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株式会社アウル

リフォームネットワーク研究所

・環境による建物状況の劣化調査と独自の測定による住宅診断工法の研究
・健康建材を生かした住宅の再生とメンテナンスの研究

650-0012

神戸市中央区北長狭通2-6-6
ヤナセビル4F

0120-86-3226

078-652-2117

https://www.owl-r2.co.jp/

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

662-8502

西宮市池田町12-20

0798-26-8253

0798-23-5266

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

株式会社クリハラント

伊丹工業所

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）

尼崎市塚口本町7-22-1

06-6428-4191

06-6428-4195

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

株式会社ケープラン

竜山石の特性（調湿・消臭等）を生かした商品開発
商品 ・竜山塗り壁材・タイル（五つ星ひょうご認定品）
・消臭袋(五つ星ひょうご認定品）

加古川市野口町北野５５３

079-426-1376

079-422-8304

http://reform-kplan.com/

株式会社創美

準天頂衛星精度補強信号 並びに 民間の測位データサービス活用による高精度
コスト 測量システムの研究開発

加古川市加古川町大野１４３３

079-425-2088

079-425-3062

https://www.soubi-garden.com/

0798-40-0694

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

675-0011

低 675-0061

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

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、
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

663-8142

西宮市鳴尾浜1-25-1

0798-43-0661

東洋ハイテック株式会社

粉体技術センター

粉体ハンドリング・粉体プロセス装置のテスト検証、
粉体装置の開発及び改善・改良、粉体技術の開発

669-2727

篠山市高屋210-2

079-593-1386(ｾﾝﾀｰに関すること）
06-6312-2223(大阪営業部)
03-3813-2171(東京営業所)

https://www.toyohi.co.jp

日章興産株式会社

アグリ事業部

「赤色野菜」「高機能野菜」の生産が出来る４色ＬＥＤ光源の研究開発

671-1533

揖保郡太子町竹広42-2

079-277-5070

079-276-3563

https://www.gline-farm.jp/

日本橋梁株式会社

技術開発チーム

鋼橋の設計、製作、施工技術及び維持管理技術の研究

650-0023

神戸市中央区栄町通1-2-7

078-771-5266

078-771-5264

http://www.nihon-kyoryo.co.jp/index.html

株式会社ハマダ

管理部

産業プラント機器及び水処理・焼却溶融設備の環境機器開発等

671-1234

姫路市網干区新在家1261-12

079-272-1081

079-273-3547

https://www.hamada-inc.co.jp/

寄神建設株式会社

技術研究所（OFFICE）

港湾土木及び海洋工事に寄与する作業船の開発、工法の開発
災害から沿岸域を守る施設建設に関する工法の研究や施工機械の研究

652-0831

神戸市兵庫区七宮町2-1-1

078-681-3128

078-682-8115

https://www.yorigami.co.jp

663-8586

西宮市高畑町4-27

0798-66-1231

0798-64-1140

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

伊藤ハム株式会社

株式会社ウエノフードテクノ

事業企画室 技術開発部

食の安心・安全に貢献する
微生物制御技術の開発

669-1339

三田市テクノパーク4-1

079-568-2232

079-568-7202

http://www.ueno-food.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/

榎本薬品株式会社

総務部

アレルギー関連食品の開発

650-0047

神戸市中央区港島南町6-5-5

078-302-8166

078-302-8158

http://www.enomoto-yakuhin.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/

菊正宗酒造株式会社

総合研究所

醸造技術の開発、醸造副産物等の天然素材が持つ食品機能性の探索、
醸造微生物を利用した機能性素材の開発

658-0026

神戸市東灘区魚崎西町1-8-6

078-854-1036

078-854-1058

http://www.kikumasamune.co.jp/

株式会社キョーリン

山﨑研究所

キンギョやコイ、熱帯魚などの観賞魚の飼料を中心に、水質、魚病、ろ過などについて 670-0902
研究している。

姫路市白銀町９番地

079-289-3171

079-282-8294

https://www.kyorin-net.co.jp/

小西酒造株式会社

技術部

清酒製造技術に関する研究（白米の連続液化仕込み方法 等）

伊丹市東有岡2-13

072-782-5262

072-782-5265

http://www.konishi.co.jp/

昭和産業株式会社

商品開発研究所
西部分室

小麦粉応用製品（ベーカリー、麺・パスタ、プレミックスなど）の開発及び顧客への技術 658-0043
指導・支援など

神戸市東灘区御影浜町5
昭和産業株式会社 神戸工場内

078-841-3329

078-841-9378

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

常盤堂製菓株式会社

製造部

米粉を使った花林糖の製造

679-2101

姫路市船津町1788

079-232-0682

079-232-5835

http://www.tokiwa-do.co.jp/

日和産業株式会社

中央研究所
品質管理開発課

配合飼料の製造

658-0042

神戸市東灘区住吉浜町19-5

078-811-1221

078-811-1136

http://www.nichiwasangyo.co.jp

株式会社日本シルクバイオ研究所

研究所

シルク、冬虫夏草材料、用途開発、改良、生産、商品化研究

650-0046

神戸市中央区港島中町7丁目5番2号

078-302-0055

078-302-0056

http://www.silk-bio.com

日本製粉株式会社

西部技術センター

小麦粉、穀粉類及び食品に関する調査、研究、開発

658-0023

神戸市東灘区深江浜町41

078-452-3196

078-431-7484

https://www.nippn.co.jp

664-0845

1 / 19

３ 民間研究機関
業種

企業名

研究部門

研究内容・研究業績等

郵便番号

住

電話番号

FAX番号

URL

白鶴酒造株式会社

研究室

清酒醸造技術、バイオテクノロジー（醸造微生物育種）、
機能性素材（食品、化粧品）

658-0041

神戸市東灘区住吉南町4-5-5

078-822-8910

078-822-8930

http://www.hakutsuru.co.jp/

有限会社播磨海洋牧場

コンサルティング部門

水産物を主原料とした加工食品の研究開発、
新事業に関する調査・研究開発

672-8023

姫路市白浜町丙612-45

079-228-5360

079-227-3399

http://www.harikai.com/

播州調味料株式会社

研究部開発課

食品用アミノ酸を総合的に研究開発し、抽出生産する

670-0811

姫路市野里948

079-224-1761

079-282-5491

http://www.bansyu-chomiryo.co.jp/

ビーエイチエヌ株式会社

素材開発

・機能性表示食品等の研究開発
・受託開発

679-5165

たつの市新宮町光都1-472-41

0791-59-8282

0791-59-8283

https://bhn.co.jp/

バイオ関連事業の研究開発
微生物培養やエキス化技術を活用した健康食品原料の開発等

650-0047

神戸市中央区港島南町7-2-6

078-304-7855

078-304-7856

http://ge-hd.co.jp/

株式会社ビオラボ

繊
維
工
業
・
繊
維
製
品
製
造
業

所

ヒガシマル醤油株式会社

研究所

醤油及び調味料の開発、微生物の改良・育種、
新規機能性食品の開発、化成品の開発

679-4167

たつの市龍野町富永288

0791-63-4567

0791-63-4585

http://www.higashimaru.co.jp/

株式会社一

新商品開発部

無添加ペットフード

679-2204

神崎郡福崎町西田原1692-1

0790-23-0808

0790-23-1313

http://1smile-s.com/

兵庫県手延素麺協同組合

品質管理部 研究室

手延べ麺の品質に係る研究、新製品の開発

679-4167

たつの市龍野町富永219-2

0791-62-0826

0791-62-9988

https://www.ibonoito.or.jp/

フジッコ株式会社

研究開発部

昆布及び大豆の素材研究と用途開発、
乳酸菌利用食品の研究、おいしさ研究

650-8558

神戸市中央区港島中町
6-13-4

078-303-5385

078-303-5944

http://www.fujicco.co.jp/

ブンセン株式会社

開発部

食品製造に関わる研究開発

679-4393

たつの市新宮町新宮387

0791-75-115１

0791-75-3003

https://www.bunsen-kk.co.jp/

株式会社本田商店

研究室

清酒醸造発酵関係

671-1226

姫路市網干区高田361-1

079-273-0151

079-274-2454

http://www.taturiki.com/

松谷化学工業株式会社

研究所

加工でん粉、でん粉分解物、水溶性食物繊維、希少糖等の開発と利用

664-8508

伊丹市北伊丹5-3

072-771-2032

072-771-2023

http://www.matsutani.co.jp/

三井製糖株式会社

研究開発部

砂糖関連商品の開発

658-0023

神戸市東灘区深江浜町50-18

078-436-1511

078-436-1513

https://www.mitsui-sugar.co.jp/

ヤヱガキ醗酵技研株式会社

色素&素材研究開発部
機能性食品研究開発部

最新のバイオ技術を駆使した食品用天然系着色料、機能性食品素材、
発酵食品原料等の新素材の研究開発

679-4298

姫路市林田町六九谷681

079-268-8070

079-268-8065

http://www.yaegaki.co.jp/

六甲バター株式会社

製品開発部

チーズ製品、ナッツ製品、デザート製品、常温流通食品、一般加工食品、
冷凍食品、健康食品の開発研究

651-2228

神戸市西区見津が丘6-7-1

078-994-6575

078-994-6656

https://www.qbb.co.jp/

アンビック株式会社

開発部

ﾌｴﾙﾄ・不織布の用途開発・改良、フィルター関連材、環境関連材、
OA機器部品材、一般工業材、生産関連材

670-0841

姫路市城東町180

079-284-4351

079-281-2153

http://www.ambic.jp

金井重要工業株式会社

不織布製造所 開発グループ

乾式不織布をベースにした用途開発及び新規商品の開発

665-0824

宝塚市金井町1-1

0797-87-2281

0797-81-1689

http://www.kanaijuyo.co.jp/

金井重要工業株式会社

技術革新室

製造製品について表面加工処理、熱処理、材質の研究開発、
製造設備及び生産技術の開発

665-0824

宝塚市金井町1-1

0797-62-6281

0797-81-1689

http://www.kanaijuyo.co.jp/

株式会社キムラタン

商品部 品質管理課

ベビー子供服のパターン開発、ベビー子供服の縫製仕様研究

650-0001

神戸市中央区加納町2-4-10
水木ビルディング

078-806-8234

078-806-8275

http://www.kimuratan.co.jp/

小泉製麻株式会社

戦略推進事業部門

物流関連資材、緑化土木関連資材、農業関連資材、生活関連資材、
樹脂成型品

657-0864

神戸市灘区新在家南町1-2-1

078-841-9341

078-841-9349

http://www.koizumiseima.co.jp/

株式会社澤田棉行

クリエートセクション

繊維原料及び不織布の用途開発、環境開発、難燃、不燃、生分解性、
吸音性、断熱性等の開発

670‐0061

姫路市西今宿3-9-10

079-292-0951

079-294-8171

http://sawadamenko.co.jp/

白鷺ニット工業株式会社

商品部

医療機関用衣料の開発
カプセル内視鏡用電磁波シールド検査衣、新生児用保温衣料など

670-0965

姫路市東延末3丁目12
姫路白鷺ビル9F

079-225-8051

050-3153-1099

https://www.shirasagi-knit.jp/

トモエ繊維株式会社

企画室

保温靴下の開発、天然繊維を使用した肌着の開発、
抗菌・抗ウイルス繊維製品開発

675-0347

加古川市志方町永室170

079-452-2035

079-452-0496

http://tomoeseni.co.jp/

日本グラファイトファイバー株式会社

技術部

ピッチ系炭素繊維の開発研究、同上生産技術の開発研究

671-1123

姫路市広畑区富士町1
新日鐵住金株式会社広畑製鐵所内

079-236-8406

079-237-8427

http://www.ngfworld.com/
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株式会社ユニバル

研究開発部門

信州大学との産学連携により、着圧ソックス、サポーター等が身体に与える影響を定量 675-0314
評価し、運動の効率化やリカバリーなどに効果のある製品の共同開発

郵便番号

加古川市志方町上富木657-3

079-452-2861

079-452-0053

http://www.unival.co.jp/

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/

ＧＳアライアンス株式会社

研究開発部

100％天然バイオマス系生分解性樹脂、セルロースナノファイバー、次世代型二次電
池、最先端燃料電池、量子ドット、金属有機構造体、人工光合成など

666-0015

川西市小花2-22-11

072-759-8501

072-759-9008

http://www.gsalliance.co.jp/

浅田化学工業株式会社

技術部 研究課

水処理凝集剤、製紙薬剤、医薬・化粧品原料、電池材料、土壌改良剤、セメント薬剤、 672-8055
ゴム・樹脂改質剤などの商品改良・用途開発ならびに新規の機能性材料の研究開発

兵庫県姫路市飾磨区宮１８０番地

079-235-1911

079-235-1915

http://www.asada-ch.co.jp/index.html

アスカカンパニー株式会社

Ｔｅａｍ ＡＳＫＡ

射出成形機の型締力変化からの運転モードの推定
射出成形機型締装置の異常
ＭｙＣＦＭ（成形機等異常検知システム）の開発

679-0221

加東市河高4004番地

0795-48-3399

0795-48-9130

https://askacompany.co.jp/

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/

株式会社カナエ

包装技術開発センター

包装材料、包装形態、包装加工、包装加工機の研究開発

650-0047

神戸市中央区港島南町5-2-7

078-306-6046

078-306-2845

https://www.kk-kanae.jp

ケミプロ化成株式会社

生産技術部統括本部

化学薬品製造のプロセス改良・開発研究

678-0041

相生市相生字小丸5377-6

0791-22-8629

0791-24-3003

http://www.chemipro.co.jp/

三田電気工業株式会社

研究開発部

人工関節等、医療用プラスチック部品の精密加工技術の研究・開発

651-2228

神戸市西区見津が丘5-5-8

078-994-1017

078-994-1011

山陽色素株式会社

技術開発部

顔料・顔料誘導体の開発、顔料の分散・加工化の研究開発、分析

670-0966

姫路市延末81

079-292-3366

079-295-9200

http://www.sanyocolor.jp/

スタープラスチック工業株式会社

小野工場 技術開発部

各種機能性フィルム
易開封機能 他

675-1334

小野市大島町1357

0794-62-5941

0794-62-7615

http://www.starplastic.co.jp

住化カラー株式会社

開発本部開発研究所

有機顔料、加工顔料・添加剤ﾏｽﾀｰﾊﾞｯﾁ・ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ、ﾅﾉ分散技術、
二層構造ﾍﾟﾚｯﾄ、コンピューターカラーマッチングシステム

