３ 民間研究機関
企業名

業種
ン 事総
ト ・合
業建建
設設
コ ・
ン設
サ備
ル工
タ
・食
飼料
料品
等・
製飲
造料
業

研究部門

研究内容・研究業績等

郵便番号

株式会社新井組

技術統括部 技術グループ

免震構法、制振構法、混合構造、油泥土除去、
高強度コンクリート、耐震工法、省エネ工法、複合床工法

株式会社クリハラント

伊丹工業所

東洋建設株式会社

土木事業本部 総合技術研究所
鳴尾研究所

システム制御技術の開発および装置の製作
661-0001
（太陽光発電システム、フレッシュコンクリートの単位水量測定装置、燃料電池コージェ
ネシステム 等）
地震・津波・高潮・波浪などから沿岸域を防護する工法の研究、
663-8142
干潟・浅場・藻場などの沿岸域の環境創造に寄与する工法の開発、
港湾・海岸施設の機能維持や機能向上に関する研究
663-8586

伊藤ハム株式会社

662-8502

電話番号

FAX番号

西宮市池田町12-20

住

所

0798-26-8253

0798-23-5266

http://www.araigumi.co.jp/

URL

尼崎市塚口本町7-22-1

06-6428-4191

06-6428-4195

http://www.kurihalant.co.jp/

西宮市鳴尾浜1-25-1

0798-43-0661

0798-40-0694

http://www.toyo-const.co.jp/

西宮市高畑町4-27

0798-66-1231

0798-64-1140

http://www.itoham.co.jp/

エスフーズ株式会社

開発センター

食肉類の加工販売、食肉加工品、ソース・調味料の製造販売

663-8142

西宮市鳴尾浜1-16-11

0798-43-4100

0798-43-4103

http://www.sfoods.co.jp/

大関株式会社

総合研究所

酒類・食品の商品、用途、製法の研究開発。
化粧品素材、実験・産業用酵素の研究開発、タンパク質受託生産

663-8227

西宮市今津出在家町4-9

0798-32-2171

0798-34-7475

http://www.ozeki.co.jp/food_bio/

BASFジャパン株式会社

尼崎研究開発センター

化学品、高性能製品、機能性材料、農業関連製品の研究開発

660-0083

尼崎市道意町7-1-13

06-6415-1500

06-6415-1505

http://www.japan.basf.com/

株式会社大阪ソーダ

研究センター

無機・有機・高分子材料、電気化学、ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙｽﾞ、ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ、
開発・改良・生産、商品化研究

