
■ 初　日　＜9月１8日(木）＞

No. 企　業　名 住 所 事　業　名 ・ 概　要　 発表目的

強制冷却方式大型LED投光器の全国販売網確立事業

災害時の避難器具“あんぜんしょいっこ”の販路開拓

親子がほっこり安心できる訪問型病児保育サービス

太陽光採光装置Sun Light Tube の製造・販売

樹脂、エラストマー、LSRとの同時複合技術による高付加価値製品の提案

ＷＥＢ流通サービス“FLOW”を使用した中小企業活性化プロジェクト

電子メールの暗号化及び複号化の自動通信セキュリティ装置の開発

工場内自動化設備の不具合の遠隔復旧サービス

No. 企　業　名 住 所 事　業　名 ・ 概　要　 発表目的

地鶏「ひょうご味どり」の加工販売業

噛む力を鍛えながら食べる健康食品の製造・販売

兵庫県産の有機農産物によるギフト商品の開発と販売促進

米材料の手作りファーストフード『神戸リッコロッ』の販売展開

姫路木綿の復活、無農薬栽培で収穫した綿から手作業で仕上げる製品販売

シニア向けアパレルブランド『ココわく』事業

賃貸で“あなただけのお部屋”を実現する『お好み賃貸』提供サービス

水生生物の飼育水を長持ちさせる『ボトムスポンジフィルター』の販売

篠山市

■ ２日目　＜9月19日(金)＞

熱可塑性樹脂とエラストマー、LSRとの同時複合技術により、それぞれの素材の特徴を活かし
た高付加価値製品の提案

WEB流通システム“FLOW”による、中小企業のもつ商材（モノ・サービス）の流通及び、小売店
における店頭やネット上での販売を支援するためのサービスを展開

業界初！『噛む（咀嚼）トレーニング』をしながら『栄養素を補う』ことができるアンチエイジングを
目的とした健康食品【カムクル】の販路開拓

㈱ドリーム

フルヤ工業㈱

エステック㈱

姫路市

㈱トリ風土研究所

ファミリエクラブ㈱

神戸市

6

8

販路開拓

販路開拓

壁紙や間取りを自分好みに選んで入居できる“新しい賃貸住宅”提供サービス。『お好み賃貸』
は、「ホントはこんな部屋に住みたかった！」を賃貸住まいで実現するサービス

他社製品比較において圧倒的に軽量・コンパクトで高性能・高出力のLED投光器の全国シェア
トップへ販路拡大する事業

災害発生時に高齢者等の避難弱者を速やかに、かつ安全に避難させるための避難器具を独
自開発しており、今までにないこの製品の販路開拓をする事業

㈱ブックウエスト

㈱クローズアップ

㈱ヒューマンスピリッツ

融資
代理店募集
販路開拓

㈱室住設計 製造設備の不具合の解消を現在行われているサービス員の現地派遣型からサービス員を派
遣することなく、遠隔復旧型にシフトするサービスの提供事業

㈱フロッグハウス

高齢者向けのアパレルブランドの製造、直販事業。高齢者特有の身体特徴を考慮したデザイ
ン性の高いオリジナル衣料品の開発から販売

8

㈱エミクル

幻の地鶏『ひょうご味どり』の再興を支援し、トリ肉および加工品をインターネット販売と
国産地鶏専門レストラン事業の展開による事業拡大

姫路市

ファームアンドカンパニー㈱

融資

投資・融資
業務提携
販路開拓

4 神戸市

明石市

㈲トリニティ

神戸市

㈱棉屋

米の需要が小麦と比較して少ない為、日本の米の需要を増やしていきたい。米の手作
りファーストフード『神戸リッコロッ』の国内外に広げる販路開拓

現在の日本では無くなってしまった綿花の無農薬栽培をして、収穫した綿から手作業で糸を紡
ぎ、織り、藍染・草木染で手間ひまかけて製造した綿製品の販売

販路開拓
業務提携

販路開拓

5

業務提携
代理店募集
販路開拓

1

3
融資

業務提携
販路開拓

西宮市

神戸市 電子メールの利用は、盗聴や情報漏洩等のリスクがある。当社が開発中の『従来の操作のま
まで、簡単にメールを解読不能な暗号・復号の機能を自動的に付加する装置』を販路開拓する
事業