664-0842

伊丹市森本1-35

072-782-1301

072-770-9545

http://www.sumikacolor.co.jp/

住友化学株式会社

健康・農業関連事業研究所

新規農薬の開発研究、農薬の開発・改良研究、
家庭用・公衆衛生用殺虫剤の開発研究 など

665-8555

宝塚市高司4-2-1

0797-74-2000

0797-74-2127

http://www.sumitomo-chem.co.jp/

住友精化株式会社

開発研究所

高吸水性樹脂の開発・改良および用途開発、
672-8076
水溶性ポリマー・エマルジョン・ラテックス・粉末樹脂機能材料の開発・改良および用途
開発

姫路市飾磨区入船町1
姫路工場内

079-235-1305

079-235-8883

http://www.sumitomoseika.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

株式会社ダイセル

イノベーション・パーク

触媒化学、高機能化学品、高分子分離膜、高分子合成、高分子加工、
評価解析、シミュレーション科学、生産技術 等

671-1283

姫路市網干区新在家1239

079-274-4070

079-274-4074

http://www.daicel.co.jp/

ダイセル・エボニック株式会社

テクニカルセンター

樹脂処方技術開発、樹脂加工技術開発、新素材開発、ﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ、
製造技術開発

671-1281

姫路市網干区新在家1239

079-273-7034

079-274-2446

http://www.daicel-evonik.com/

ダイプラ株式会社

技術部 赤穂工場

固有の技術の応用、新製品の開発 等

678-0207

赤穂市西浜北町1074-14

0791-43-0950

0791-43-6039

http://www.daipla.co.jp/

多木化学株式会社

研究所

新規水処理剤、超高純度材料、機能性ナノ材料、医療用材料、
化粧品用原料、機能性肥料、菌根性きのこの人工栽培

675-0124

加古川市別府町緑町2番地

079-437-6002

079-437-8822

https://www.takichem.co.jp/

タテホ化学工業株式会社

開発本部

Ｍｇ系を中心とした無機化合物、セラミックスの研究開発。
化学蓄熱材他、熱と電気に関する材料の開発。

678-0239

赤穂市加里屋字加藤974

0791-42-5041

0791-45-2424

http://www.tateho.co.jp/

東リ株式会社

技術開発部

住宅、医療福祉施設、学校、ｵﾌｨｽ、店舗等の各用途に適した床材、
カーペット、カーテン、壁装材の開発と実用面の研究

664-8610

伊丹市東有岡5-125

06-6494-6609

06-6494-1525

https://www.toli.co.jp/

長瀬産業株式会社

ナガセR&Dセンター

バイオテクノロジー（微生物発酵技術を利用した物質生産等）および有機合成の研究
開発

651-2241

神戸市西区室谷2-2-3
神戸ハイテクパーク内

078-992-3162

078-992-1050

http://www.nagase.co.jp/

日本精化株式会社

研究所

化粧品原料、ラノリン、コレステロール、高純度リン脂質、リポソーム、
医薬中間体、プラスチックコート剤等

676-0074

高砂市梅井5-1-1

079-448-7061

079-448-4867

http://www.nipponseika.co.jp/

日本ジッコウ株式会社

技術研究所

上水道、下水道、農業用水路等のコンクリート構造物の補修、
補強用材料、工法、及び各種建築関連裁量、工法の研究・開発

673-0028

明石市硯町3-4-7

078-920-1115

078-920-1116

http://www.jikkou.co.jp/

3 / 19

住

所

３ 民間研究機関
業種

油
脂
・
洗
剤
等
製
造
業

塗
料
・
印
刷
イ
ン
キ
製
造
業

医
薬
品

企業名

研究部門

研究内容・研究業績等

郵便番号

住

電話番号

FAX番号

URL

株式会社日本触媒

姫路地区研究所

各種触媒、吸水性樹脂、機能性材料、燃料電池用部材等の研究、
プロセス開発、分析技術による研究開発支援

671-1282

姫路市網干区興浜字西沖992-1

079-273-1145

079-273-2926

http://www.shokubai.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/

富士チタン工業株式会社

技術開発本部 技術開発部

酸化チタン関連材料、光学薄膜材料などの開発

651-1503

神戸市北区道場町生野96-1

078-985-1040

078-985-4100

https://www.fuji-titan.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/

藤森工業株式会社 神戸ｻﾃﾗｲﾄﾗﾎﾞ

先端医療事業推進部 事業企画部 細胞 ﾊﾞｲｵ医薬品や再生医療等製品の製造工程で使用するシングルユース製品、及びシン 650-0047
加工技術開発課
グルユース製品を活用した動物細胞培養装置の開発を行い、更に当該装置を活用し
た細胞加工技術の開発を行っている。

神戸市中央区港島南町6-3-5
神戸医療ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

078-302-3307

078-302-3307

https://www.zacros.co.jp/

丸尾カルシウム株式会社

技術本部中央研究所

ナノレベルからミクロンサイズまで工業用・食品用炭酸カルシウムの粒子径コントロー
ル技術の研究

674-0084

明石市魚住町西岡１４５５

078-942-2112

078-941-3549

https://www.maruo-cal.co.jp

ユミコア日本触媒株式会社

姫路事業所

エンジン排ガス浄化触媒の研究開発

671-1292

姫路市網干区興浜字西沖992-1

079-271-5050

079-271-5020

https://www.umicore.jp/jp/our-sites/umicore-shokubai-japan/

ユミコア日本触媒株式会社

神戸事業所

エンジン排ガス浄化触媒の研究開発

650-0047

神戸市中央区港島南町4-2-16

078-386-3600

078-303-6155

https://www.umicore.jp/jp/about/umicore-shokubai-japan/

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/

有限会社脇田 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ工場

開発部

各種接着剤の開発や接着剤をベースとした塗装、印刷用プライマー(下処理剤）の開発 650-0047

神戸市中央区港島南町7-2-11

078-303-4141

078-303-3776

http://wakita-develop.com/

P&Gイノベーション合同会社

神戸イノベーションセンター

家庭用消費材の基礎研究及び製品・パッケージ開発

神戸市中央区小野柄通7-1-18
三宮ビル北館

078-336-6000

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/

ハリマ化成株式会社

中央研究所

ﾄｰﾙ油製品誘導体、製紙用薬品、塗料接着剤ｲﾝｷ用合成樹脂､
電子用材料、ﾛｼﾞﾝ誘導体

675-0019

加古川市野口町水足671-4

079-422-3301

079-426-2650

www.harima.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

ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社

小野事業所

染色用助剤、精錬･洗浄浸透剤、ゴム用防着剤、Em型粘着剤、
背面剥離剤などの開発 等

675-1301

小野市小田町1516-1

0794-67-1456

0794-67-0930

https://www.lion-specialty-chem.co.jp/

パラテックス製品における技術・研究、建築・土木用水和凝固型防水材の研究・技術開 658-0041
発及び各種建築関連材料の研究開発

神戸市東灘区住吉南町1-1-15

078-822-0058

078-822-0048

https://www.ozekichemical-labo.co.jp/

株式会社大関化学研究所

651-0088

所

http://jp.pg.com/

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/

サカタインクス株式会社

研究開発本部

インキ並びに新規製品の研究・技術開発及びこれに関する調査

664-8507

伊丹市北河原4-1-12

072-785-7714

072-785-7734

http://www.inx.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/

東洋インキSCホールディングス株式会社

グループテクノロジーセンター
ポリマーデザインラボ

機能性材料開発、樹脂合成に関する研究・応用開発、
高分子材料の開発 等

651-2271

神戸市西区高塚台1-5-7
西神工業団地内

078-991-4230

078-991-4239

http://www.toyoinkgroup.com/

JCRファーマ株式会社

研究所

バイオ技術、細胞治療・再生医療技術を用いた希少疾病用医薬品の研究開発 等

651-2241

神戸市西区室谷2-2-9

078-991-4466

078-991-4465

http://www.jcrpharm.co.jp/
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ＳＢバイオサイエンス株式会社神戸事業所

研究開発部

体外診断用医薬品の研究・開発

651-2241

神戸市西区室谷1-1-5

078-992-3921

078-992-3910

https://www.sbbio.co.jp/company.html

株式会社オフテクス

研究開発本部 神戸研究所

コンタクトレンズケア用品ならびに点眼薬の研究開発

650-0047

神戸市中央区港島南町5-2-4

078-306-2239

078-306-6039

http://www.ophtecs.co.jp/

オンコリスバイオファーマ株式会社

神戸リサーチラボ

がん治療分野の新たなモダリティとしての遺伝子組換えアデノウイルス製剤の研究開
発及びウイルス製造技術の開発

650-0047

神戸市中央区港島南町6-7-4
ＨＩ－ＤＥＣ２Ｆ

078-303-1380

078-303-1381

https://www.oncolys.com/

株式会社カネカ

再生・細胞医療研究所

・再生・細胞医療の社会実装（培養ＣＡＬ法）
バイオマスター社/セルポートクリニック横浜との連携による乳房再建治療の提供
・羊膜由来間葉系幹細胞（ＭＳＣ）の治療応用
・ｉＰＳ細胞の創薬応用、大量培養技術開発

650-0047

神戸市中央区港島南町6-7-3
神戸MI R&Dセンター3F

078-304-6620

078-304-6621

疾病の予防、診断および治療に関する新規コンセプトの発見と新規医薬品開発を目的 650-0047
とする細胞生物学研究に基づいた探索研究および生命科学に関する研究

神戸市中央区港島南町6-8-2

078-306-5910

078-306-5920

http://www.kan-research.co.jp/index.html

06-6401-1221

06-6488-8996

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

株式会社カン研究所

そ
の
他
化
学
製
品
製
造
業

所

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

千寿製薬株式会社 神戸ｲﾉﾍﾞｲﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ

研究開発本部
オキュラーサイエンス研究所

眼科用医薬品の研究開発

650-0047

神戸市中央区港島南町6-4-3

神和メディカル株式会社

研究開発部
企画部

不妊治療に関連する医薬品、医療機器、理化学機器、器具等の研究開発及び遺伝子 657-0837
解析技術の開発③培養技術及び器具の開発

神戸市灘区原田通3-8-7

078-802-3460

078-802-3461

大神薬化株式会社

受託生産事業部 研究開発部門

新薬、機能性材料、電子材料向け薬剤及びこれらの中間体の研究開発

651-0084

神戸市中央区磯辺通1-1-18
カサベラ国際プラザビル5Ｆ

078-891-7781

078-891-7785

http://www.daishin-pharma.co.jp

大日本住友製薬株式会社

再生・細胞医薬神戸センター

精神神経領域、がん領域および再生・細胞医薬分野を研究重点領域とした医療用医
薬品の研究開発

650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-2
神戸キメックセンタービル5F

078-306-2170

078-303-4040

https://www.ds-pharma.co.jp

日本臓器製薬株式会社

生物活性科学研究所

生理活性物質を研究ﾃｰﾏの中心においた医薬品開発の基礎研究：神経系用薬、免
疫・ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬

673-1461

加東市木梨川北山442-1

0795-42-5500

0795-42-5332

http://www.nippon-zoki.co.jp/

日本臓器製薬株式会社

製剤研究所

製剤研究に加え、有効物質の抽出、効力確認、合成を通じ有用性の高い、高付加価値 675-1363
の医薬品を医療機関に提供

小野市古川町南山1093-1

0794-63-6881

0794-63-7057

http://www.nippon-zoki.co.jp/

日本べーリンガー
インゲルハイム株式会社

神戸医薬研究所

新規医療用医薬品の研究開発

650-0047

神戸市中央区港島南町6-7-5

078-306-4777

078-306-1434

http://www.boehringer-ingelheim.co.jp/

日本メジフィジックス株式会社

兵庫工場

既存および新薬候補化合物をRI標識した治験薬の供給を通じ、製薬企業の臨床研究
(被験者の選別や新薬候補の有効性評価など)を支援

669-1339

三田市テクノパーク9-1

079-568-4771

079-568-7300

https://www.nmp.co.jp

株式会社ビーブランド・メディコーデンタル

研究開発部

歯科用医薬品、医薬部外品、医療機器等の研究及び開発

650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-2
神戸キメックセンタービル7F

078-302-2263

078-302-2264

https://www.bee.co.jp

ビオフェルミン製薬株式会社

研究開発本部 Ｒ＆Ｄセンター

新医薬品の開発など、乳酸菌に関する研究

651-2242

神戸市西区井吹台東町7-3-4

078-993-4494

078-992-6023

http://www.biofermin.co.jp/

研究用試薬の研究・開発
650-0047
自社開発した遺伝子異常診断キットを使用した学術論文が140報以上、国内外の研究
機関から報告された。

神戸市中央区港島中町1-5-2
神戸ｷﾒｯｸｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ6F

078-599-8635

078-599-8636

http://www.gsplab.co.jp

ＧＳＰ研究所

アース製薬株式会社

研究開発本部 研究部

家庭用虫ケア用品、家庭用園芸用品、口腔衛生用品、入浴剤、消臭芳香剤、防虫剤な 678-0192
どの研究開発

赤穂市坂越3218-12

0791-48-1809

0791-48-1145

https://www.earth.jp/

赤穂化成株式会社

技術開発部

海を資源とした無機物を中心とした研究、特に海洋深層水に関する研究・技術

678-0193

赤穂市坂越329

0791-48-1111

0791-48-1735

https://web.ako-kasei.co.jp/

上野製薬株式会社

R&Dセンター
化学薬品技術開発部
LCP技術開発部

コルベ・シュミット反応生成物製造技術/用途開発、
液晶性樹脂（LCP）開発、機能性素材開発

669-1339

三田市テクノパーク4-1

079-568-2202

079-568-7217

http://www.ueno-fc.co.jp/

株式会社カネカ

バイオテクノロジー研究所

バイオテクノロジー分野、ファインケミカルズに関する新技術・新製品の研究開発

676-8688

高砂市高砂町宮前町1-8

050-3181-4971

079-445-2459

http://www.kaneka.co.jp/

幸愛化学株式会社

技術統括部

機能性化粧品・医薬部外品の研究開発・製造
コメヌカ共棲菌叢発酵液（ＬＢＳ）の応用研究
大学等との共同研究

650-0047

神戸市中央区港島南町5-2-8

078-302-3255

078-302-3256

http://kouai.co.jp

神戸理化学工業株式会社

研究部

鋳造用の樹脂、硬化剤、シール材、接着剤、離型剤、コーティング剤の研究

658-0026

神戸市東灘区魚崎西町4-4-15

078-841-1591

078-841-1689

https://www.koberika.co.jp/
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株式会社三和研究所

