■ 事業概要

マッチング担当

株式会社オリエンタルバイオサービス

部 署： 神戸ＢＭラボラトリー
担当者： 杉橋 裕道
ＴＥＬ： 078-304-6336 FAX： 078-304-6316

■ 自社アピールポイント

バイオ研究を実験動物でサポートします
①実験小動物の預かり飼育
②動物実験室の貸しラボ
③SPF化
④胚の超低温保存
⑤体外受精
⑥遺伝子改変動物の作裂

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸BMラボラトリーの受託飼育は、個別換気ケージシステム又はビ
ニールアイソレーターを用いて行います。この清潔な飼育環境は、動
物の繁殖供給のみならず輸入マウスの免疫・再生医療等の移植実験
にも最適。P2A実験室を設置して、
ウイルスベクター感染実験に対
応。他施設と連携し、遺伝子解析・行動解析・血液生科学検査にも対応。

神戸市中央区港島南町1-5-5

代表者

代表取締役

資本金

50,000,000円

設

昭和63年4月1日

立

ＵＲＬ
マッチング担当

独立行政法人 海洋研究開発機構

社長

堀

孝司

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

部 署： 情報システム部 システム企画グループ
担当者： 高津 佳宏
ＴＥＬ： 045-778-5753 FAX： 045-778-5491

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

HPCI戦略プログラム分野3

独立行政法人海洋研究開発機構（Japan Agency for MarineEarth Science and Technology：JAMSTEC ジャムステック）
は、
平和と福祉の理念に基づき、海洋に関する基盤的研究開発、海洋に関
する学術研究に関する協力等の業務を総合的に行うことにより海洋
科学技術の水準の向上を図るとともに、学術研究の発展に資すること
を目的として、2004年4月1日、前身の海洋科学技術センターから、
独立行政法人として新たなる一歩を踏み出しました。

所：（横須賀本部） 神奈川県横須賀市夏島町2-15
：（横浜研究所） 神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25
：（神戸サテライト） 神戸市中央区港島南町7-1-26
理化学研究所 計算科学研究機構内
R504

理事長

平

朝彦

資本金
設

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社近畿商事

代表者

業務支援

企業情報

住

2004年4月1日
http://www.jamstec.go.jp/j/

部 署：
担当者： 黒木 三恵
ＴＥＬ： 078-994-0766

FAX： 078-994-0788

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

強制執行業務・各種査定・不動産仲介・買取等を含め、様々な業務を
行っております。

強制執行の立会や土地家屋の明渡、建物の収去の他、破産管財、相続
財産管理などに関わる動産・不動産・自動車などの各種査定・買取・仲介
など、
お客様のニーズにあわせ対応させていただきます。

企業情報

住

所：〒651-2228

神戸市西区見津が丘1-3-10

代表者

代表取締役

資本金

18,000,000円

設

昭和62年12月

立

ＵＲＬ

坂本

15

佳也

http://kinkishoji.jp/
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部 署： 本社 管理本部
担当者： 琴浦 智則
ＴＥＬ： 078-393-5320

FAX： 078-393-5330

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

とどく・つながる・ひろがる 人が真ん中のパートナーシップ

いつもお客様のそばで地域密着型サービスを

弊社は、各種の生産・製造（ファクトリー）部門、物流（ロジスティック）部
門などのあらゆる業務内容に対応できる、
『フルカスタムメイド』型の
アウトソーシングをご提案させて頂いております。また、高まるお客様
のニーズにも迅速に対応し、あらゆる派遣契約での変動費化対応か
ら、
リスクマネジメントノウハウを伴うライン請負やフロア請負（一括）
まで幅広く対応しております。

企業は「利益追求」の使命下、日々さまざまな問題や課題を抱えて事
業運営しています。人財育成、組織醸成、急な繁忙対応、固定費の変動
費化など利益に直結する要解決事項は山積しています。いつまでも現
在のまま変化を嫌うマンネリ状態でいいですか？お力になりますので
是非御用命賜りますようお願い申し上げます！

企業情報

住

所： 本社・神戸（営）
〒650-0035 神戸市中央区浪花町
59番地 神戸朝日ビルディング12F
TEL：078-393-5337 ＦＡＸ：078-393-5338
： 西神（営）
〒651-2271 神戸市西区高塚台5丁目1-1
西神工業会館 別棟2F