投資・融資
販路開拓

3

神戸市

4

5

6

業務提携
代理店募集
販路開拓

神戸市

神戸市
業務提携

代理店募集
販路開拓

業務提携
代理店募集
販路開拓
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業務提携
代理店募集
販路開拓

2

1

販路開拓

姫路市
代理店募集
販路開拓

神戸市

風邪などで保育園に登園できないお子さまを働く親御さまの代わりになって、小児科で受診を
したり、ご自宅でケアしたりする病児保育サービス事業の展開

2

神戸市

アクアリュウム用に特殊スポンジを開発し、ビーシュリンプの繁殖、メダカ、グッピーや金魚等
の飼育の砂利、ソイルなどの清掃不要の楽しく飼育できる装置販売事業

パイオニア精工㈱

7

7

西宮市

自然採光の快適さと省エネルギー効果をPRし、官公庁、保育園、商業施設、住宅、工場等向
けに販売ルートを確立する事業

神戸リッコロッ

兵庫県内で収穫された有機農産物を加工して、県外や海外へのお土産、またブライダ
ルや出産祝いのギフト商品の開発および販売事業



■ 初　日　＜平成２７年2月１7日(火）＞
No. 企　業　名 住 所 事　業　名 ・ 概　要　 発表目的

駅からお店までの道筋を分かりやすく伝える「迷わせない動画」

http://www.hana-maru.info/

食中毒菌や感染症を誰でも簡単に検査できる簡易遺伝子検査キット

http://www.biocosm.co.jp/company.ht
ml

『綿棒用液体吐出容器（特許出願中）』の開発・製造

中古車レンタカーを活用した福祉車輛メンテナンスサポート事業

http://habatac.net/

樹脂製園芸、景観用プランター（LED照明付）の新規製造販売

http://www.e-
suiko.co.jp/company/honsya.html

ゲリラ豪雨などの水害に対する止水対策として床止水板の開発・販売

http://sanwa-door.jp/

太陽光発電用遠隔監視システムによる発電効率の維持事業

http://www.mitsubadenki.co.jp/

アクリルピースによるパズル組立脱着可能な立体造形品の開発

http://pcdesign.hp.gogo.jp/pc/

高速デジタル部品を用いたソフトウエア無線機器の事業化

http://www.directrf.co.jp/

No. 企　業　名 住 所 事　業　名 ・ 概　要　 発表目的

下水道管の老朽化・耐震化に対する新工法の開発

http://www.kobe-
fss.jp/annai/annai.html

NTTドコモ“簡単GPS”を内蔵可能な靴の商品化

Pウォークを使用したリハビリ特化型のシニアフィットネス

http://www.aurorakai.com/

異物混入対策を施した業務用食器洗いスポンジ販売事業

http://www.nachihama.co.jp/

不燃で遮音の船舶用間仕切りパネルと音がきれいになる吸音ソファーの販売

http://www.tanimizu-kakou.co.jp/

清潔で爽やかなトイレ環境を改善するデオクリーンマット（吸尿）の販売

『きりしまロール』勝KATSU（とんかつ専門店の極上ヒレカツ巻き寿司）の販路開拓事業

http://tonkatsu-
kirishima.co.jp/company-info.html

美味しさを追求した食肉の消費者への提供、それに伴う販路開拓

http://www.kes-livestock-feed.com/

仲卸業者による生産地と消費者を鮮度で結ぶ小売事業への展開

http://kanehei.co.jp/company/

従来、輸入品の市場である樹脂製大型プランターの国産化をめざし、2007年より市場
調査製品のシリーズ化を進め、新たな市場構築を目指します。

6

宝塚市

尼崎市

8 明石市

1

9

尼崎市
三和鋼業㈱

㈱みつば電気

㈱ピーシ―デザイン
設計事務所

㈱ダイレクト・
アール・エフ

エフアールピー
サポートサービス㈱

㈱トレイル
ケア・リハビリシューズで培ったノウハウを活かし、NTTドコモが開発している”簡
単GPS”を内蔵可能な商品を開発。

融資
販路開拓食品加工工場等では、異物混入を非常に嫌う。この製品は当社の持つ水だけで汚れを落とす加

工技術を基本として改良を加え、異物混入防止対策を徹底した。

融資
代理店募集

美方郡

高齢者の予防のための活動環境としてデイサービス終了後にシニアフィットネスとして安全で
安心できる環境でデイサービスで行っているPウォークを使ったリハビリプログラムを提供.