研究所

OSP（水溶性プリフラックス）をコア技術とした、表面処理技術の開発とその科学研究

651-0071

神戸市中央区筒井町2-2-8
（株）ムラタ内

03-3432-7031

03-3432-3531

https://sanwalab.co.jp/

株式会社資生堂

資生堂細胞加工培養センター SPEC🄬

再生医療研究を行うための中核研究施設

650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-5
神戸ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ創造ｾﾝﾀｰ(BMA）内

045-222-1600

045-222-1659

http://www.shiseidogroup.jp/

住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社

研究開発本部（宝塚）

家庭用・業務用 防疫用殺虫剤、ペット用・畜産動物用動物薬、工業用殺菌剤、木材保 665-0051
存剤の研究開発及び精密化学品(抗菌・防カビ剤)の開発

宝塚市高司4-2-1
住友化学株式会社内

0797-74-1162

0797-74-1045

https://www.sumika-env-sci.jp/

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
等の応用開発

661-0977

尼崎市久々知3-13-26

06-6497-2300

06-6497-2361

https://www.covestro.jp/

星光PMC株式会社

明石研究所

印刷インキ用樹脂、記録材料用樹脂の開発

673-0032

明石市立石1-1-1

078-925-8618

078-926-2090

http://www.seikopmc.jp

株式会社耐熱性酵素研究所

製造部

・酵素の製造・販売
・酵素の受託研究・コンサルティング

650-0047

神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ビジネスセンター402

078-302-5502

078-302-5512

www.tainetsu.com

株式会社大和化成研究所

開発技術部

高度化・多様化する金属表面処理技術（めっき、防錆剤等）に係るニーズに環境保全
に配慮しつつ応える新しい技術開発

652-0047

神戸市兵庫区下沢通2-1-17

078-577-1345

078-577-6836

http://www.daiwafc.co.jp/

株式会社ナティアス

本社、Ｒ＆Ｄセンター プロセス開発セン 核酸原薬・ヌクレオチドアナログの製法ライセンス・製造装置・製造用原料・原薬サンプ 650-0047
ター ＧＭＰ製造／品質管理センター
ル提供

神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ３階

078-599-9495

株式会社ナンバースリー

研究開発部

自社製品の開発（ヘアカラー、ヘアパーマ、ヘアケア、スタイリング）

650-0047

神戸市中央区港島南町7-1-27

078-306-1183

078-306-1315

http://www.no3.co.jp/

日本化薬株式会社

セイフティシステムズ開発研究所

インフレータ、マイクロガスジェネレータの研究、開発

679-2123

姫路市豊富町豊富3903-39

079-264-6415

079-264-6416

http://www.nipponkayaku.co.jp/

日本新素材株式会社

研究開発部

銀イオンを使用した殺菌・消臭・導電性繊維及び糸の技術開発、殺菌消臭塗料の開
発、殺菌消臭フィルター開発、殺菌水の開発、医療用殺菌ガーゼやハイドロコロイドド
レッシングの開発等

650-0041

神戸市中央区港島中町4-1-1
ポートアイランドビル10F

078-335-5115

078-335-5714

http://nippon-shinsozai.jp

ピアス株式会社

中央研究所

化粧品、医薬部外品をはじめ健康食品、医薬品・医療分野における基礎研究および新 651-2241
素材・製品の研究開発

神戸市西区室谷1-3-1

078-992-6550

078-992-6556

http://www.pias.co.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

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

尼崎市高田町6-1

06-6499-1501

06-6499-2801

http://ffwk.fujifilm.co.jp

フジライト工業株式会社

技術部 開発営業部

水滓を出発原料をするゼオライト合成の研究、竹炭を利用した機能性カーボン材料の 671-1115
開発、廃石膏ボードの再資源化事業のビジネスモデルづくり、環境浄化に関する研究
(放射性セシウム及びストロンチウム吸着能を有する無機系吸着材の開発）、無機系産
業廃棄物（チタンダスト）を利用した無機イオン交換体の開発

姫路市広畑区末広町１－３３

079-236-4515

079-236-6220

http://www.tatsuno.or.jp/~flic/

メック株式会社本社・尼崎事業所

研究開発本部

電子基板・電子部品製造に用いられる薬品の研究開発、
機械装置等の設計

660-0822

尼崎市杭瀬南新町3-4-1

06-6401-8170

06-6401-8172

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

株式会社理創化研

技術開発部

化粧品および医薬部外品の製造開発

671-1235

姫路市網干区北新在家250

079-272-2540

079-274-5410

http://jewel-cosme.jp/

株式会社MORESCO

本社・研究センター

特殊潤滑油、ホットメルト接着剤、合成潤滑油、ハードディスク表面潤滑剤、金属加工
油剤、有機デバイス用封止材の研究開発

650-0047

神戸市中央区港島南町5-5-3

078-303-9010

078-303-9020

http://www.moresco.co.jp/

昭和瀝青工業株式会社

技術センター

アスファルト乳剤、改質アスファルト、道路用補修材、
アスファルト用添加剤及び新規舗装工法の研究開発

671-1242

姫路市網干区浜田1633-10

079-273-3555

079-273-3556

https://www.shoreki.co.jp/

日本グリース株式会社

技術研究所

グリース、熱処理油、金属加工油剤等の研究・開発
自動車、電機機器用グリース、低歪用熱処理油、切削油剤他の研究・開発

653-0055

神戸市長田区浪松町6-1-63

078-731-8147

078-734-4458

http://www.nippon-grease.co.jp/

TOYOTIRE株式会社

基盤技術センター

各種タイヤ、自動車部品にかかわる基盤技術開発等

666-0131

川西市矢問3-10-1

072-789-1400

072-792-7710

http://toyotires.co.jp

医療・研究現場で使用されるゴム製品、容器等の製造、加工、販売

650-0046

神戸市中央区港島中町
4-1-1-203-1

03-3815-00051

03-3815-0342

お客様のニーズを考慮して、金型の構造やゴムの配合を考え、製品を設計・開発して
います。

669-5265

朝来市和田山町筒江字中山165-50

079-674-0341

079-674-0343

http://www.sunpoly.co.jp/

高分子であるゴムと樹脂の特性をアロイ化させ、環境に悪影響を与えない新素材・新
商品を開発しています

650-0022

神戸市中央区元町通6-8-10
山端ビル201

078-367-2213

078-367-2214

http://www.the-eco.co.jp/

株式会社海老原ゴム商会

サンポリマー株式会社

ジ・エコ株式会社

営業技術部
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シバタ工業株式会社

技術開発部

ゴムの材料開発、ゴム複合材の開発、ゴム材料に関する基礎研究、
及び海洋土木、防災関連製品、履物の開発

674-0082

明石市魚住町中尾1058

078-946-1515

078-946-0528

https://www.sbt.co.jp/

株式会社ジャバラ
たつの工場

技術部

自己修復型新素材を用いた世界初、長寿命の次世代超高速鉄道車両連結部用外幌
の開発

679-0416

たつの市揖西町南山3-8

0791-64-8200

0791-64-8201

http://www.jabara.co.jp/

神栄化工株式会社

技術部

新素材とゴム材料との複合化技術を活用した分散性と物性改善に関する研究

654-0042

神戸市須磨区小寺町1-1-17

078-431-9151

078-731-9109

https://shinn-ei-kakou.com/

住友ゴム工業株式会社

タイヤテクニカルセンター

高性能ﾗｼﾞｱﾙﾀｲﾔ、ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔの開発、高性能ｺﾞﾙﾌﾎﾞｰﾙ、
ﾀｲﾔ圧力低下警報装置(DWS)の開発 等

651-0071

神戸市中央区筒井町2-1-1

078-265-5670

078-265-5685

http://www.srigroup.co.jp/

タイガースポリマー株式会社

開発研究所

素材の研究(ｺﾞﾑ配合、ﾎﾟﾘﾏｰｱﾛｲ）、ｺﾞﾑ及びﾌﾟﾗｽﾁｯｸ加工技術の研究、
CAEの応用化技術の研究 等

651-2271

神戸市西区高塚台2-1-6

078-991-4710

078-991-4714

http://tigers.co.jp/

内外ゴム株式会社

技術部

薄膜ｺﾞﾑ製品の開発と機能向上、発泡ｺﾞﾑ製品の開発、
新種特殊ﾎﾟﾘﾏｰの加工研究 等

674-0084

明石市魚住町西岡2050

078-944-0014

078-944-0012

http://www.naigai-rubber.co.jp/

株式会社ニチリン

技術部

自動車用ホース、住宅関連設備用ホースに関する研究開発 等

671-0224

姫路市別所町佐土1118

079-251-2119

079-251-2156

https://www.nichirin.co.jp/

バンドー化学株式会社

基盤技術研究所

ゴムやウレタンエラストマーを含むソフトマテリアルや樹脂などの材料設計や加工技術 650-0047
の研究、新材料の導入やプロセス革新のための技術開発、評価・解析の技術研究

神戸市中央区港島南町4-6-6

078-771-9219

078-304-2455

http://www.bandogrp.com/

六菱ゴム株式会社

技術部

製鉄・造船・原子力・土木・輸送関係及びその他一般産業機械関係等の広範囲な分野 651-2228
に活用されるシール材、防振材の開発等

神戸市西区見津が丘2-3-5

078-995-3331

078-995-3332

http://www.mutsubishi.co.jp/

株式会社DantoTile

淡路島工場 技術部 技術研究所

素地･釉薬等ﾀｲﾙ物性の基礎研究、ﾀｲﾙ用施工材の研究開発、
ﾀｲﾙの近代加工法の研究開発 等

南あわじ市福良丙86

0799-52-0500

0799-52-1229

https://danto.jp/

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/

ガウス株式会社

開発グループ

透光性高純度アルミナの医療分野への応用研究
非酸化物セラミックスの音響機器などへの応用研究

678-0092

相生市矢野町上土井273-1

0791-29-1771

0791-29-1772

https://www.gauss.ne.jp/

サンエス石膏株式会社

技術部

石膏及び無機材料の研究開発、
歯科関係の医療機器の開発

670-0836

姫路市神屋町4-22

079-281-1346

079-281-8071

http://www.san-esugypsum.co.jp/

硬質硝子、試験管・菅瓶の製造・開発

650-0047

神戸市中央区港島南町5-4-13

078-306-1007

078-306-1008

http://www.nichiden-rika.com

日電理化硝子株式会社

鉄
鋼
業

656-0503

所

日本板硝子株式会社

技術研究所

ガラス材料の研究開発、機能性ガラスの研究開発
コンピュータ利用技術の開発

664-8520

伊丹市鴻池2-13-12

072-781-0081

072-779-6906

http://www.nsg.co.jp/

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/

株式会社ノザワ

技術本部

建築及び土木材料・工法の研究開発、
現有技術等の改良開発、技術サービス等

650-0035

神戸市中央区浪花町15

078-333-4111

078-393-7019

http://www.nozawa-kobe.co.jp/

ロザイ工業株式会社

セラミックス事業部 研究開発センター

鉄、非鉄向け工業炉及び焼却炉等の各種熱処理用に不可欠である耐火物の研究開
発

678-0256

赤穂市鷆和77

0791-43-2588

0791-45-2341

http://www.rozai.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

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

660-0095

尼崎市大浜町2-26

06-6414-2121

06-6415-2152

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

株式会社神戸製鋼所

神戸総合技術研究所

金属材料の製造加工、材質・表面設計技術、
機械構造解析・シミュレーション、計測・制御・エレクトロニクス技術、
電子材料開発、環境・エネルギー関連技術

651-2271

神戸市西区高塚台1-5-5

078-992-5600

078-992-5532

https://www.kobelco.co.jp/

山陽特殊製鋼株式会社

研究・開発センター

軸受鋼、構造用鋼、高合金鋼、ニッケル合金、各種機能材料の研究・開発、製造プロセ 672-8677
スの研究・開発、シミュレーション技術の開発

姫路市飾磨区中島3007

079-235-3954

079-235-6157

http://www.sanyo-steel.co.jp/

シモダフランジ株式会社

業務部 技術管理課

現場施工時間を短縮する鋼管杭用機械式継手の製造開発

678-0072

相生市竜泉町250

0791-22-2211

0791-22-2216

https://shimoda-flg.co.jp/

神鋼鋼線工業株式会社

技術開発本部 開発部

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

660-0091

尼崎市中浜町10-1

06-6411-6281

06-6411-1945

http://www.shinko-wire.co.jp/
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日亜鋼業株式会社