660-0842

尼崎市大高洲町9

06-6409-0791

06-6409-0794

http://www.osaka-soda.co.jp/

住友ベークライト株式会社

フィルム・シート研究所

プラスチック製フィルム・シート製品の研究開発

661-8588

尼崎市東塚口町2-3-47

06-6429-6944

06-6426-6463

http://www.sumibe.co.jp

富士ケミカル株式会社

技術本部技術開発部

各種樹脂成型品、フィルム、繊維、塗料向け機能性付与添加剤の設計・開発

660-0083

尼崎市道意町7-1-3
尼崎ﾘｻｰﾁ・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ４Ｆ

06-6430-1631

06-6430-1632

https://www.fuji-chem.co.jp/

藤本化学製品株式会社

金楽工場研究所

医薬品原薬、医薬品中間体、ファインケミカル

660-0806

尼崎市金楽寺町1-2-38

06-6482-3111

06-6482-3115

https://www.fujimoto-chem.co.jp/

利昌工業株式会社

第二研究開発センター

熱硬化性樹脂を利用した絶緑材料の研究

661-0012

尼崎市南塚口町4-2-37

06-6429-5719

06-6429-5786

http://www.risho.co.jp/

利昌工業株式会社

第一研究開発センター

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓｰﾙﾄﾞ電気機器、電子機器、電子部品の開発

661-0012

尼崎市南塚口町4-2-37

06-6429-5667

06-6429-6192

http://www.risho.co.jp/

利昌工業株式会社

第三研究開発センター

新規商品の開発

661-0012

尼崎市南塚口町4-2-37

06-6429-5747

06-6429-6192

http://www.risho.co.jp/

製油
造脂
業・
洗
剤
等

日油株式会社

油化学研究所

油脂科学、石油化学を応用した、ライフ・ヘルスケア分野、情報・電子分野、環境・エネ 660-0095
ルギー分野向け高機能素材の開発

尼崎市大浜町1-56

06-6419-7484

06-6419-4040

http://www.nof.co.jp/

油化産業株式会社

研究開発室

産業用洗浄剤及び防錆剤の開発
家畜用飼料及びサプリメントの開発

660-0095

尼崎市大浜町1-56
日油尼崎工場内

06-6416-3565

06-6416-3586

http://www.yuka-sangyo.co.jp

・塗
印料
刷
イ
ン
キ
製
造
業

川上塗料株式会社

技術本部

既存塗料を中心とした開発改良、新規製品開発（塗料、塗材業際）

661-0001

尼崎市塚口本町2-41-1

06-6421-6328

06-6423-0163

http://www.kawakami-paint.co.jp/

神東アクサルタコーティングシステムズ
株式会社

大阪研究所

自動車ボディーやパーツ用の電着塗料の研究開発

661-8511

尼崎市南塚口町6-10-73

06-6429-8431

06-6429-8297

https://www.shintoacs.com/

神東塗料株式会社

技術本部

工業用･汎用･建築用･重防食用･船舶用･路床用等塗料の応用開発 等

661-8511

尼崎市南塚口町6-10-73

06-6429-8265

06-6426-0786

http://www.shintopaint.co.jp/

製医
造薬
業品

塩野義製薬株式会社
ＣＭＣイノベーションセンター

CMC研究本部

合成化学、固形製剤、注液軟製剤、分析化学、開発申請 等

660-0813

尼崎市杭瀬寺島2-1-3

06-6401-1221

06-6488-8996

http://www.shionogi.co.jp/

業そ
の
他
化
学
製
品
製
造

住化コベストロウレタン株式会社

イノベーションセンター

ポリウレタン原料を用いた、軟質・硬質ウレタンフォーム、塗料、接着剤、エラストマー等 661-0977
の応用開発

尼崎市久々知3-13-26

06-6497-2300

06-6497-2361

https://www.covestro.jp/

富士フイルム和光純薬株式会社

臨床検査薬研究所・ライフサイエンス研
究所

尼崎市高田町6-1

06-6499-1501

06-6499-2801

http://ffwk.fujifilm.co.jp

メック株式会社本社・尼崎事業所

研究開発本部

環境分析、クロマトグラフ分野、有機試薬、精製技術、分析技術、遺伝子工学、免疫化 661-0963
学、生化学、細胞培養製品、臨床検査薬、癌・感染症・生活習慣病の予防・診断薬、臨
床検査機器・システム等
電子基板・電子部品製造に用いられる薬品の研究開発、
660-0822
機械装置等の設計