販路開拓
代理店募集
業務提携

システムを提供し、発電効率の維持を支援する事業。トラブルを遠隔地からキャッチし
て、速やかに復旧をはかり細やかなサービス提供する。

長年防潮扉などの止水扉を製作してきた技術力を駆使して、操作を簡略化しより安価で
安心安全な止水板をご提供する。

レーザーマシンを用いてアクリル板をピース状にカットし、それを立体的に組み立てる
ことにより独創的な造形品を創作する。

融資
販路開拓

神戸市
投資
融資超高速デジタル信号処理技術と高周波アナログ技術を駆使して、無線通信機器の小型、軽量、

低コスト化を実現することにより、効率的で安心安全な社会づくりに貢献する。

老朽化した下水道管渠の長寿命化および耐震化という２つのニーズを同時に満たす工法
を開発し、地方自治体の更生事業と地震対策への対応を行っています。

融資
販路開拓
業務提携

代理店募集

5 丹波市
融資

販路開拓

2014年7月以降に建造契約される船舶において、居住区の間仕切りパネルに防音性能を併せ
持つよう基準が改正され、当社は船舶用不燃防音パネルの試作開発に成功。また日本初！音が
きれいになる吸音ソファー「Sound clear sofa」は当社の防音技術をインテリアで商品化し
た。これらの販路開拓を進める。

ハバタック㈱

スイコ―㈱

4 加古郡

3

7

■ ２日目　＜平成27年2月18日(水)＞

神戸市 融資

2 神戸市
融資

販路開拓
業務提携

5 尼崎市 販路開拓

Biocosm㈱
尼崎市

Y2クリエイト㈱ 西宮市
投資
融資

業務提携
特許出願中である、片手で使用でき安全性に優れた綿棒用の液体吐出容器について、医
療現場での使用に耐えうる更なる改良実施のための資金調達を目指す。

2
販路開拓

投資医療・食品の現場にて素人が容易に使用できる遺伝子検査システムを開発する。まずは
手作業での検査キットを販売すると同時に、全自動の検査装置を開発、販売する。

4

3

販路開拓福祉車両を仕入れ、自社板金工場で綺麗に直し、それを福祉事業者が検査等を受ける際
に無料で貸し出す。更に一般にレンタルしながら中古車としても販売する。

「第22回　ひょうご・神戸チャレンジマーケット」発表企業一覧（2014後期）

1 尼崎市 販路開拓道順を分かりやすく動画で紹介。PCやスマートフォンで、手軽に見て頂くことで、道に迷う人
を減らし、売り逃しを減らして、お店の売り上げ増しに貢献。

はなまる総合研究所

投資
業務提携
販路開拓

長年にわたって神戸市中央卸売市場で鮮度感あふれる青果物を届けてきたが、そんな中で青果
物のものの流れも複雑になり、本来の美味しさを伝えることが難しくなり新たな商流構築を考
えた。

融資
販路開拓

6

7

8 丹波市

加古川市

姫路市 販路開拓こぼれる尿を吸収してゲル化し、消臭、抗菌するDCマットを製造・販売する事でトイレ環境を
改善し、一日中さわやかなトイレを実現します。

販路開拓きりしまロール～勝KATSUシリーズに、阪神タイガース承認「勝虎」が誕生。新たな
販路開拓し、さらなる販売促進に努める。

美味しい牛肉及び乳製品の生産のための家畜飼料を研究、開発する。肥育された牛、豚の販路
拡大をはかり、畜産業者の育成とともに消費者に安全、美味な食肉を提供する。

9 神戸市

㈱近藤榮一商店

㈱カネヘイ

㈱ポラリス

㈱ナチハマ

谷水加工板工業㈱

㈲テフィール

㈲きりしま産業
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