生産技術部 技術開発課

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/

日鉄鋼板株式会社

・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

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

660-0822

尼崎市杭瀬南新町3-2-1

06-6487-1728

06-6487-1731

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

日本製鉄株式会社

技術開発本部
尼崎研究開発センター

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

660-0891

尼崎市扶桑町1-8

06-6489-5708

06-6489-0056

https://www.nipponsteel.com/

日本製鉄株式会社

技術開発本部
瀬戸内技術研究部

リサイクル・製鋼などのプロセス開発および自動車・電機・家電・建材・容器向け鋼板素 671-1188
材の商品・利用技術開発

姫路市広畑区富士町1

079-236-8581

079-236-9410

https://www.nipponsteel.com/

アークハリマ株式会社

プラントエンジン部

溶接ロボット導入による機器装置の製造により、生産性向上や高い再現性からの品質 671-0252
向上及び高難度製品製造等への研究

姫路市花田町加納原田771-1

079-252-2234

079-252-0102

https://www.arc1.co.jp/

アサヒプリテック株式会社

テクノセンター

貴金属、レアメタルのリサイクル技術、貴金属の成形加工技術、
産業廃棄物の処理ならびにリサイクル技術、計量証明事業

651-2241

神戸市西区室谷1-6-3

078-993-1300

078-993-1321

http://www.asahipretec.com/

ガウス株式会社

開発グループ

純アルミ、チタンの研究
銅、黄銅の開発

678-0092

相生市矢野町上土井273-1

0791-29-1771

0791-29-1772

https://www.gauss.ne.jp/

株式会社シルバーロイ

技術部

超硬合金等の素材開発
金型寿命を向上させ稼働率を高める為の材質選定のご提案

675-2455

加西市大内町73-1

0790-44-0603

0790-44-2316

http://www.silveralloy.co.jp/

太陽鉱工株式会社

赤穂研究所

機能性を持つモリブデン、バナジウムの合金及び化成品の開発、使用済触媒から有価 678-0232
金属の分離・回収技術の研究

赤穂市中広字東沖1603-1

0791-43-2250

0791-43-0217

http://www.taiyokoko.co.jp/

日本ワヰコ株式会社

事業開発グループ

アルミ合金材料の精密切削加工技術

679-1211

多可郡多可町加美区寺内54

0795-35-1061

0795-35-1358

http://www.wico.jp/

日本精鉱株式会社

中瀬製錬所技術課

・アンチモン化合物の製造技術開発
・難燃剤の開発
・金属硫化物製品の開発
・メカノケミカル処理を用いた事業の開発

667-1111

養父市吉井1198

079-667-2121

079-663-5000

http://www.nihonseiko.co.jp/

650-0047

神戸市中央区港島南町7-1-6

078-304-7881

078-304-7882

新型リンク機構を適用した大口径薄肉リング機械加工技術の高精度化

679-4204

姫路市林田町上構333-3

079-261-2947

079-261-3008

https://www.nablal.com/

671-1621

たつの市揖保川町正條213

0791-72-2530

0791-72-4498

http://www.igawara.co.jp/about_us/index.html

株式会社ヤナイ

金
属
製
品
製
造
業

有限会社Ｎａｂｌａｌ

所

井河原産業株式会社

第1製造部（難切削材の機械加工)
第2製造部（多種金属の溶接加工）

難易度の高い金属加工の研究と用途開発
既存製品のVE/VA

石崎プレス工業株式会社

開発技術部

ステンレスを主とする素材のプレス深絞り加工の成形性向上技術である温間絞り工法 664-0842
の高速化技術を開発

伊丹市森本1-98-2

072-782-6715

072-782-9804

http://www.ispress.co.jp/

伊福精密株式会社

営業開発チーム

治具工具、金型の設計製作
難加工材の工法開発
新素材の加工方法の開発

651-2124

神戸市西区伊川谷町
潤和字西ノ口７５０番地６

078-978-6760

078-978-6761

http://www.ihukuseimitsu.com/

株式会社岡田金属工業所

技術部

替刃式手引鋸

673-0404

三木市大村561

0794-83-1111

0794-83-5111

http://www.z-saw.co.jp/

ガウス株式会社

開発グループ

超耐食ステンレスの用途開発

678-0092

相生市矢野町上土井273-1

0791-29-1771

0791-29-1772

https://www.gauss.ne.jp/

有限会社河島製鋏所

医療機器製造業、理美容鋏製造、医療機器修理業

675-1367

小野市敷地町1560

0794-62-2426

0794-62-2427

http://www.mork.co.jp/

木田バルブ・ボール株式会社

超精密球体加工技術の研究。
真球精度0.1～0.3ﾐｸﾛﾝ、表面粗さ精度Ra0.01～0.03ﾐｸﾛﾝの実績で人工関節部品など
医療向けに生産

650-0045

神戸市中央区港島9-1
神戸ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｵﾌｨｽﾋﾞﾙ３０７

090-5050-2355

http://www.kvb.jp

株式会社協和テクノ

生産技術部

ディーゼルエンジン内部品の精密加工技術の開発

675-2105

加西市下宮木町713-5

0790-49-0338

0790-49-0358

株式会社サーテック永田

品質管理課

アルミニウム合金と樹脂の接合技術の開発
各種材料表面へのめっき及び表面処理技術等

673-0028

明石市硯町１-2-8

078-922-0080

078-922-0081

http://www.surtech.co.jp/

株式会社ジャバラ
たつの工場

技術部

自己修復型新素材を用いた世界初、長寿命の次世代超高速鉄道車両連結部用外幌
の開発

679-0416

たつの市揖西町南山3-8

0791-64-8200

0791-64-8201

http://www.jabara.co.jp/
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神鋼建材工業株式会社

技術部

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

660-0086

尼崎市丸島町46

06-6418-2731

06-6418-2732

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

末廣精工株式会社

技術部

製品の強度を保持した軽量化

673-0435

三木市別所町高木910

0794-82-0765

0794-60-1403

トーカロ株式会社

溶射技術開発研究所

溶射を中心とした表面改質技術(コーティング、装置、製法)に関する研究開発とその応 674-0093
用

明石市二見町南二見14-3

078-949-2516

078-949-2518

http://www.tocalo.co.jp/rd/
http://www.tocalo.co.jp/tec/

トクセン工業株式会社

事業開発部

特殊金属の加工技術開発（ピン類、極細線等の研究開発）
金属ナノ粒子の開発

675-1361

小野市住吉町南山1081

0794-63-2258

0794-63-3865

http://www.tokusen.co.jp/

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

660-0804

尼崎市北大物町20-1

06-6488-7700

06-6488-5066

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

西村製作株式会社

企画開発設計

乾麺製造機械や省力化機器の設計製作のほか、高濃度気体置換溶解装置の販売、
及び技術・実績に基づく多様な製造分野への参入。

679-4134

たつの市誉田町広山１７３

0791-63-1971

0791-63-3404

www.kowara.com

株式会社日伸電工

営業技術部

アルミダイカストのガス抜き技術、温度管理、技術開発
マグネシウム合金の開発及びマグネシウムダイカストの製品試作開発

679-4152

たつの市揖保町中臣671-1

0791-67-8712

0791-67-1512

http://www.nissin-denko.co.jp/

株式会社ノーリツ

プロダクツ本部 研究開発本部

燃焼制御、熱交換、流体制御技術を組合せ、安定したお湯の供給をベースとした環
境・省エネ商材の研究・開発、入浴と健康に関する研究、ホームネットワークなどの通
信技術の研究等

674-0093

明石市二見町南二見5

078-941-3241

078-941-3252

https://www.noritz.co.jp/

福伸電機株式会社

商品事業部

養殖用自動給餌機、電動カート、住宅関連機器の開発

679-2288

神崎郡福崎町福田447-1

0790-23-0811

0790-23-0822

http://www.felco.co.jp/

硬質クロムめっき、アルマイト処理全般、
無電解ニッケルめっき、黒染め処理、その他表面処理加工

670-0947

姫路市北条1080-2

079-288-3800

079-288-3830

http://www.fujikome.net/

フジコー株式会社

一
般
機
械
器
具
製
造
業

所

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/

マルイ鍍金工業株式会社

姫路工場 技術部

電解研磨、不動態化、陽極酸化をはじめとする各種金属の表面処理法の研究

672-8022

姫路市白浜町宇佐崎南1-29

079-246-1124

079-245-8587

http://www.e-marui.jp/

大和軌道製造株式会社

技術部開発課

鉄道用軌道用品の研究・開発

671-1133

姫路市大津区吉美380

079-273-0721

079-272-1339

http://www.yamatokogyo.co.jp/kidou/

ユニタイト株式会社

技術部

金属製品の加工技術に関する研究：熱間、冷間の鍛造による自動車部品の製造技術 651-2271
の開発

神戸市西区高塚台3-1-12

078-991-2235

078-991-3774

http://www.unytite.com/

ＢＸ新生精機株式会社

技術研究所

各種ｼｬｯﾀｰ開閉機、門扉開閉機、テント開閉機、サイロ空量計測装置、各種体育機
器、昇降装置 等

675-2444

加西市鴨谷町687

0790-44-1161

0790-44-2271

http://www.shinseiseiki.co.jp/

ＯＫＫ株式会社

技術本部

工作機械の高速化・高精度化技術、金型加工高面品位化技術

664-0831

伊丹市北伊丹8-10

072-782-5121

072-772-5156

http://www.okk.co.jp/

株式会社ＳＫＡＮ ＪＡＰＡＮ

神戸オフィス

医薬品製造工程や細胞を取り扱う際に不可欠な高度な無菌環境を提供するアイソ
レータ設備の開発。

650-0047

神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ251

078-335-6099

078-335-6865

https://www.skan.ne.jp/

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/

真空フライによるケールの高機能化と構造・機能性・おいしさ評価 2019年度SPring-8 651-2331
産業利用報告会 優秀発表賞受賞

神戸市西区神出町広谷４０７－２

078-965-3119

078-965-3129

小野市葉多町56

0794-62-5931

0794-62-4351

http://www.amt.amada.co.jp/

株式会社アトラステクノサービス

株式会社アマダマシナリー

材料研究所

金属用帯鋸刃の商品開発

675-1377

アユミ工業株式会社

技術部

表面活性化接合装置をはじめとするウエハ接合装置、ギ酸を用いたフラックスレスハン 671-0225
ダ付け装置などの研究開発

姫路市別所町家具町６０

079-253-2771

079-253-7272

http://www.ayumi-ind.co.jp/

株式会社アルファ技研

エンジニアリング事業部

産業機器、環境機器、検査機器の設計及び新製品の開発等

650-0033

神戸市中央区江戸町95
井門神戸ビル7F

078-335-5581

078-335-5583

http://www.alpha-tr.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/

ウシオ電機株式会社

Ｒ＆Ｄ本部

671-0224

姫路市別所町佐土１１９４

079-252-4381

079-252-4626

https://ushio.co.jp/
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URL

エア・ウォーター防災株式会社

医療事業本部 技術部
防災事業本部 開発部グループ

医療設備、消火設備、
呼吸用保護具の研究・開発

651-2271

神戸市西区高塚台3-2-16

078-992-1400

078-993-2076

https://www.awb.co.jp/

株式会社エンバイシス

技術研究所

公害防止装置・プラントの研究開発、
特殊排水処理装置・プラントの研究開発、
水質計測機器の研究開発、水処理薬品の研究開発など

671-2134

姫路市夢前町菅生澗923-2

079-335-3378

079-335-3141

http://www.envisys.co.jp/

オークラ輸送機株式会社

研究開発部

産業用ロボット、ソーティングシステム、ピッキングシステム、各種コンベヤ等

675-8675

加古川市野口町古大内900

079-426-1367

079-426-2810

http://www.okurayusoki.co.jp/

川崎油工株式会社

技術部

ホットクエンチング、CFRP成形設備、ハイテンション材用成形設備

674-0093

明石市二見町南二見15-1

078-941-3333

078-941-3351

http://www.khm.co.jp/

株式会社カワタ

知財開発部

合成樹脂成形機の周辺装置及び関連合理化機器の開発、並びに粉体関連機器の開 669-1313
発

三田市福島宮野前501-17

079-563-6201

079-563-6244

http://www.kawata.cc/

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

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

660-8567

尼崎市杭瀬寺島2-1-2

06-6488-2504

06-6401-1143

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

・災害時におけるビル等からの緊急避難システムの開発
・低周波振動を用いたフェイスケア美容器の開発
・製造工程における製品の表面自動検出装置の開発
・睡眠時無呼吸症候群非拘束型自動検知医療装置の開発、 他

672-8035

姫路市飾磨区中島3443

079-235-7919

079-235-7997

http://www.kumagawa.jp/gaiyou.html

670-8567

姫路市下手野1-3-1

079-292-8445

079-294-9603

http://www.glory.co.jp/

株式会社クマガワ

所

グローリー株式会社

研究開発センター

文字認識に関する研究、画像認識に関する研究、センサデバイスに関する研究、セ
キュリティに関する研究

是常精工株式会社

技術開発センター 技術開発課

重荷搬多関接ロボットにおける窒素ガスを使用したバランサーのシール寿命を延ばす 675-2113
構造の研究

加西市網引町2001-62

0790-49-3568

0790-49-2338

http://koretsune.co.jp/

三相電機株式会社

技術部

モータの高効率化の開発、ケミカル用・医療機器用ポンプの研究開発、キャンドポンプ 671-2288
の確保

姫路市青山北1-1-1

079-266-2563

079-266-9767

http://www.sanso-elec.co.jp/

株式会社神鋼環境ソリューション

技術研究所

水・汚泥処理、ＰＣＢ処理、リサイクル等に関する技術開発
上下水道・工場、研究所に関する水質検査、産業廃棄物に関する検定

神戸市西区室谷1-1-4

078-992-6527

078-992-6504

http://www.kobelco-eco.co.jp/

神港精機株式会社

技術部（神戸工場）

プラズマ処理装置(エッチング、アッシング、クリーニング等)真空半田付装置、プラズマ 651-2271
リフロー装置の研究開発及び装置の製作

神戸市西区高塚台3-1-35

078-991-3011

078-991-2860

http://www.shinko-seiki.com/

セイコー化工機株式会社

技術開発研究所

・耐蝕ポンプ、送風機の開発
・排ガス処理装置、脱臭装置の開発
・FRP劣化診断研究

674-0093

明石市二見町南二見15-3

078-944-1840

078-944-1812

www.seikow.co.jp

窒素はんだこて、窒素ガス発生装置等の開発・CNT純粋分散液による工業・農業・医
療分野への用途開発研究

670-0995

姫路市土山東の町1-2

079-293-2782

079-293-6666

http://www.jmax.co.jp
http://jmax.biz

株式会社大成化研

651-2241

株式会社タクミナ

開発センター

精密ポンプ、ケミカルタンク、薬液注入ユニット及び装置、液体コントロールシステム関
連機器の研究、開発 等

679-3311

朝来市生野町真弓373-95

079-679-4815

079-679-4605

https://www.tacmina.co.jp/

株式会社帝国電機製作所

技術開発本部

キャンドモータポンプ、定量ポンプ、撹拌機、制御機器 等

679-4395

たつの市新宮町平野60

0791-75-0471

0791-75-4558

http://www.teikokudenki.co.jp/

東洋機械金属株式会社

開発部

射出成形機及び射出成形技術の研究、ﾀﾞｲｶｽﾄﾏｼﾝ及び鋳造技術の研究、成形機等の 674-0091
制御技術の研究

明石市二見町福里523-1

078-942-2345

078-943-7275

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

日工株式会社

開発部

乾燥キルンの開発、工業用バーナの開発
工業用混練装置の開発
各種土木材料の性状評価法研究

674-8585

明石市大久保町江井島1013-1

078-947-6261

078-947-3639

http://www.nikko-net.co.jp/

日本テクノロジーソリューション株式会社

ソリューションコーディネーター統括部
技術チーム

包装機械の研究開発及び製造
2018年から高精度の技術を利用した製品又は生産効率の向上を図る装置の研究開
発を強化

650-0047

神戸市中央区港島南町7-2-8

078-304-4439

078-304-7979

https://www.solution.co.jp/

日本ピラー工業株式会社

AE事業部 開発部

安全・環境・新エネルギー関連技術開発

669-1333

三田市下内神打場541-1

079-567-2133

079-567-2124

http://www.pillar.co.jp/

株式会社日本技術センター

開発室

「次世代のモノづくり」をテーマに生産作業や検査を自動化するメカトロニクス技術およ 670-0965
び検査設備の研究開発

姫路市東延末4-73

079-225-3355

079-225-3368

httpｓ://www.nichigicenter.co.jp/

日本スピンドル製造株式会社

技術開発部

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

尼崎市潮江4-2-30

06-6499-4304

06-6495-2241

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

661-8510
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企業名

研究部門

兵神機械工業株式会社

電
気
・
電
子
機
械
器
具
製
造
業

電話番号

FAX番号

URL

当社の既存のポンプ・食品機械のロボット技術をベースに放棄田を活用し、高齢者・農 675-0146
業新規参入者も容易に参入できる農業を目指し、安価で効率の良い水耕栽培装置の
開発

