マッチング担当

アトラス株式会社

部 署： 高砂本社
担当者： 谷田部 弘
ＴＥＬ： 079-448-7102

FAX： 079-448-7102

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

映像／画像処理技術および多種多様なカメラ製品と技術を提供
します。

多種多様な難しい映像／画像を必要とする技術は得意分野

・映像／画像処理による計測技術や高度な高鮮明化処理を駆使したシ
ステム開発。各種の小型カメラや最新のハイビジョンカメラの製品提
供およびユーザ仕様向けカスタム対応を行います。また、超解像度画
像の処理ソフト開発や超解像度カメラの提供を行います。さらに、各
種センシングにおける技術コンサルティングも提供します。

企業情報

住

所：〒650-0047

・主力製品：高鮮明化処理装置、各種監視用／産業用フルハイビジョン
カメラ、医療向けヘッドマウント型カメラ装置、超解像度カメラなど、技
術提供：監視用途向け画像処理技術の高度化支援、検査／計測、形状
認識ソフトを用いたシステム開発、各種カメラと映像機器の開発と、
リ
アルタイム映像の鮮明化ソフト開発、細径化内視鏡カメラシステムの
開発、
センシング技術を用いた映像複合化システムの開発など、
を得
意とし受託開発します。

神戸市中央区港島南町7丁目1-16

代表者

代表取締役

資本金

5,000,000円

設

平成25年4月4日

立

ＵＲＬ

弘

http://www.atlas-cis.co.jp

部 署： 関西営業所
担当者： 前田 利江子
ＴＥＬ： 078-958-8323

10
FAX： 078-303-2549

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

つくっているのは、患者さんの笑顔です。

患者さんを医療の真ん中に。医療情報を患者さんの手の中に。

・医療機関および医療関連企業に対するコンサルティング業務
・情報処理に関するソフトウェア、
ハードウェアの開発、販売

企業情報

住

患者を中心とした医療環境とアメニティ環境の融合を目指すヘルスケ
ア・ビズサービスを通して患者、医療機関、地域社会に
“笑顔”
を創造い
たします。

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-2
キメックセンタービル10F
（春以降移転先）
神戸市中央区磯辺通3-1-2第三建大ビル702

代表取締役社長

資本金

257,499,000円

設

平成16年7月

立

ＵＲＬ
マッチング担当

エムティティ株式会社

代表者

小林

巧

http://www.vitas.biz

部 署： 開発管理推進チーム
担当者： 金川 欣久代
ＴＥＬ： 078-991-8221 FAX： 078-991-8210

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

アナログ絶縁信号変換器・DSP製品・パネルコンピュータ等、開発、製
造、販売

1985年に国産初の市販DSPボードを発売以来、DSP技術を応用し
た製品の研究・開発を推進。アクティブ騒音、振動制御、磁気浮上シス
テムなどの最先端分野と原子力発電所のモニタリングシステムに代
表される高度な信頼性を要求される分野に貢献してきました。

企業情報

住

所：〒651-2241

神戸市西区室谷2丁目7-12

代表者

代表取締役社長

資本金

76,000,000円

設

昭和50年6月

立

ＵＲＬ

坂本

慎一郎

http://www.mtt.co.jp/
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マッチング担当

株式会社ヴァイタス

谷田部

IT

FAX： 078-265-1834

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

土のちからに着目した「土壌由来混合菌」

企業情報

住

動物は体調が悪い時に土や草を食べることがあります。そこで弊社で
は土に着目し、
研究を行ったところ、
免疫活性作用や抗酸化作用のある
「土壌由来混合菌培養液」の開発に成功しました。この培養液を粉末
化し、
より取扱いやすく、長期保存が可能な状態でのご提供が可能と
なりましたので、ペットフードや飼料、健康食品の配合原料として提供
することが可能です。

所：（神戸事業所）
〒651-0087 神戸市中央区御幸通6-1-12三宮ビル東館7Ｆ
：（研究所）
〒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203号室

株式会社ＣＡＥソリューションズ

代表者

代表取締役

資本金

147,750,000円

設

平成10年2月25日

立

ＵＲＬ
マッチング担当

情報通信・ 関連

IT

部 署： 営業統括部
担当者： 山岸 智佳
ＴＥＬ： 078-265-1833

先義後利～ＩＴとバイオの融合を目指す
弊社はＩ
Ｔ技術を駆使し、バイオテクノロジーとの融合を目指したコン
ピュータソフトウェアの研究開発・製造及びコンサルタントを行って
いる会社です。
ＩＴ事業では、お客様の要望に合わせたシステム開発・
ロボット事業などがあり、
バイオ事業では、弊社が特許を取得している
「土壌由来混合菌」についての研究開発などを手掛けております。