尼崎市杭瀬南新町3-4-1

06-6401-8170

06-6401-8172

http://www.mec-co.com/

品窯
製業
造・
業土
石
製

SECカーボン株式会社

開発部

製鋼用人造黒鉛電極、アルミニウム製錬用カソードブロック、特殊炭素製品など、人造 661-0976
黒鉛製品および炭素材料の研究開発

尼崎市潮江1-2-6
尼崎フロントビル6F

06-6491-8600

06-6491-8614

https://www.sec-carbon.com/

日本山村硝子株式会社

ニューガラスカンパニー

各種用途向け粉末ガラス、ナノガラス微粒子、有機無機ハイブリッド材等

660-0857

尼崎市西向島町111

06-6411-3431

06-6411-3481

http://www.yamamura.co.jp/

大阪富士工業株式会社

技術センター

レーザークラッディングによる表面改質技術の研究
（鉄鋼、エネルギー、重工業への産業適用技術の開発）

660-0811

尼崎市常光寺1-9-1

06-6487-1874

06-6487-2096

http://www.ofic.co.jp/

株式会社クボタ

パイプネットワーク技術部

660-0095

尼崎市大浜町2-26

06-6414-2121

06-6415-2152

http://www.kubota.co.jp/

神鋼鋼線工業株式会社

技術開発本部 開発部

660-0091

尼崎市中浜町10-1

06-6411-6281

06-6411-1945

http://www.shinko-wire.co.jp/

日亜鋼業株式会社

生産技術部 技術開発課

ダクタイル鋳鉄管、異形管、バルブに関する新製品開発、
各種管路布設工法の開発、
管路診断技術などの維持管理に関する技術開発
金属材料と塑性加工に関する研究、
線材２次加工製品の製品開発とプロセス開発、
土木・建築分野へのケーブル製品の用途開発
線材製品の生産技術開発・製品開発及び用途開発、
土木・建築関連分野へのボルト製品開発

660-0091

尼崎市中浜町19

06-6416-1021

06-6416-8910

http://www.nichiasteel.co.jp/

無
機
・
有
機
製
品
、
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
製
品
製
造
業

鉄
鋼
業
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３ 民間研究機関
企業名

業種

日鉄鋼板株式会社
日本製鉄株式会社

研究部門
・鋼板開発技術部 ・研究開発企画部
・建材開発技術部
・塗装・構造部材研究部
技術開発本部
尼崎研究開発センター

電話番号

FAX番号

めっき鋼板、カラー塗装鋼板、金属屋根、
壁材成形品および金属サンドイッチパネルの応用開発と用途開発

研究内容・研究業績等

660-0822

郵便番号
尼崎市杭瀬南新町3-2-1

住

所

06-6487-1728

06-6487-1731

http://www.niscs.nipponsteel.com/

URL

商品・利用技術研究：エネルギー・自動車・家電・建設・鉄道 等
プロセス研究：製鉄・製鋼・鋼板・鋼管・形鋼・線材・鍛造・環境 等
基盤研究：評価技術・数値解析技術・分析技術 等
道路用防護柵の研究開発、防音壁の研究開発、
法面土砂崩れ防止用受圧板の研究開発、落石防止関連の研究開発