研究内容・研究業績等

郵便番号

住

加古郡播磨町古田1-5-30

所

0794-36-3001

0794-36-3015

https://www.hsn-kikai.com/

プライミクス株式会社

電池デバイス対策部

リチウムイオン電池、全固体電池向け電極スラリー作製用攪拌機の開発。薄膜旋回型 656-2306
高速攪拌機による新電池材料の分散性の研究

淡路市夢舞台1-38

0799-72-0080

0799-72-0040

http://www/primix.jp

三菱重工業株式会社

総合研究所

ガスタービンや原子力発電プラントなどのエネルギー関連機器の研究・開発、冷熱製
品、料金収受システム、工作機械等の開発

676-8686

高砂市荒井町新浜2-1-1

079-445-6700

079-445-6926

http://www.mhi.co.jp/

明興産業株式会社

環境機器、電気機器、医療機器、
安全機器、産業用ロボットの研究・開発

650-0047

神戸市中央区港島7-2-13

078-302-6526

078-302-6527

http://www.meikos.co.jp/

Ｉｎｔｅｇｒａｌ Ｇｅｏｍｅｔｒｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ Inc．

精密機械器具製造業
世界初のマイクロ波マンモグラフィ、Ｓｕｐｅｒセキュリティゲートの実用化、コロナウィル
ス撃滅システムの開発

650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-6
神戸大学ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

078-335-6110

https://ig-instrum.co.jp

TOA株式会社

グローバル開発本部
ソリューション開発部

音響関連研究開発、画像関連研究開発、ネットワーク関連研究開発

650-0046

神戸市中央区港島中町7-2-1

078-303-5631

078-303-5633

http://www.toa.co.jp/

株式会社アイデン

技術部

エレクトロ二クス・メカトロ二クス・フォト二クス機器、
制御システム機器等の開発

651-2228

神戸市西区見津が丘2-2-3
神戸複合産業団地

078-994-1400

078-994-1462

http://www.aiden.com/index.htm

ウシオ電機株式会社

Ｒ＆Ｄ本部

産業用光源及び光の装置に関する基礎研究、応用開発、製品開発

671-0224

姫路市別所町佐土1194

079-252-4381

079-252-4626

http://www.ushio.co.jp/

エスペック株式会社

開発本部

環境試験関連製品・技術の研究･開発

651-1514

神戸市北区鹿の子台南町5-2-5

078-951-0960

078-951-0976

https://www.espec.co.jp/

エスペックテストシステム株式会社

テストシステム部

電子機器製品、自動制御製品、恒温恒湿器および装置、熱処理機器、
検査装置、コンピューター（ソフト・ハード）

658-0045

神戸市東灘区御影石町1-6-6

078-856-5181

078-856-5186

http://www.espec-techno.com/

株式会社エムス・テック

開発、設計部

移動ロボット、遠隔自立ロボット、生産設備自動化、省力省人化システムの開発。プロ
グラミング教材の開発。

670-0935

姫路市北条口3-88

079-226-7000

079-226-7001

https://mstech.co.jp

音羽電機工業株式会社

雷テクノロジセンター

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

株式会社カコテクノス

技術部

鉄道車両の制御装置・電力用開閉器・変圧器周辺機器の開発、
環境機器・医療機器の開発

675-1318

小野市北丘町355－16

0794-62-6411

0794-62-6278

http://www.kako.co.jp/

株式会社共和電子製作所

技術部 技術１課

軽量・小型の視線モニタリングシステムの開発に向けたホログラフィック工学素子及び 665-0051
視線検出画像処理技術の開発等

宝塚市高司4-3-31

0797-77-1800

0797-77-1803

http://www.kyowadenshi.com/index.html

株式会社計測器センター

総合技術研究所

モータの性能評価・電池性能評価

川西市栄根2-6-7 SKビル6F

072-755-9321

072-755-9326

http://www.kcenter.co.jp/

スマートグリッド・スマートメーターの開発、遠隔制御・検針システムの開発、蓄電システ 650-0041
ム、再生可能エネルギーシステムの開発

神戸市中央区新港町8-2
新港貿易会館4階

078-335-0882

078-391-1010

https://www.ieee802.co.jp/

姫路市北条口2丁目15-501

079-283-3150

079-280-3002

http://www.kenix.jp/

慧通信技術工業株式会社

666-0021

ケニックス株式会社

技術部

真空技術を技術基盤とするスパッタ装置やCVD装置及び超高温表面反応装置等、新
規真空成膜装置の開発設計

サンエナジー株式会社

営業開発

医療、衛生関連製品 新規開発
650-0047
紫外線処理の特徴である、点灯制御のみによる、対象環境清浄化の自動化方法の確
立

神戸市中央区港島南町1-6-5

072-720-6333

072-720-6338

http://www.sunenergy-corp.jp

ジェミックス株式会社

高周波機器部

高周波誘導加熱による焼嵌・焼板等の加熱作業に使用するポータブル型マッチングト
ランスの開発

658-0031

神戸市東灘区向洋町東2-7-9

078-857-6100

078-857-6111

http://www.jemix.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/

シスメックス株式会社

中央研究所

医療、計測分野における先端技術の基礎･応用研究、
医療機器、試薬、ｼｽﾃﾑの開発研究・商品開発

651-2271

神戸市西区高塚台4-4-4

078-991-1911

078-991-1917

http://www.sysmex.co.jp/

神栄テクノロジー株式会社

新規事業開発部

湿度センサ及び露点・水分計測機器の開発、
浮遊粒子計測センサの開発、
クラウド型輸送貨物監視システムの開発

650-0047

神戸市中央区港島南町6-5-2

078-304-6790

078-302-1225

http://www.shinyei.co.jp/stc/

株式会社誠工社

設計部

医療機器、カード発行ユニット等の開発

668-0831

豊岡市神美台157-35

0796-22-8888

0796-22-2190

http://www.sksd.co.jp/

伊丹市北河原字1-2-7

0727-82-0361

0727-82-6411

http://www.eng.seiryodenki.co.jp

西菱電機エンジニアリング株式会社

670-0935

車載･携帯小型無線通信機及び情報関連機器や市町村防災無線ｼｽﾃﾑ、列車無線中 664-0837
継ｼｽﾃﾑの開発 等

11 / 19

３ 民間研究機関
業種

企業名

研究部門

研究内容・研究業績等

郵便番号

住

電話番号

FAX番号

URL

株式会社大真空

中央研究所

水晶デバイス・電子デバイスに関する研究開発、
結晶成長技術、ウェハ製造技術等

675-0019

加古川市野口町水足179-15

079-421-7200

079-421-7240

http://www.kds.info/

ディスプレイオーディオ・ハイブリッドシステムの電子制御装置
タクシー配車システムなどの開発・製造・販売

652-8510

神戸市兵庫区御所通1-2-28

078-671-5081

078-671-5325

https://www.denso-ten.com/jp/

株式会社デンソーテン

輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業

精
密
機
械
器
具
製
造
業

所

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

ヒートテック株式会社

テストラボ神戸

熱風加熱器・近赤外線加熱器・遠赤外線加熱器・熱風乾燥器
・ヒーターコントローラー・加熱制御機器・紫外線機器・冷風冷却器
・冷風冷却制御機器等

655-0037

神戸市垂水区歌敷山2-7-14

078-754-8076

078-706-9014

https://www.heat-tech.biz

フェニックス電機株式会社

技術部

プロジェクター用ランプ、ハロゲンランプ、LEDランプ、露光装置用光源ユニット

679-2122

姫路市豊富町御蔭703

079-264-5711

079-264-5763

http://www.phoenix-elec.co.jp/

フジプレアム株式会社

播磨テクノポリス 光都工場／研究所

フラットパネルディスプレイに必要な様々な機能性フィルムを貼り合わせ、タッチパネル 679-5165
センサー、基板、液晶偏光基板等の研究開発

たつの市新宮町光都1-490-21

0791-59-8111

0791-59-8500

http://www.fujipream.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/

株式会社水田製作所

技術イノベーション ユニット

疑似生体組織の作製を可能とする、微細メッシュを足場にした三次元細胞培養デバイ
スの研究開発

673-0023

明石市西新町3-14-1

078-923-0673

078-923-6124

https://www.mizuta-inc.com/

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/

株式会社ユメックス

技術部

一般・工業用光源および光源装置の開発

671-2114

姫路市夢前町糸田400

079-335-5111

079-335-5212

http://yumex-inc.co.jp/

株式会社JMUアムテック

技術部

船舶修理・改造、特殊船の新造、バラスト水処理装置搭載工事、
ドライボックス工法等

678-0041

相生市相生5292

0791-24-2499

0791-24-2410

http://www.jmuc.co.jp/amtec/

株式会社カネミツ

テクニカルセンター

自動車・農機用部品(ミッション部品・安全装置部品等)および新商品の設計・試作・開
発

675-2113

加西市網引町丸山2001-4
加西南産業団地内

0790-49-9947

0790-49-8030

http://kanemitsu.co.jp/

川崎重工業株式会社

技術開発本部

構造解析・強度評価、振動・音響、材料、流体、燃焼・伝熱、
環境・エネルギー、計測・制御、情報通信、生産技術等に関する研究開発

673-8666

明石市川崎町1-1

078-921-1611

078-921-1867

http://www.khi.co.jp/

極東開発工業株式会社

開発部

特殊車新製品、制御技術

673-0443

三木市別所町巴２

0794-82-1575

0794-82-1576

http://www.kyokuto.com/

新明和工業株式会社

技術部

航空旅客搭乗橋、下水道関連機器、機械式立体駐車場、自動電線処理機

665-8550

宝塚市新明和町1-1

0798-51-7734

0798-51-7049

http://www.shinmaywa.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/

阪神内燃機工業株式会社

技術部技術開発課

舶用ディーゼル機関の性能改善と新形機関の開発、
機関に関連するシステムの開発

673-0037

明石市貴崎5-8-70

078-923-3450

078-923-0650

http://www.hanshin-dw.co.jp/

株式会社モリタ

商品開発部

消防用車両（ポンプ車、タンク車、救助工作車、梯子車、放水塔車）の開発

669-1339

三田市テクノパーク1-5

079-568-7924

079-568-7961

https://www.morita119.jp/

精密機械器具製造業
世界初のマイクロ波マンモグラフィ、Ｓｕｐｅｒセキュリティゲートの実用化、コロナウィル
ス撃滅システムの開発

650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-6
神戸大学ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

078-335-6110

Ｉｎｔｅｇｒａｌ Ｇｅｏｍｅｔｒｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ Inc．

https://ig-instrum.co.jp

エスアールエンジニアリング株式会社

開発部

ＦＣＶ（水素燃料自動車）、ＦＣﾊﾞｽ、ＦＣフォークリフト、水素ｽﾃｰｼｮﾝ用として、超高圧水
素ガス用バルブ・ブースタの研究開発

673-0514

三木市志染町戸田字
中尾1838-237

0794-88-8003

0794-87-7303

https://www.sr-engineering.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

異種金属材料の接合
ブローホールが発生しないレーザ溶接法
３‐Ｄプリンター成形品との接合

671-0232

姫路市御国野町御着五反坪八
姫路工業団地内

079-253-7586

079-252-0217

http://www.sakuraikogyo.co.jp/

さくらい工業株式会社
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３ 民間研究機関
業種

そ
の
他
製
造
業

企業名

研究部門

研究内容・研究業績等

電話番号

FAX番号

URL

株式会社スカイジェット・メディカル

技術開発部

高精細３Ｄ映像、手術映像の遠隔治療サポート、院内ライブ、臨床研究他、医療現場を 650-0023
サポートする技術・機器の研究開発

郵便番号

住

神戸市中央区栄町通1-2-10
読売神戸ビル５Ｆ

所

078-381-5670

078-381-5930

https://www.skyjet.jp

明昌機工株式会社

本社工場・開発センター

中性子・放射光・レーザー関連機器、試験研究用理化学機器、
超高真空機器、ナノテク機器等の開発

669-3634

丹波市氷上町沼148

0795-82-7111

0795-82-7113

https://www.meisyo.co.jp/

株式会社メディカロイド

開発部

医療用ロボットの技術開発・商品開発

650-0047

神戸市中央区港島南町1-6-5
国際医療開発センター6F

078-303-8770

078-303-8778

http://www.medicaroid.com

大和製衡株式会社

技術本部 研究開発部

工業用はかり、組合せはかり、重量選別機、金属検出機、
商業･家庭用はかり、重量ｾﾝｻ及び各種ｾﾝｻ

673-8688

明石市茶園場町5-22

078-918-5542

078-918-6091

https://www.yamato-scale.co.jp/

株式会社ワークス

技術開発課

①鮮明に観察出来る１細胞観察用ウェルチップ、②30ﾐｸﾛﾝ狭ﾋﾟｯﾁ・ﾏｲｸﾛウェルチップ、 650-0047
③高アスペクト比加工も可能としたマイクロニードルアレイ金型、④超精密加工製品、
⑤レンズ金型、⑥精密ノズル、⑦特殊医療機器の開発、⑧メタルアート