10

マッチング担当

株式会社グローバルエンジニアリング

荒川

健一

http://www/global-eng.co.jp

部 署：ＦＯＣＵＳテクニカルセンター
担当者： 田倉 啓之
ＴＥＬ： 078-303-3558 FAX： 078-303-3558

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

私たちはCAEの総合コンサルティング企業です

CAEに関数あらゆるニーズにお応え致します

○CAEソフトウェアの販売・教育・サポート
○CAEソフトウェアの開発
○受託解析CAEソフトをご利用されてる全ての方に、
より効果的で有
意義な運用をして頂ける様、熟練の解析エンジニアがお客様をサポー
ト致します。 熱・流体・構造・音響・振動・信号・波形とあらゆる分野の解
析スタッフが揃っております!

当社は各CAE分野におけるベテランスタッフが揃っております。
ソフト
ウェア使用のサポートは勿論ですが、各分野の理論まで踏み込んだサ
ポートや教育を行う事が出来ます。CAEソフトの購入をご検討される
際は、
より適切でご予算にあったソフトをご提案する事が可能です。ま
た、お客様のご要望に応じて受託での解析作業も幅広く行っておりま
す。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町7-1-28
計算科学センタービル2Ｆ

代表者

代表取締役社長

資本金

60,000,000円

設

平成9年11月

立

ＵＲＬ
マッチング担当

シリコンソーシアム株式会社

今木

敏雄

http://www.cae-sc.com/

部 署： 代表取締役
担当者： 森下 弘章
ＴＥＬ： 078-304-5880

FAX： 078-304-5882

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

より早く、より安く、より簡単に

すでに800デザイン以上の開発をお手伝いしました

新規半導体製品の開発を設計、製造、
テスト、品質評価の各ステップで
お手伝いします。特に製造は数十個からお受けすることができます。

米国、台湾、
ヨーロッパの製造企業とタイアップし、
インターナショナル
な取組みを進めています。

企業情報

住

所：〒650-0045

神戸市中央区港島9-1

KIO-215

代表者

代表取締役

資本金

10,000,000円

設

平成13年7月31日

立

ＵＲＬ
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森下

弘章

www.si-cons.co.jp

■ 事業概要

マッチング担当

株式会社ズームス

部 署： 管理
担当者： 清水 知子
ＴＥＬ： 078-691-3719

FAX： 078-959-8110

■ 自社アピールポイント

「科学技術と社会をつなぐ」コンテンツ・メーカー

理系のコンテンツ・メーカー

「ただしく、
わかりやすく、あたらしい」をモットーに、設立以来一貫して
科学技術をテーマにした映像コンテンツの製作と情報・データの可視
化に取り組んでいます。

新製品・新技術のプロモーションの実績を積み重ねてきました。映像、
インフォグラフィクス、
プログラムを活用した様々な方法で伝えたいこ
とを「見える化」
します。マッチング希望対象企業は、研究アウトリーチ
活動を推進したい、大学・研究機関技術や製品をアピールしたい、
もの
づくり・研究開発型企業です。

企業情報

住

所：〒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

代表者

代表取締役

資本金

8,000,000円

設

平成18年7月4日

立

ＵＲＬ

企業情報

所：〒650-0047

http://www.xooms.co.jp

部 署： 神戸管理部
担当者： 加藤 浩史
ＴＥＬ： 078-304-5490

10
FAX： 078-304-5120

■ 自社アピールポイント

・各種業務用モバイル情報端末の企画、開発、販売
・無線通信システム
（ミドルウエア）の開発、販売・ユーザアプリケーショ
ンソフトの開発、販売
・各種開発ツールの企画、開発、販売
・各種周辺機器及びインターフェイスシステムの開発、販売

住

充彦

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

知と創による確かな情報技術をとおして、お客様の価値創造に貢献
し、豊かな社会の実現を目指します。

代表者

神戸支社長

資本金

90,000,000円

設

昭和59年10月

立

ＵＲＬ

赤尾

祐太郎

http://www.furunosystems.co.jp
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■ 事業概要

マッチング担当

株式会社フルノシステムズ 神戸支社

保田

IT