660-0891

尼崎市扶桑町1-8

06-6489-5708

06-6489-0056

https://www.nipponsteel.com/

660-0086

尼崎市丸島町46

06-6418-2731

06-6418-2732

http://www.shinkokenzai.co.jp/

660-0804

尼崎市北大物町20-1

06-6488-7700

06-6488-5066

http://www.neis-co.com/

金
属
製
品
製
造
業

神鋼建材工業株式会社

技術部

ナイス株式会社

技術部門

耐食・耐摩耗溶接材料の開発、ろう材、フラックスの開発、
真空ろう付、拡散接合など接合技術開発

フソー株式会社

技術部

金属、カーボン繊維、樹脂などの材料への表面処理加工の研究、及び表面処理を行う 661-0965
めっきの研究

尼崎市次屋3-16-20

06-6499-4671

06-6499-2725

http://www.fusoplating.co.jp/

一
般
機
械
器
具
製
造
業

株式会社ＴＶＥ

技術部 開発課

高温高圧弁の研究、高性能安全弁の研究、原子力用弁の研究、
保全機器の開発研究等

660-0054

尼崎市西立花町5-12-1

06-6416-8860

06-6416-1285

https://www.toavalve.co.jp/

株式会社イズミフードマシナリ

テクノセンター

殺菌･滅菌技術、乳化･分散技術、抽出技術、脱気・脱酸素技術、
ｼﾞｭｰﾙ熱を用いた食品の加熱･殺菌の研究 等

661-8510

尼崎市潮江4-2-30

06-6718-6181

06-6718-6151

http://www.izumifood.shi.co.jp/

関西化学機械製作株式会社

R&D研究所
研究センター

蒸留、蒸発、発酵、抽出、攪拌、晶析
化学プラントでの排熱改質・回収システムの研究等

660-0053

尼崎市南七松町2-9-7

06-6419-7121

06-6419-7126

https://www.kce.co.jp/

木村化工機株式会社

開発部

660-8567

尼崎市杭瀬寺島2-1-2

06-6488-2504

06-6401-1143

http://www.kcpc.co.jp/

日本スピンドル製造株式会社

技術開発部

661-8510

尼崎市潮江4-2-30

06-6499-4304

06-6495-2241

http://www.spindle.co.jp/

音羽電機工業株式会社

雷テクノロジセンター

水熱反応装置、膜分離装置、ヒートポンプ式蒸留装置、
各種省エネシステム、バイオマス利活用技術、
金属・樹脂材料の施工技術および腐食防食技術、金属材料選定技術
スピニング加工・混錬・分散等の産業機械技術、
集塵を中心とする環境対応技術、
混湿度精密制御に基づく空調技術の開発等
雷対策製品の設計・開発