代表者

代表取締役社長

資本金

20,000,000円

設

平成4年10月

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社サン・フレア西日本支店

15

マッチング担当

株式会社サポート

鈴木

昭和

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

部 署： 西日本支店お客様サービス部
担当者： 上田 明継
ＴＥＬ： 06-6233-6700 FAX： 06-6233-6701

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

＜人・夢・ことば＞で織りなす―サン・フレア

ドキュメンテーション実務40年、これこそが信頼の証です

・各種翻訳＜約70ヵ国語に対応可能＞：特許明細書、試験報告書、取扱
説明書/マニュアル、契約書、論文、海外規格、法令、MSDS、研究資料
等、あらゆるドキュメントに対応可能
・ライティング：テクニカルライティング
（取扱説明書など）、
メディカル
ライティング
（総括報告書、CTD、STEDなど）
・調査：先行技術調査、海外法規制、規格調査
・第三者チェック：QCチェック、
ネイティブチェック、
マニュアル評価

企業情報

業務支援

住

「ドキュメントCRO®」を標榜し言語力をコアコンピタンスとする専門
家集団であり、医薬品・医療機器産業に於ける研究開発から市販後に
至る迄のあらゆるステージを支える「オンリーワン・ソリューション」を
提案、必要・必須とされる文書作成を支援、業務の効率化・スピード化と
事業展開をサポートします。全ての人がグローバルコミュニケーション
を意のままに－当社が標榜する新たなビジネスモデルが「ドキュメント
総研®」です。

所：〒541-0042

大阪市中央区今橋4-3-22
淀屋橋山本ビル10F（西日本支店）
：〒650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6番地5号
国際医療開発センター（IMDA）5階
（神戸医療産業都市オフィス）

西日本統括部長

資本金

95,000,000円

設

昭和46年8月

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社ジーエークロッシング

代表者

上田

明継

http://www.sunflare.com

部 署： 経営管理室
担当者： 福永 正次
ＴＥＬ： 078-303-8118

FAX： 078-303-8170

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

貴社の広告プロモーションを支援します。

多彩なスタッフ、スタジオで広告を一貫制作いたします。

1.
2.
3.
4.

紙媒体、WEB媒体、デジタル媒体、
カタログ、情報誌など貴社や商品
の魅力をアピールする広告プロモーションを企画・制作いたします。
ディレクター、デザイナー、
フォトグラファーなどの制作スタッフに加
え、西日本最大級の撮影スタジオがあり、一貫して制作できる体制を
構築できますのでクオリティ、
コスト、
スピード、あらゆる面で最適なご
提案をさせて頂きます。医療系のコンテンツ制作もご相談ください。

企業の宣伝・広告に関わる企画立案及びそのコンテンツ制作
ECサイト掲載商品の大量撮影・原稿作成・データベース登録
撮影スタジオのレンタル業（PIX神戸スタジオ）
インターネット関連の動画コンテンツ制作及びサイトの運営

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町1-3-5

代表者

代表取締役社長

資本金

100,000,000円

設

平成18年4月

立

ＵＲＬ
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小川

洋一

http://www.xrossing.co.jp/

マッチング担当

上海潤東バイオテクジャパン株式会社

部 署： 社長室
担当者： 直田
ＴＥＬ： 078-302-3480

FAX： 078-302-3481

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

日本と中国を医療と健康でつなぎます

日本の企業方針・仕事方法、中国の商習慣・行政対応を熟知

当社は、中国での臨床試験の増加に伴い、
日本企業様のニーズにきめ
細かく応えるため、南京医科大学附属病院の日本における受託窓口と
して、
「日中両国の医療の発展と健康の増進に貢献すること」を理念に
掲げ、2003年神戸市に設立しました。培ってきた医療機関や行政当
局とのネットワークを最大限に活用し、中国に進出されたい日本企業
様の食品･医療機器の開発支援を行っております。

企業情報

住

所：〒650-0047

【中国向け食品開発支援】 ①中国向け食品の輸入可否事前確認（成
分適合性の確認・ラベル確認・通関・検疫の対応・輸出代行、など） ②
中国 市場調査 ③中国 保健食品許可申請業務 ④臨床試験支援業
務
【中国向け 医療機器 開発支援】 ①中国 市場調査（病院へのヒアリ
ング等） ②中国 医療機器登録申請業務③中国 医療機器保険適用
申請業務 ④臨床試験支援業務