神戸市中央区港島南町1-6-5
国際医療開発センター５階

http://wks-co.com/

D-JK株式会社

煙火部門

煙火打上に関する点火及び安全部品の開発

671-2576

宍粟市山崎町鹿沢72-8

http://www.d-jk.com

株式会社Ｅ･テック

医療機器開発研究所 開発部

新規消毒剤の開発を国立感染症研究所他と共同研究の末完了し、新型コロナウイル
ス他の不活化を実証するエビデンスを得て、日本、ＥＵ、米国他で特許取得

650-0045

神戸市中央区港島９－１
神戸ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｵﾌｨｽ３１６

078-335-5425

078-335-5426

http://www.e-teck.co.jp/

株式会社ＧＥウェルネス

神戸研究所（関連会社ビオラボ）

ユーグレナｋｉｓｈｕ株、ＢｉＰｒｏＧＥ乳酸菌などの微生物培養の研究及びＯＥＭ・プライ
ベート商品の販売

651-0087

神戸市中央区御幸通6-1-12
三宮ビル東館7F

078-265-1833

078-265-1834

https://ge-hd.co.jp/

株式会社アーク

神戸インキュベーションオフィス

商品企画・デザイン・設計、解析、試作
金型製造及び小ロット成形品の生産販売

650-0045

神戸市中央区港島9-1-407

0721-24-0403

0721-24-0455

等開発支援

株式会社アシックス

スポーツ工学研究所

人の身体や動作に関わる基本的な研究から、シューズの高分子材料や構造設計の研 651-2271
究、さらに生産技術、製品や材料の分析評価の研究など

神戸市西区高塚台6-2-1

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

先端複合材料及び自動成形装置の研究開発等

679-5165

たつの市新宮町光都3-34-1

0791-59-8080

0791-59-8899

http://www.kado-corporation.com/

エックス線検査、ガンマ線検査、超音波探傷検査などの非破壊検査や試験・検査・品
質管理のコンサルタント業務 等

675-0155

加古郡播磨町新島8
川崎重工業株式会社播磨工場内

079-435-2190

079-435-7503

http://www.khi.co.jp/corp/kis/

株式会社ＫＡＤＯ

川重ファシリテック株式会社

検査技術本部

http://www.asics.com/

コパンジャパン株式会社

微生物検査や分子生物学的検査の為の検体採取・保存・前処理に利用される医療機 650-0047
器の導入

神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ビジネスセンター659

078-599-9460

078-599-9461

https://japanproducts.copangroup.com/

さくらい工業株式会社

異種金属材料の接合
ブローホールが発生しないレーザ溶接法
３‐Ｄプリンター成形品との接合

671-0232

姫路市御国野町御着五反坪八
姫路工業団地内

079-253-7586

079-252-0217

http://www.sakuraikogyo.co.jp/

ニッケル基超耐熱鋼(インコネル718)タービンブレードの切削技術

671-1154

姫路市広畑区吾妻町1-39

079-239-2225

079-239-4448

http://www.swdpre.co.jp

株式会社澤村義肢製作所

義肢装具材料、医療機器の研究開発
各種カーボン資材を用いた試作・研究・開発

650-0047

神戸市中央区港島南町3-3-24

078-304-6680

078-304-6681

http://sawamuragishi.jp

佐和鍍金工業株式会社

電鋳法によるマイクロ金型作製・開発
670-0804
LIGAプロセスの電鋳法によるマイクロ金型作製・開発（兵庫県立大高度産業科学技術
研究所SR-MES研究室 産官学連携プロジェクトに多数参加）

姫路市保城753

079-281-1055

079-281-7569

http://www.sawa-mekki.co.jp/

079-281-1055

079-282-3144

http://www.sawa-mekki.co.jp/category/company/

サワダ精密株式会社

佐和鍍金工業株式会社

製造部 生産技術チーム

分析研究室

・めっき液種の調査・研究
・めっき装置の研究

・めっき冶工具の研究
・素材の熱処理の研究

株式会社サンライト

弊社の保有技術を応用し、国内初の夜間に自動で発光する防護柵の設計開発をし
た。夜道が暗い場所や電源供給されない場所に防犯・防災対策として有効である。

670-0953

姫路市三条町1-44

079-222-8807

079-222-8817

http://www.sunlights.co.jp/

株式会社ジー・キューブ

医療機器の開発、IoT農業に関する機器開発 等

650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-2
神戸キメックセンタービル5F

078-304-5302

078-304-5303

http://www.g3-conception.com/

神鋼検査サービス株式会社

検査サービス本部

各種材料・機器・構造物の非破壊検査及び機械試験、破損原因調査、
コンサルティング、計測器・計量器の校正 等

676-8670

高砂市荒井町新浜2-3-1
株式会社神戸製鋼所
高砂製作所 総合事務所２Ｆ

079-445-7253

079-445-7156

https://www.sisco.kobelco.com

スペクトリス株式会社

マルバーン・パナリティカル事業部

先端材料、医薬品などを対象とした分析機器の販売
アプリケーション開発と顧客サポート

650-0047

神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 北館511

078-306-3806

078-306-3807

https://www.malvernpanalytical.com/jp
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３ 民間研究機関
業種

企業名

研究部門

研究内容・研究業績等

郵便番号

住

西部商工株式会社

テクニカルセンター

ＩｏＴデバイスを使って、データ集積、データ整理、ＡＩ利用を見据えたツール開発（ソフト
ウェア、アプリ）

652-0884

神戸市兵庫区和田山通
1-2-25-Ｂ-404

078-381-8000

株式会社ゼン

関西営業所

試作部品の製品サンプル、技術展示と治工具の設計から製作のご提案、1個から様々 650-0047
な素材を加工いたします。

神戸市中央区港島南町5-5-2

090-5801-0343

078-599-7714

https://www.zen.co.jp

インバータ換気動力盤

650-0035

神戸市中央区浪花町64
三宮電電ビル3F A-2

078-325-3220

078-325-3221

http://www.sohatsu.com/

株式会社創発システム研究所

電話番号

FAX番号

URL
https://seibushoko.com/

株式会社タクマ

研究部

各種産業機械・熱関連機器の研究開発、
各種公害防止プラントの研究開発、各種排ガス処理装置の研究開発 等

660-0806

尼崎市金楽寺町2-2-33

06-6483-2633

06-6483-2762

http://www.takuma.co.jp/

龍野コルク工業株式会社

技術部

ビーズ法発泡プラスチック製品、模型の開発、製造

679-4121

たつの市龍野町島田321

0791-63-1301

0791-63-3106

http://www.tatsuno-cork.co.jp/

谷水加工板工業株式会社

設計部

異なる素材を貼り合わせ、付加価値を生む、複合パネルの開発
・断熱パネル・防音/遮音パネル・吸音パネル

669-3631

丹波市氷上町賀茂１４５７番地１

0795-82-2117

0795-82-6672

https://tanimizu-kakou.co.jp/

株式会社トータルメディカルサプライ 神戸Ｌ＆Ｄ

開発事業本部

医療機器等の開発、販売

650-0047

神戸市中央区港島南町4-7-7

078-302-5595

078-302-5596

http://www.totalms.jp/

日本精機宝石工業株式会社

技術部

工業用ダイヤモンドを利用した製品開発

669-6701

美方郡新温泉町芦屋100番地

0796-82-6171

0796-82-4110

http://www.jico.co.jp/

パイオニア精工株式会社

開発室

・口腔ケア機具等
・介護アシストロボット

671-0252

姫路市花田町加納原田906

079-253-4105

079-253-4106

http://pioneer-seiko.co.jp/about/company/

株式会社ハイレックスコーポレーション

医療機器事業部

カテーテル、ガイドワイヤ、内視鏡パーツ、並びにインプラント等の医療機器開発

665-0845

宝塚市栄町1-12-28

0797-85-2571

0797-85-2990

http://www.hi-lex.co.jp/

株式会社パウレック

イノベーションセンター

医薬品・食品・電池電子材料等の分野の粉粒体について、造粒・乾燥・コーティングを
実現する機械装置および製法技術の研究開発

664-0837

伊丹市北河原5-5-5

072-778－7304

072-778-7314

https://www.powrex.co.jp/

フジプレアム株式会社

研究開発室

機能性フィルム加工、異種材料の複合化、太陽光発電モジュール製造等

671-2216

姫路市飾西38-1

079-266-6161

079-266-6738

http://www.fujipream.co.jp/

低硫化脱毛の研究開発、
無硫化の研究開発

671-0256

姫路市花田町高木325-2

079-289-1564

079-289-1564

https://maemi.co.jp/

650-0047

神戸市中央区港島南町3-2-11

078-306-6255

078-306-6377

https://www.yasojima.co.jp/

0791-78-8512

https://you-pack.co.jp

株式会社前實

2
0

所

・小型風力発電システム
・先端金属加工技術等

八十島プロシード株式会社

神戸Ｆａｂ

3Dプリンター造形、3Dスキャン等データ構築、樹脂切削加工、
樹脂切削加工から超音波透過性のゲル“エコーゲルパット”の研究開発

株式会社ユーパック

ＨＡＣＯ－ＬＡＢＯ（ハコラボ）

段ボールに関する各種試験（温湿度環境試験/振動試験/落下試験/圧縮試験/滑り試 679-4108
験等）及び段ボール製品企画開発

たつの市神岡町大住寺７９４

0791-78-8511

株式会社ライトニックス

神戸本店・R&Dセンター

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

西宮市甲東園2-2-6

0120-840-320

株式会社CAEソリューションズ

FOCUSテクニカルセンター

神戸市中央区港島南町7-1-28

078-303-3558

株式会社ＨＡＣＡＲＵＳ

神戸オフィス
（ウェットラボ／実験室）

顕微鏡細胞画像を用いた、効率的な創薬研究のための情報抽出および実験計画法の 650-0047
開発

神戸市中央区港島南町5-5-2
ＫＩＢＣ神戸国際ビジネスセンター

075-774-0030

https://hacarus.com/ja/

上肢障害の簡易的機能評価指標の開発
ＡＩを用いた姿勢評価システム開発
ＶＲを用いた認知機能刺激ゲーム開発

神戸市中央区港島中町４－１－１

090-4192-6958

http://hiluco.jp/

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

株式会社アイティーティー

3次元計測及びデータ処理システムの開発、
AIを利用したリアルタイム動画解析システムの開発

651-0085

神戸市中央区八幡通3-1-19
日精ビル4階

078-271-6055

株式会社イノベーション・アイ

高速３Ｄスキャン技術、連続３Ｄスキャン技術
４次元再生技術の研究・製品開発・製品販売

670-0853

姫路市大黒壱丁町３１
大黒ビル２Ｆ

079-280-4404

ジェネリック医薬品市販後情報のデータベース化

650-0047

神戸市中央区港島南町6-5-5

078-302-8166

078-302-8158

http://www.enomoto-yakuhin.co.jp/

人間工学（エルゴノミクス）に基づいた、簡潔でわかりやすいコミュニケーションツール
を、言語を問わず提供。プロダクトデザインを含めた全工程においてお客様をサポー
ト。遠隔業務、非接触型コミュニケーションの支援システムの開発

650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-2
神戸ｷﾒｯｸｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ9F

078-302-5355

078-302-5755

http://www.electrosuisse.co.jp/

株式会社ＨＩＬＵＣＯ

株式会社Ｔ－ＩＣＵ

榎本薬品株式会社

株式会社エレクトロスイスジャパン

遠隔ＩＣＵ

総務部

650-0047

650-0046
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http://lightnix.jp/

078-303-3559

078-271-6056

http://www.ittc.co.jp/

http://innovation-i.jp

３ 民間研究機関
業種

企業名

研究部門

研究内容・研究業績等

郵便番号

住

電話番号

FAX番号

URL

コムネット株式会社

開発グループ

製造業向け生産管理・工程管理及び基幹システムの研究開発
（IoT関連の研究開発を含む)

650-0047

神戸市中央区港島南町7-2-10

078-304-7760

078-304-7790

https://www.comnet-network.co.jp

人間工学・ユーザビリティ分野、電子機器、ハード／ソフトウェア受託開発

675-0121

加古川市別府町新野辺北町7-30
メゾン新野辺３０１

079-441-7756

079-441-9882

http://www.conveni-engineer.jp/

664-0858

伊丹市西台3-1-9

072-775-0339

072-778-1709

https://www.sunnygiken.jp/

コンビニエンジニア

株式会社サニー技研

車載事業部

車載ソフトウェアの研究開発

株式会社シンクチューブ

シンクチューブ ネットワークラボ

組込系無線IP通信ソフトウェア、AI・映像解析シングシステムの開発実装、ロボット間通 658-0032
信、知能システムの開発実装

神戸市東灘区向洋町中6-9
神戸ファッションマート6S-12

078-857-8390

078-857-8389

http://www.thinktube.com/

株式会社スカイジェット・メディカル

技術開発部

高精細３Ｄ映像、手術映像の遠隔治療サポート、院内ライブ、臨床研究他、医療現場を 650-0023
サポートする技術・機器の研究開発

神戸市中央区栄町通1-2-10
読売神戸ビル５Ｆ

078-381-5670

078-381-5930

https://www.skyjet.jp

「組込みソフトウェア」の開発
「ワイヤレス温湿度センサー」の開発
「ワイヤレスＣＯ₂センサー」の開発

651-0088

神戸市中央区小野柄通4-1-22
アーバンエース三宮ビル10F

078-271-8530

078-271-8531

http://www.stepone.co.jp/

遺伝子情報を利用した健康状態予測・診断支援システムの開発、
ＮＧＳデータ解析、学術団体向けＩＴサポート

651-0088

神戸市中央区小野柄通5-1-27
第百生命神戸三宮ビル4階

078-862-6471

078-862-6472

http://www.dynacom.co.jp/

ICTを活用した認知機能のチェックとトレーニングが可能なクラウドシステムの研究と開 650-0046
発

神戸市中央区港島中町4-1-1
ポートアイランドビル6F

078-335-8467

050-3488-1536

https://tbcare.jp

ＧＩＳコアエンジンの研究開発、ＧＩＳアプリケーションの開発受託、
地図情報及び位置情報配信サービス 等

神戸市中央区磯上通2-2-21
三宮グランドビル5F

078-222-9700

078-222-9702

https://www.dawn-corp.co.jp/

体内で完全に吸収分解される新規開発の新マグネシウム合金の研究開発を神戸大学 650-0046
工学部、医学部、医療機器製造販売業メーカーと共同で行っています。

神戸市中央区港島中町4-1-1
ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ ６０５

078-335-7770

06-7635-5487

http://dreamfastener.co.jp/

バーチャルリアリティ(VR)、3次元解析など先進のソフトウェア、
豊富な実績を有する設計支援・CADソフトを開発・販売・サポート
（土木・建築・交通・自動車分野など）