661-0976

尼崎市潮江5-6-20

06-6429-5951

06-6429-0206

https://www.otowadenki.co.jp

株式会社指月電機製作所

R&Dセンター

フィルムコンデンサの研究開発、電力機器の商品開発

662-0867

西宮市大社町10-45

0798-74-5821

0798-73-0807

http://www.shizuki.co.jp/

株式会社ニプロン

中央夢研究所・営業本部

産業用・医療用・太陽光発電関連を主とするスイッチング電源の研究開発・製造・販売 660-0805

尼崎市西長洲町1-3-30

06-6487-4141

06-6487-2212

https://www.nipron.co.jp

古野電気株式会社

技術研究所

GPS技術、無線通信技術、レーダー技術、
水中超音波技術に関する要素技術の研究開発

662-8580

西宮市芦原町9-52

0798-63-1144

0798-64-6302

http://www.furuno.co.jp/

北斗電子工業株式会社

技術開発部

非破壊検査関連装置(磁気・静電容量・光学等々)、
計測システム、半導体検査装置

669-1148

西宮市名塩東久保2-36

0797-62-0131

0797-61-0066

http://www.hokuto-ele.co.jp/

三菱電機株式会社

先端技術総合研究所

パワーエレクトロニクス、SiC、電機、機械、新デバイス、エネルギー、環境、材料、シス 661-8661
テム・ソリューション、映像・表示技術分野の研究開発

尼崎市塚口本町8-1-1

06-6491-8031

06-6497-7285

http://www.mitsubishielectric.co.jp/

三菱電機株式会社

生産技術センター

商談・受注から調達・製造・物流・販売・据付・保守サービスまで生産全プロセスでの生 661-8661
産性改善などのモノづくり力強化の推進

尼崎市塚口本町8-1-1

06-6491-8031

06-6497-7462

http://www.mitsubishielectric.co.jp/

住友精密工業株式会社

研究部

航空宇宙機器、熱制御機器、油圧機器、水環境システム、
MEMS製造装置、モーションセンサ

660-0891

尼崎市扶桑町1-10

06-6482-8811

06-6489-5801

https://www.spp.co.jp/

株式会社コーナン・メディカル

R&D部

非接触式角膜内皮細胞撮影装置並びに手術用顕微鏡等、
オプトメカトロニクスによる医療用光学機器の研究開発

662-0976

西宮市宮西町10-29

0798-36-3456

0798-26-1028

http://www.konan.com/japanese/index.html

大阪富士工業株式会社

レーザー・プラズマ接合研究所

レーザークラッディング及び粉体プラズマアーク溶接技術を用いて、高品質表面処理の 661-0977
開発

尼崎市久々知3-24-33

06-6498-0130

06-6498-0149

http://www.ofic.co.jp

株式会社ライトニックス

神戸本店・R&Dセンター

西宮市甲東園2-2-6

0120-840-320

http://lightnix.jp/

ビ情
ス報
業サ
ー

株式会社Ｔ－ＩＣＵ

遠隔ＩＣＵ

生分解性材料を用いた低侵襲性、微細医療デバイス(痛みを軽減した注射針から遺伝 662-0812
子治療に必要なピンポイントに目的組織に微量をコントロールして投与するマイクロサ
イズの留置針のシステム）を開発
遠隔地から集中治療医が現場の医師や看護師から提供された情報を基に治療のアド 659-0066
バイス等が出来るシステムの構築

芦屋市大桝町3-13

050-5213-8950

https://www.t-icu.co.jp

・電
熱気
等・
供ガ
給ス
業

岩谷産業株式会社

中央研究所

液化水素、超高圧水素ガス、特殊材料ガス、高濃度オゾン、
ガスアプリケーション、溶接技術、各種分析技術

661-0965

尼崎市次屋3-3-16

06-7632-1177

06-7632-1133

http://www.iwatani.co.jp/jpn/

関西電力株式会社

技術研究所

発電設備・電力流通設備・土木建築構造物に関する研究開発およびエネルギー利用
技術に関する研究開発

661-0974

尼崎市若王寺3-11-20

06-6491-0221

06-6494-9703

http://www.kepco.co.jp/

Bio-energy株式会社

Ｒ＆Ｄ研究所

未利用バイオマス資源をバイオ燃料・バイオ化学品などの有用物質へ変換する菌体・
酵素・システムを研究開発します。

660-0053

尼崎市南七松町2-9-7

06-6418-0810

06-6419-8915

http://www.kce.co.jp/bioenergy/index.htm

株式会社MCエバテック

尼崎事業所 尼崎分析センター

尼崎市大浜町2-30

06-6416-5200

06-6416-5311

http://www.mcet.co.jp/

株式会社スディックスバイオテック

西宮営業所

西宮市甲子園三保町1-8-503

0798-47-6612

株式会社ナード研究所

ライフサイエンス研究部
マテリアルサイエンス研究部
コーポレート研究部

活性炭・石炭・触媒・吸着剤等の評価、試験、分析/機器分析・環境測定（濃度計量証 669-0095
明事業、作業環境測定）/危険物確認試験/試験研究受託/化学品の試作/半導体・液
晶関連装置の精密洗浄/精密脱脂洗浄
シュガーチップ及び糖鎖固定化金ナノ粒子の販売、
663-8163
それらを用いた受託研究
独自のデータベースを用いた糖鎖結合性タンパク質の解析受託
有機合成(医薬･農薬中間体、電子材料関連化合物等)、
660-0805
機能性材料(耐熱材料、記録材料、電子部品、機能性樹脂)

尼崎市西長洲町2-6-1

06-6482-7010

電
気
・
電
子
機
械
器
具
製
造
業

業器械輸
具 送
製 用
造 機
業器精
具密
製機
造械
そ
の
他
製
造
業

研
究
開
発
・
分
析
試
験
業
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https://www.sudxbiotec.jp/
06-6482-8020

http://www.nard.co.jp/

３ 民間研究機関

業種

企業名
ラボテック・インターナショナル株式会社

研究部門

研究内容・研究業績等
EMC試験（エミッション、イミュニティ）、
環境試験（温度湿度、減圧、振動、防水、梱包落下）、EMC対策、
環境試験不具合対策、テストレポート発行、認証機関への申請支援、

郵便番号
663-8203
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住
西宮市深津町1-16

所

電話番号

FAX番号

0798-63-1094

0798-63-1098

URL
http://www.labotech-intl.co.jp

