paper

（商品概要）
紙と紙を合わせる「合わせ」、糸を入れ
模様をつける「糸入」、パラフィン（蝋）
などに浸す「含浸」、表面に凹凸をつける
「エンボス」などの物流用加工紙の技術を
取り入れ、さまざまな風合の紙を作り出し
た。H22.11.29 経営革新計画承認。

参考価格
（単位：円）

31,200/個
（1.0M）
32,800/個
（1.5M）
35,200/個
（2.0M）

㈱オプト

クリアルマイサニーNano

（新規性）
従来塗れなかった「網入りガラス」「曲
面ガラス」「大面積ガラス」に継ぎ目無く
ムラなく塗布できる。紫外線遮断機能も有
しており、カーテン・家具の日焼け抑制効
果がある。

（商品概要）
苗や野菜などの植え付けに使用する商
品。畑などで雑草が生えるのを防いだり、
乾燥を防いだりする役目のビニール被膜
（マルチシート）に、穴をあけるのと同時
に土をカップの中に保持することができ
る特徴を持つ。
境製作所

スーパーカッター土取機

翔飛工業㈱

瓦チップ
ん

ECO ハイカラさ

120/枚
（90 ㎝×60 ㎝）

〒673‑0404
三木市大村 500
0794‑82‑1000
sales@ni‑co.jp

0795‑72‑1137
kakosi@gold.ocn.ne.jp
http://www.kaibara‑kakosi.co.jp

250,000/本
（１kg）

〒661‑0976
尼崎市潮江 1‑13‑1‑202
アミング潮江アネックス（尼崎営業
所）
06‑6491‑6005
nano@opto‑g.com
http://www.opto‑g.com/

〒673‑0402
三木市加佐 139‑1
0794‑83‑1838
6,500/個
g‑bonsai@chime.ocn.ne.jp
http://www.miki‑kanamono.or.jp/
23/03/index.html

〒675‑1204
加古川市八幡町上西条 1051‑1
079‑438‑3777
680/10 ㎏

（新規性）
廃瓦をリサイクルしており、環境対策と
なる。また、４種類のチップが用意されて
いるため、用途別の使用が可能となってい
る。

㈱コンゴープロ サブリメイトボード
ダクツ

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

〒669‑3309
丹波市柏原町柏原 1561

（新規性）
穴をあけると同時にカップの中に土を
保持できるという機能を持たせることに
よって２つの作業を一度にできるため、作
業効率が上がる。まだペダルを足で踏み込
むため負荷がかからず使用できる。
（商品概要）
廃瓦を破砕処理し加工した瓦チップ。瓦
チップは、地盤改良材や街路樹の根腐れ防
止に効果がある。また、水はけがよく防草
効果があり、景観性にも優れているため庭
や植物のマルチング材に使用できる。
H22.10.4 経営革新計画承認。

真

http://www.ni‑co.jp

（新規性）
各種加工技術と職人の＜技＞を組み合
わせることによって見た目の風合いや感
触にもインパクトを持つとともに、物流用
加工紙が持っている防水、防湿、緩衝性が
付加している。
（商品概要）
窓ガラスに塗るだけで、夏は涼しく、冬
は暖かい『透明のカーテン』。エアコン設
定温度を約２度節約でき、冷暖房費の 20％
程度の節電が期待できる節電・省エネ商
品。

写

（商品概要）
ホワイトボードの罫線や文字をボード
面に染色した商品。インクジェットを使用
するためイラストや写真などのあらゆる
デザインをホワイドボードに表現するこ
とが出来る。H25.3.29 経営革新計画承 カスタム品のため
認。
要問い合わせ。
65，000〜/台
（新規性）
表面上にインクを載せるのではなく、イ
ンクで染めており、経年劣化や剥離、摩耗
といった問題を解決する。イラストを入れ
た上からでも、マーカーペン等で書くこと
が可能。

takahashi@syouto.com
http://ecokawara.com

〒668‑0834
豊岡市長谷 915‑1
0796‑27‑0301
saido.yamato@iris.eonet.ne.jp

