平成２５年度「ひょうご新商品調達認定制度」

第９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、８１社９０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９回ひょうご新商品調達

認定商品

（認定期間：平成２６年３月３日～平成２９年３月２日）

ＩＴ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

（商品概要）
保存したデータを完全に消去できる
ＵＳＢメモリ。ユーザーがファイルを
削除する度に完全物理消去を行うこと
ができ、特別の操作やアプリを必要と
せずデータの復元を防止する。

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

〒 660-0083
尼崎市道意町 7-1-3

CE-File Memory
（株）ＧＥＮＵ
10,000～15,000/
(Completely Erasable File （新規性）
ＳＩＯＮ
個
Memory)
自社独自のフラッシュメモリ、
「B4-Flash メモリ」を搭載することで
ファイル毎に復元不可能な完全物理消
去を可能とした。また設定した時間経
過での自動消去や AES256bit ハードウ
エア暗号化機能を有するなど高いセキ
ュリティ性能を実現

06-6416-6133
info@genusion.co.jp
http://www.genusion.co.jp/

生活関連
企業名

新商品の名称

遠赤外線暖房器
布団専用遠赤外線温熱パッ
新電機工業（株） ド
「春の陽だまり～
太陽の贈り物～」

商品の概要及び新規性

参考価格
（単位：円）
（税別）

（商品概要）
遠赤外線温熱パッド。遠赤外線が体
内深部に浸透し、内部で発熱するため、
身体を芯から温め、保温の持続力があ
る。局部加熱用コンパクトサイズで、
ハンドリング・保管が容易
（新規性）
商品は所定温度を超えると、溶
断する温度ヒューズを備え、電源
を遮断する温度過昇防止機能がつ
いており、低温火傷や火災の発生
を防止。消費電力は１９Ｗと大変
小さく省エネ型の暖房器具

片手でラクラク
「おくすりこくり」

（新規性）
水と一緒に簡単に錠剤を服用できる
とともに、水がこぼれにくい設計にな
っていることから、高齢者や要介護者
等の薬服用時のストレスが軽減され
る。錠剤ポケットは取り外しが可能で、
個々に洗浄できるなど衛生的である。

26,800/個

折板ペインター

（新規性）
特殊な圧送ローラを使用しているた
め、塗装の飛散なくムラなく塗装する
とともに折板屋根三面を一度に塗るこ
とができる。また、高性能ポンプによ
る塗料の自動供給により作業の効率化
を図っている。

非常用圧縮毛布【EB-201】

（新規性）
独自の真空圧縮技術で、
120×200 ㎝
サイズの毛布を A4 版に圧縮。
真空パッ
クにより、防虫性・防かび性・防水性
に優れ衛生的で長期保管が可能。サイ
ズが小さいため備蓄庫のスペースをと
らず持ち運びも簡単である。

078-927-7747

http://www.shindenki.co.jp/

〒653-0032
神戸市長田区苅藻通 1-3-1
500/個

078-651-5271
sae@meikos.co.jp
http://www.meikos.co.jp

〒661-0978
尼崎市久々知西町 2-3-7
298,000/1 ｾｯﾄ

06-6426-7554
koyokiki@minos.ocn.ne.jp
http://www3.ocn.ne.jp/~koyokiki
/

（商品概要）
机の引出、キャビネットなど省スペ
ースで収納可能な A4 版 圧縮毛布。開
封するとふわふわで肌触りが良く、い
ざという時にすぐに使用可能である。
足立織物 (株)

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

shin@shindenki.co.jp

（商品概要）
工場や体育館などに多く使用される
折板屋根の塗装作業用の装置。圧送ロ
ーラ３個を使用し、折板屋根の形状に
フィットする形状にすることで斜面・
底面を一気に塗装できる。
向陽機器 (株)

真

〒651-2143
神戸市西区丸塚 1-25-7

（商品概要）
コップ内に装着された錠剤ポケット
に錠剤やサプリメントなどをいれ、水
を注ぐだけで、水と一緒に簡単に錠剤
が服用できる。
明興産業（株）

写

〒677-0014
西脇市郷瀬町 273
5,000/個

0795-25-0080
info@atec1945.co.jp
http://www.atec1945.co.jp/

（商品概要）
５０ＷのＬＥＤランプを装着できる
投光器。強靱なアルミ製ボディを使用
した高級感のあるデザインを使用。電
源コードの長さも３種類を用意してい
る。
鯛勝産業（株）

〒673-0402
三木市加佐 197
0794-83-3901
38,500 /個

ＬＥＤ投光器

（新規性）
放熱性に優れ、屋外用（防雨型）に
使用可能、投光方向を容易に変えられ
るなどの特徴を有している。ＬＥＤラ
ンプの使用により、省エネ、長寿命が
図れる。

http://www.taikatsu-san.co.jp/c
ompany/

（商品概要）
カメラ、スピーカー、マイク、温度
センサー等を備えた犬型見守り介護ロ
ボット「ケアロボ」を核として、離床・
徘徊センサー等の高齢者の見守り機器
を無線通信で結合するネットワークシ
ステム
（株）テクノス
ジャパン

高齢者ケア包括支援
（新規性）
システム TASCAL(たすかる)
見守りが必要な高齢者の状態に合わせ
て設置したセンサー等が働くと「ケア
ロボ」が離れた場所にいる介護者側の
携帯やスマホ等に報せる。介護者はメ
ールや画像で高齢者の状況を確認し、
コールバックで会話による安否確認が
できる。

〒670-0947
姫路市北条 1-266
166,000～/1 ｾｯﾄ

（新規性）
カメラの回転角度を遠隔で制御でき
ることにより、介護のモニタリングや
高齢者の見守り、町の防犯カメラ、河
川の水位監視など幅広い利用を可能と
した。端末から複数のスイッチ操作を
行うことができ、遠隔による水門の開
放などを行うことも可能

http://technosjapan.jp

〒670-0981
姫路市西庄乙 103-1
98.000/個

マガキ幼生検出キット

（新規性）
マガキ幼生に反応する抗体を独自開
発し、この抗体を利用した検出キット。
特別な技術が不要で、マガキ幼生の繁
殖状況を簡単に高精度に検知できるよ
うにした。

079-292-4164
sugita@itoden-eng.co.jp
http://www.itoden-eng.co.jp

（商品概要）
マガキ幼生の繁殖状況を、簡単に検
知できる検出キット。試料抽出から検
出まで約 20 分間で作業が完了できる。
(株)セシル
リサーチ

079-288-1600
info@technosjapan.jp

（商品概要）
カメラ、スピーカー、マイク、人感
センサー等を組み合わせた介護モニタ
リングシステム。パソコン、携帯電話
などの端末で遠隔カメラ操作や双方向
通話が可能
（株）イトデン
エンジニアリン エンジェル・アイ
グ

info@taikatsu-san.co.jp

〒672-8023
姫路市白浜町甲 770 番地
15,000/個

079-245-3037
info@sessile-research.com
http://www.sessile-research.com

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⑥のいずれにも該当する商品で、販売開始後おおむね５年以内の商品
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、医薬部外品及び化粧品並びに物品でないサービスや技術の提供及び工事又は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

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 新産業情報課 新産業創造係
住所：650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1
電話：078-341-7711（代表） 内線 3659

兵庫県庁 1 号館 6 階
FAX：078-362-4466