650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-2
神戸キメックセンタービル1F

078-306-2088

078-306-2088

http://www.forum8.co.jp/

651-0086

神戸市中央区磯上通7-1-5

078-414-8504

信頼性の高いワイヤレス接続と安心できるWi-Fi環境の提供

650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-2
神戸キメックセンタービル4F

078-304-5490

078-304-5120

http://www.furunosystems.co.jp

A.I.による画像認識に関する研究、開発
ベーカリーショップ向けA.I.レジBakeryScanの開発

677-0033

西脇市鹿野町1352

0795-23-5510

0795-23-6357

http://www.bb-brain.co.jp/

株式会社ステップワン

株式会社ダイナコム

神戸開発センター（神戸オフィス）

株式会社トータルブレインケア

株式会社ドーン

開発部

ドリームファスナー株式会社

株式会社フォーラムエイト

神戸ファクトリ

株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ

株式会社フルノシステムズ

技術本部

株式会社ブレイン

供電
給気
業・
ガ
ス
・
熱
等
研
究
開
発
・
分
析
試
験
業

所

651-0086

https://www.fujitsu.com/jp/group/fst/

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/

株式会社ライブデザインプロジェクト

研究所

インターネットを利用したイベント情報、安全情報の取得、配信方法並びにそのUI(ユー 669-1324
ザーインターフェイス)

三田市ゆりのき台2-20-6

079-562-7707

079-562-7707

http://www.live-dp.com

BioView株式会社

研究開発部

MRIを利用した基礎研究・創薬研究の受託・サポート、
医療機器のMR適合性討験

神戸市中央区港島南町1-5-5
神戸ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ創造ｾﾝﾀｰ
研究棟1F150号室

078-754-9352

03-6368-4842

http://www.bioview.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・ 660-0053
酵素・システムを研究開発します。

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chromocenter

神戸研究所

再生医療で用いる幹細胞の染色体解析、抗体医薬品の製造で用いるCHO細胞のモノ 650-0047
クローナリティ評価、人工染色体ベクターを用いた抗体医薬品の高生産株の作製、以
上の受託サービス

神戸市中央区港島南町6-7-4
HI-DEC1F

078-599-9383

078-599-9384

http://www.chromocenter.com/

株式会社ＤＯＷＥＬＬ

ロボット開発事業部

兵庫県立リハビリテーション中央病院と共同で見守りロボット開発中

650-0046

神戸市中央区港島中町４－１－１
ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ１０３

078-303-2170

078-303-2218

https://dowelljapan.com

株式会社IHI検査計測

研究開発センター

構造物等の非破壊検査を中心とする検査、
計測手法および評価方法の研究開発

678-0041

相生市相生5292
(株) IHI 相生事業所構内

0791-23-3720

0791-24-2748

https://www.iic-hq.co.jp/

精密機械器具製造業
世界初のマイクロ波マンモグラフィ、Ｓｕｐｅｒセキュリティゲートの実用化、コロナウィル
ス撃滅システムの開発

650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-6
神戸大学ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

078-335-6110

各種原料・材料の組成分析、形態観察、材料試験、
650-0047
設備・機器類の損傷原因解明と対策立案から半導体デバイス試験・評価まで幅広い分
野に対応

神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ（ＫＩＢＣ)

078-304-5722

Ｉｎｔｅｇｒａｌ Ｇｅｏｍｅｔｒｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ Inc．

JFEテクノリサーチ株式会社

神戸支所

650-0047
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https://ig-instrum.co.jp

078-304-5723

https://www.jfe-tec.co.jp/

３ 民間研究機関
業種

企業名

研究部門

研究内容・研究業績等

電話番号

FAX番号

URL

株式会社MCエバテック

尼崎事業所 尼崎分析センター

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

尼崎市大浜町2-30

06-6416-5200

06-6416-5311

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

P&Gイノベーション合同会社

神戸イノベーションセンター

家庭用消費材の基礎研究及び製品・パッケージ開発

651-0088

神戸市中央区小野柄通7-1-18
三宮ビル北館

078-336-6000

ＴＡＯヘルスライフファーマ株式会社

神戸研究所

アルツハイマー病の分子病態の解明と臨床応用開発

650-0047

神戸市中央区港島南町6-7-6
神戸ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ

078-303-3684

078-303-3683

http://www.tao-hlpharma.com/

ＶｉＳｐｏｔ株式会社

試験部

バイオ医薬品や再生医療の製造工程におけるウイルスクリアランス試験やウイルス否 650-0047
定試験、その他製品のウイルス不活化試験サービスを提供。

神戸市中央区港島南町6-3-5
KCMIﾋﾞﾙ２階

078-515-6401

078-515-6402

https://www.vispot.co.jp/

アースリサイクル株式会社

兵庫県立大学工学部工学研究科、朝熊 ・竹からセルロースナノファイバー製造
准教授、ひょうごエコタウン研究会
・廃タイヤの分離 ・炭素繊維の分離
ア－スリサイクル株式会社研究開発

671-1523

揖保郡太子町東南726

079-276-6275

079-276-6275

http://www.earthrecycle.net/

神戸医療機器開発センター（MEDDEC)1F実験施設の運営
医療機器開発・トレーニング等のサポート

650-0047

神戸市中央区港島南町7-1-16
神戸医療機器開発センター

078-306-1371

078-306-1373

http://www.ivtec.co.jp

株式会社アイビーテック神戸ラボ

郵便番号

・都市鉱山(基板等の分離)、
・廃プラスチック分離と油化

住

所

http://jp.pg.com/

アエラスバイオ株式会社

研究部

歯髄幹細胞を用いた治療方法の研究開発

650-0047

神戸市中央区港島南町1-3-1

078-303-0031

078-304-5163

https://aerasbio.cihp2.jp/

株式会社朝日ラボ交易（ALOOM）

研究開発部

・卓上型NMR Spinsolve80Mhz1H19F13Cを用いたq-NMRアプリケーション確立、不純
物混入の検出、異性体の検出、ポリマーの測定
・有機合成スケールアップ・安全に迅速に合成する方法検索他

650-0046

神戸市中央区港島中町4-1-1
ポートアイランドビル10F

078-335-8613

078-335-8614

www.asahilab.co.jp/

株式会社アネブル

試験事業部
事業企画部デジタルグループ

・ エンジン・モーターの試験受託
・ ３Ｄプリンタによる試作、検証等
・ エンジン可視化試験

650-0047

神戸市中央区港島南町7-4-4

078-335-5347

078-335-5348

https://www.enable-os.co.jp/

株式会社イーベック

神戸ラボ

ヒト末しょう血Ｂリンパ球より、独自の技術を用いて、完全ヒト型抗体の遺伝子をクロー 650-0047
ニングし、抗体作製を行う。

神戸市中央区港島南町5-5-2
KIBC４０４

078-335-7623

078-335-7624

https://www.evec.jp

エイチ・ライフ２１株式会社

技術企画部

医療器機（歯科医療を含む)、健康管理機器向けの計測技術、および生体信号処理技 670-0965
術

姫路市東延末2-84−3

079-227-9038

079-227-9038

エスペック株式会社

西日本試験所

自動車・航空機・医療機器等の環境試験（温度・湿度・低圧）受託

651-1514

神戸市北区鹿の子台南町5-2-5
神戸R&Dセンター内

078-951-0961

078-951-0964

https://www.espec.co.jp/products/trustee/testcenter/

株式会社エムズサイエンス

研究開発本部

眼科の医薬品に関する創薬研究
シグマ受容体に基づく創薬研究

651-0083

神戸市中央区浜辺通5-1-14
神戸商工貿易センタービル

078-200-5063

078-200-5064

http://www.m-sci.com/

株式会社オリエンタルバイオサービス

神戸ＢＭラボラトリー

受託飼育及びレンタルラボ

650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-5
神戸ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ創造ｾﾝﾀｰ 研究棟1F

078-304-6336

078-304-6316

htttp://www.myv.ne.jp/obs/

株式会社カネカテクノリサーチ

高砂分析センター

材料分析／高分子・電子・ナノ・バイオ・医療・食品等の組成・構造・形態分析等
環境分析／計量証明事業登録、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ・臭素系・環境ﾎﾙﾓﾝ等の微量分析等
調査／特許調査・技術調査・市場調査

676-0027

高砂市高砂町宮前町1-8
株式会社カネカ高砂工業所内

079-445-2315

079-445-2314

http://www.ktr.co.jp/

キナーゼ阻害薬の創薬研究及び開発、
並びにキナーゼアッセイ系の開発研究

650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-5
BMA3F

078-302-7039

078-302-6665

http://www.carnabio.com/japanese/

673-0014

明石市川崎町3-1

078-921-1663

078-923-4458

http://www.kawaju.co.jp/

カルナバイオサイエンス株式会社

川重テクノロジー株式会社

ソリューション事業部、システム開発事業 受託試験、材料評価、強度・振動評価、構造・熱流動解析、
部
化学分析、ＩＣＴ・制御・メカトロ・電子システムの開発製造

有限会社環研

研究開発グループ

環境測定（大気質・水質・廃棄物）、化学分析、作業環境測定（有機溶剤、金属類、特 675-0011
化物、粉じん）、建築物飲料水水質検査、土壌汚染指定調査機関、研究開発（アスベス
ト無害化・苔類育成・効率的営農等）

加古川市野口町北野1297-5

0794-22-6448

0794-22-0555

http://www.u-kanken.co.jp/

株式会社京都動物検査センター

研究開発部

動物及び人体用医薬品、医療機器のCROで、動物用医薬品では主にGLP及びGCP、
人用医薬では前臨床試験を行っています。

650-0047

神戸市中央区港島南町7-1-16
神戸医療機器開発ｾﾝﾀｰ3階

075-612-0861

075-601-3407

http://www.kyodoken.co.jp/

ライフサイエンス分野の精密化学品の製造技術導出及び受託開発

650-0047

神戸市中央区港島南町6-7-4
HI-DEC 304号

078-381-6225

078-302-3345

株式会社キラル・デザイン・ラボラトリー

株式会社神戸工業試験場

播磨事業所

各種工業材料の試験片加工
各種試験(強度試験、金相試験、疲労試験など)
各種化学分析(環境測定、水質管理、腐食試験など)
各種試験に伴う特殊機器装置類の設計、製作、開発

675-0155

加古郡播磨町新島47-13

079-435-5010

079-435-5335

https://www.kmtl.co.jp/

神戸天然物化学株式会社

神戸研究所

医薬品原薬、治験原薬、それら中間体のプロセス開発及び分析方法の開発

650-0047

神戸市中央区港島南町7-1-19

078-955-9900

078-955-9901

https://www.kncweb.co.jp/

神戸天然物化学株式会社

KNCバイオリサーチセンター

バイオ医薬品中間体、原薬の製造及びプロセス開発

651-2241

神戸市西区室谷1-1-1

078-990-3211

078-990-3210

http://www.kncweb.co.jp/
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国際振音計装株式会社

加古川試験所

振動現象を正確に把握し分析するために必要な振動実験技術、
データ処理技術などの技術力向上を常に目指しています

675-0011

加古川市野口町北野692-2

079-420-1260

079-490-9889

https://www.svr.co.jp

小林種苗株式会社

小林研究農場

果菜類、根菜類、葉菜類等の野菜品種の改良、新品種の開発

675-0019

加古川市野口町水足1-32

079-424-6723

079-424-6723

http://www.kobayashi-seed.co.jp/

無機、有機、金属材料等の成分分析、構造解析、表面分析、
各種材料試験、測定、解析から試作、製造、
薄膜ターゲット材料の製造等及び問題解決型サービス

651-0073

神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1
国際健康開発センタービル6F

078-272-5915

078-265-3622

http://www.kobelcokaken.co.jp/

http://controllabo.co.jp

株式会社コベルコ科研

所

株式会社コントロール・ラボ

研究室

食中毒・院内感染防止を目的とした衛星動物・微生物制御に関する研究、
食品等混入異物の鑑別、昆虫の同定等

650-0022

神戸市中央区元町通4-6-20-201

078-335-7500

078-335-7501

三協化成株式会社

研究開発部
神戸研究所

電子材料分野、医薬品のプロセスデザインと合成研究

650-0047

神戸市中央区港島南町6-7-4
神戸健康産業開発センター3F

078-381-6225

078-302-3345

株式会社シクロケムバイオ

テクニカルサポート

シクロデキストリン（＝環状オリゴ糖）の機能を利用した、食品、健康食品、医薬品、化
粧品などさまざまな分野における課題の解決、素材開発、機能開発、製品開発。

650-0047

神戸市中央区港島南町7-4-5

078-302-7073

078-302-7220

http://cyclochem.com/cyclochembio/

バイオ医薬品(抗体医薬品等)を国際基準に適合して製造するための高度、高効率な
次世代の製造技術開発

650-0047

神戸市中央区港島南町7-1-49
神戸大学総合研究拠点 アネックス棟内

078-303-8545

078-303-8553

http://cho-mab.or.jp

651-2228

神戸市西区見津が丘5-5-5

078-995-7550

078-995-7551

http://www.shima-tra.co.jp/

次世代バイオ医薬品製造技術研究組合

島貿易株式会社

神戸製造・分析センター

流動パラフィン、ワセリン、ワックスなどの品質試験、分析研究

シミックファーマサイエンス株式会社

バイオアナリシス事業部
ＣＭＣ事業部

医薬品、医療機器等の研究開発ステージから商用ステージまで製品ライフサイクル全 677-0032
般の非臨床分野における分析サービスを行っています。

西脇市中畑町17-18

0795-23-5725

0795-23-4756

https://www.cmicgroup.com/corporate/group/cmic-phs/

神栄グループＲ＆Ｄセンター（神栄株式会社）

食品部 品質管理グループ

取扱食品の安全確保のため、冷凍食品や生鮮野菜の残留農薬や微生物などを検査。 650-0047
検査結果の信頼性向上のため専門機関による外部精度管理や、仕入先ラボとの同Ｌ
ＯＴによるクロスチェックを実施。

神戸市中央区港島南町6-5-2

078-303-0500

078-302-1224

https://www.shinyei.co.jp/index.html
https://shinyei-shokuhin.jp/secure/index.html

株式会社新薬リサーチセンター

神戸研究所

各種動物を用いた非臨床試験

650-0047

神戸市中央区港島南町7-1-14

078-306-0554

http://www.ndrcenter.co.jp/

株式会社スディックスバイオテック

西宮営業所

シュガーチップ及び糖鎖固定化金ナノ粒子の販売、
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

663-8163

西宮市甲子園三保町1-8-503

0798-47-6612

https://www.sudxbiotec.jp/

株式会社住化分析センター

神戸医療産業都市オフィス

合成医薬品、バイオ医薬品、再生医療等細胞医薬品の分析・評価支援サービスおよび 650-0047
申請支援サービス

神戸市中央区港島南町1-5-2
神戸キメックセンタービル2F

078-030-0353

0078-303-0354

https://www.scas.co.jp

株式会社セシルリサーチ

研究開発部門

海洋付着生物関連の新規生物試験法・付着制御システム・新規機能物質に関する研
究開発

672-8023

姫路市白浜町甲770

079-245-3037

079-245-3038

http://www.sessile-research.com/

大和紡績株式会社

播磨研究所

合繊開発、不織布開発、産業資材開発

675-0163

加古郡播磨町古宮877

078-942-8457

078-942-7935

http://www.daiwabo.co.jp/

バイオ医薬、細胞医薬等の研究開発及び製造の為のシングルコース化、
連続製造化の開発及びコンサルティング

650-0047

神戸市中央区港島南町1-6-5
国際医療開発センター5F

078-335-6805

078-335-6806

http://www.d-helixintl.com

078-991-9938

https://www.chugai-tec.co.jp/

株式会社ダブルヘリックスインターナショナル

中外テクノス株式会社

関西技術センター 関西実験場

・上水の漏水調査
・シミュレーション（流体・構造）
・装置開発支援/装置企画提案、設計、製作、試験実施、
・設備診断・保守・校正/省エネ診断、埋設管調査、計装システム保守
・遠隔監視、制御システムの提案/検査ロボット、バルーン・ドローン、
ＣＥＥＭＳ(Chugai Efficient and Effective Monitoring System)

651-2242

神戸市西区井吹台東町7-2-4

078-997-8007

株式会社ディーエスピーリサーチ

システム開発部

“電波法及び電気通信事業法に基づく無線・端末設備の試験及び認証、
登録点検、認証及び無線局免許に関する各種相談、
測定システムの設計と電波応用利用に関する研究開発”

650-0047

神戸市中央区港島南町1-4-3

078-940-0377(代) 078-940-0378

医療用機器の輸入販売

650-0047

神戸市中央区港島南町5-5-2
KIBC364

078-304-5311

078-304-5312

デキシコウインジャパン株式会社

http://www.dspr.co.jp/

株式会社テクノプロテクノプロ･R&D社

事業統括部 神戸リサーチセンター

バイオ・医薬分野の研究・実験受託
遺伝子細胞、タンパク質、創薬スクリーニング等、多岐にわたり豊富な受託ラインナッ
プを揃えています

650-0047

神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ビジネスセンター401

078-304-7581

078-304-7582

https://researchcenter-technopro.com/

株式会社トランスジェニック

神戸研究所

遺伝子改変動物、抗体の作製

650-0047

神戸市中央区港島南町7-1-14

078-306-0590

078-306-0589

http://www.transgenic.co.jp/

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

有機合成(医薬･農薬中間体、電子材料関連化合物等)、
機能性材料(耐熱材料、記録材料、電子部品、機能性樹脂)

660-0805

尼崎市西長洲町2-6-1

06-6482-7010

06-6482-8020

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

株式会社ナード研究所 神戸研究所

ライフサイエンス研究部
コーポレート研究部

医薬・農薬中間体、バイオ関連・再生医療関連物質の化学合成、新規化合物の合成
検討、製造プロセス開発

650-0047

神戸市中央区港島南町5-4-1

078-958-7011

078-958-8021

https://www.nard.co.jp/
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株式会社ニチイ学館

ニチイ学館神戸ポートアイランドセンター 医療関連サービス
宿泊付研修会場

650-0047

神戸市中央区港島南町7-1-5

078-304-5991

078-302-0731

https://www.nichiigakkan.co.jp

日精テクノロジー株式会社

本社 技術センター

プラスチックレンズの高精度化についての研究開発

650-0047

神戸市中央区港島南町3-2-8

078-306-5960

078-335-8522

https://www.nisseig.com/

日鉄テクノロジー株式会社

広畑事業所

環境計量証明、作業環境測定、PCB・アスベスト類の分析、
水質・土壌分析、材料分析・試験、物理解析、腐食試験、バイオ検査 等

671-1123

姫路市広畑区富士町1

079-236-8883

079-239-1953

https://www.nstec.nipponsteel.com/

特定非営利活動法人日本ハンザキ研究所

日本ハンザキ研究所

河川生態系の頂点にいるオオサンショウウオの生態調査研究並びに環境教育啓発、
情報の発信

679-3341

朝来市生野町黒川292

079-679-2939

079-679-2939

https://www.hanzaki.net

ネクスジェン株式会社

研究開発本部

幹細胞を用いた次世代再生再生医療イノベーションの開発、ＡＩ・バイオインフォマティク 650-0047
スを用いた次世代バイオ・医療関連技術の開発

神戸市中央区港島南町6-3-5

078-381-9455

有限会社パソテック

研究開発

フルオロカーボン型18Ｆ－ＭＲＩ造影剤の創製プロジェクトに参画、動物投与実験の病理 650-0046
学的検索を担当

神戸市中央区港島中町6-5-1
モードピア４Ｆ

078-303-5512

078-303-5513

パナソニックエコテクノロジーセンター株式会社

再商品化工場

「商品から商品へ」を基本に、ゼロエミッションのためのリサイクル技術の開発及びリ
デュース・リユース・リサイクルの3Rを考慮した商品づくりへの訴求

673-1447

加東市佐保50

0795-42-8570

0795-42-8580

https://panasonic.co.jp/eco/petec/

美研創新株式会社

最先端の皮膚科学・毛髪科学に基づき、遺伝子や細胞レベルで皮膚や毛髪に働きか
け、生理機能を改善する機能性化粧品の研究開発を重点に手掛けており、日本の研
究開発力と中国市場のポテンシャルの融合により高品質の機能性化粧品を生み出し
ています。 又、化粧品や化粧品原料等の販売や輸出入も行っております

650-0047

神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ビジネスセンター605

078-381-5302

078-303-3077

http://www.bhinova.com

株式会社ビジョンケア

眼科領域、再生医療領域における研究・開発・コンサルティング
ロービジョン者の就職支援・生活支援

650-0047

神戸市中央区港島南町2-1-8
神戸ｱｲｾﾝﾀｰ5F

078-304-5260

078-381-9973

https://vision-care.jp

所

https://www.nextgem.jp/

株式会社日立製作所

研究開発グループ
基礎研究センタ 日立神戸ラボ

完全閉鎖系を特徴とする細胞自動培養技術を中心とした再生医療・ヘルスケア分野の 650-0047
研究開発

神戸市中央区港島南町6-3-5
神戸医療ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ201

070-45607564(代)

049-296-6005

http://www.hitachi.co.jp/rd/

非破壊検査株式会社

神戸事業本部

高度技術社会における数多くの社会資本の検査や診断、予防保全等における非破壊 652-0862
検査のコンサルタント

神戸市兵庫区上庄通2-4-27
萬栄ビル

078-651-4068

078-651-4067

http://www.hihakaikensa.co.jp/

環境計量証明事業(濃度、騒音振動）で、水質分析、大気測定、アスベスト分析、作業
環境測定、空気環境測定などを行っている。

671-1116

姫路市広畑区正門通4-10-8

079-236-9446

079-230-0220

http://www.hyobun.co.jp/

079-276-3611

079-276-2050

http://www.fujisorenoido.net

株式会社兵庫分析センター

株式会社フジソレノイド

Ｔｅａｍ Ａｓａｏ

カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）を使用し、コイルモーターの研究・開発、
ＣＮＴ線材は市場で伝導率は良いが、抵抗値が高い。

671-1534

揖保郡太子町福地793-1

株式会社ヘリオス

神戸研究所

iPS細胞をはじめとした幹細胞技術による、現在治療法のない疾患に対する治療法の
研究・開発

650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-2
神戸キメックセンタービル3F

紅道科研センター株式会社

研究開発

化粧品処方開発・化粧品原料・有効成分の研究開発及び応用・皮膚科学の基礎研究

650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-2
神戸ｷﾒｯｸｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2F

078-381-8869

078-381-8859

http://hondo.jp

有限会社マイテック

神戸研究所

650-0047

神戸市中央区港島南町6-7-4
神戸健康産業開発ｾﾝﾀｰ101号室

079-228-2806

078-954-5677

https://jpn-mytech.co.jp/

株式会社水田製作所

イノベーションオフィス

CFRP/CFRPの用途及び生産工法の研究・開発
回路基板を用いた照明・ライティングツールに関する研究・開発

673-0028

明石市硯町3-9-8 硯町工場内

078-920-8907

078-923-5638

https://www.mizuta-inc.com/

株式会社水田製作所

神戸バイオメディカルラボ

「三次元細胞培養デバイス」「三次元細胞シート」の研究・開発

650-0047

神戸市中央区港島南町6-3-7
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾗﾎﾞ神戸313号室

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、
EMC試験・環境試験に対する各種の相談、
測定益校正（国際MRA対応JCSS校正）

663-8203

西宮市深津町1-16

0798-63-1094

0798-63-1098

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

650-0021

神戸市中央区三宮町
1-8-1-330-1

078-333-3307

078-332-4869

https://geonotes.net/

078-652-3150

http://www.okamura-industry.co.jp

ラボテック・インターナショナル株式会社

そ
の
他

研究内容・研究業績等

https://www.healios.co.jp

https://www.mizuta-inc.com/

株式会社GEONOTES

岩屋陸上養殖LAB

・オニテナガエビの完全陸上養殖
・水耕栽培用ＬＥＤの開発

株式会社OKAMURA

総務部

撹拌用回転体を利用したオゾンマイクロバブル発生装置開発（火力発電設備海水主冷 652-0831
却水設備の海水防汚設備への適応研究）

神戸市兵庫区七宮町1-10-1

078-652-3151

株式会社旭テクノロジー

ドローン事業部

農業用ドローンの開発
671-2224
・自律飛行するドローン機体と作物の生育状況を解析するＡＩ技術の組み合わせにより
スマート農業実現を目指している。

姫路市青山西4-4-1

079-290-5691

アドバンテック株式会社

神戸営業所 神戸バイオＨＲＤセンター

採用支援では、研究開発関連の人材を新卒から中途採用まで幅広く対応、研修事業
ではバイオ系人材育成として新卒社員・中途採用社員の研修

神戸市中央区港島南町7-4-4
アネブルビル3F

078-335-6190

650-0047
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https://atcl.co.jp/

078-335-6191

https://www.advan-t.com/

３ 民間研究機関
業種

企業名

研究部門

電話番号

FAX番号

URL

医薬品のＣＭＣ関連コンサルタントとして国内外の多くの製薬企業のサポートを行って 650-0047
いる。連続生産技術（フロープロセス）のコンサルタント及びＣＯＲＮＩＮＧ ＡＦＲファクター
の実証ラボを有している。

神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ461

078-599-5602

078-599-5603

http://www.allied-labs.com./

次世代型高合金播州針（釣針）の特殊研磨技術の開発

677-0014

西脇市郷瀬町４１７

0795-22-8867

0795-22-8813

神戸バイオメディクス株式会社

医療機器の開発・販売

650-0047

神戸市中央区港島南町7-1-16
神戸医療機器開発センター206号

078-304-5067

078-304-5068

http://kobe-biomedix.co.jp/

神戸ロボケアセンター

装着型サイボーグＨＡＬ®を活用した身体機能の維持・向上・改善に関する研究への協 650-0047
力

神戸市中央区港島南町1-5-2
ｷﾒｯｸｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F

080-9740-3375

072-267-4776

https://robocare.jp

アライドラボラトリーズ株式会社

株式会社がまかつ

製造部 釣鈎製造課

研究内容・研究業績等

郵便番号

住

所

西記念ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

リハビリテーション科

リハビリテーション分野における臨床研究を大学・医療機関と連携して実施。又、企業
の検査・治療機器開発へ協力しながら、医療介護分野の活性化に取り組んでいる。

650-0046

神戸市中央区港島中町8-5-2

078-303-2424

078-304-2420

http://www.nmp-riha.jp/

株式会社日本サイエンスコア

科学機器事業部

海外サプライヤーとの提携、国内機関との共同により、医薬、ナノテク、次世代エネル
ギー、新素材などの未来技術に貢献する先進科学機器をお届けしております。

650-0046

神戸市中央区港島中町4-1-1
ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ2F

078-593-5880

078-330-1247

http://science-core.jp
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