神戸市中央区港島南町1-5-2
キメックセンタービル8F

代表者

代表取締役

資本金

65,000,000円

設

平成15年

立

ＵＲＬ
マッチング担当

公益財団法人新産業創造研究機構

陳

建君

http://www.rundo.co.jp/

部 署： 支援企画部
担当者： 榎波
ＴＥＬ： 078-306-6800

FAX： 078-306-6811

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

新産業創造による創造的産業振興

研究開発・技術移転・技術支援で中小企業の皆様をアシスト

新産業創造研究機構（ＮＩＲＯ）は、①産学連携による新技術・新製品の
研究開発、②大学等や民間の高度な技術の地域企業への移転、③研
修・技術支援による競争力の高い中小企業・起業家等の育成、等の事業
を行うことにより、新産業の創造と既存産業の発展を推進し、産業振
興による地域活性化に貢献することを目指しています。

研究開発部門では産学連携のチームを組み、国等の競争的資金を活
用した研究開発を支援するため、管理法人の役割を果たしています。
技術移転部門では地域企業からの技術相談や技術アドバイザー派遣
を行う他、大学等から企業、あるいは企業から企業への特許・技術の移
転を行っています。技術支援部門では支援センター等を設置し、技術
相談や設置機器の開放、技術支援を行っています。

所：〒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6Ｆ

代表者

大橋

忠晴

資本金
設

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社住化分析センター

理事長

業務支援

企業情報

住

1997年3月18日
http://www.niro.or.jp

部 署： 電子事業部
担当者： 山下 敬司、亀田 悦司
ＴＥＬ： 06-6202-1000 FAX： 06-6202-0005

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

ＳＣＡＳは分析のトータル・ソリューションパートナーです

高度な分析技術に基づく最適なソリューションを提供します

住化分析センター（ＳＣＡＳ）の受託分析サービスは、以下に例示する
様々な産業分野のお客様を支援いたします。①医療機器・材料、医薬
品など医療産業分野 ②エレクトロニクス分野 ③エネルギー分野
④環境分野 ⑤食品分野 ⑥自動車など輸送機関連分野 ⑦一般
化学・工業製品分野 ⑧化学物質の登録申請・安全性評価

医療機器・材料、
医薬品、
エレクトロニクス、
環境など幅広い分野の業務
をカバーし、単一分野に留まらず、複合・業際分野のご依頼に対しても
対応が可能です。基礎研究にはじまり、開発、工業化、品質管理、販売
後のクレーム対応、さらに法的に対応が必要となる環境・人体への影
響、危険度などの調査と評価（レギュラトリー・サイエンス）の領域にい
たるまで、分析・評価技術を中心とする様々な技術サービスを提供申
し上げます。

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652号

代表者

代表取締役社長

資本金

250,000,000円

設

昭和47年7月1日

立

ＵＲＬ

金岡

15

昌治

http://www.scas.co.jp
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マッチング担当

株式会社ディーエスピーリサーチ

部 署： 技術開発部
担当者： 富樫 浩行
ＴＥＬ： 078-940-0126

FAX： 078-940-0378

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

○国内外の通信機器、無線機器に関する試験、認証、
コンサルティング
業務
○医療機器に関する各国認証に関するコンサルティング、取得代行
サービス
○医療機器、通信機器の各種環境調査
○無線局の開設に必要な各種手続き代行
○高周波利用設備の開設に必要な各種手続き代行

弊社は、民間企業では初めて電波法及び電気通信事業法の認証機関
として、平成14年に総務大臣の指定を受け業務を開始しました。以
来、情報通信機器、医療機器、自動車・産業機器をはじめとする通信機
器全般の試験、認証業務を手がけています。電波、通信でお困りのこ
とは是非お気軽にご相談ください。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町1丁目4番地3

代表者

代表取締役

資本金

90,000,000円

設

平成7年

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社ナード研究所

中西

伸浩

http://www.dspr.co.jp

部 署： ライフサイエンス研究部
担当者： 朝倉 光博
ＴＥＬ： 078-958-7011 FAX： 078-958-8021

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

優れた技術と豊富な経験で研究開発を支援します

受託研究・受託合成・製品開発支援を行います

株式会社ナード研究所は、化学系の受託合成、受託研究事業を主とし
て、1972年に創業し、活動しております。 無機化学、有機化学、生化
学、天然物化学、高分子化学など化学分野全般をビジネスフィールド
とし、合成研究から応用開発、生産までの一貫した受注体制を整え、医
薬品、
バイオ関連材料などの広範囲な先端分野に対応しております。

当社では、有機合成の技術をもとに、既知化合物以外にも新規化合物
（低分子、高分子、無機材料など）の開発をされている企業や、高品位
なファインケミカルや機能性材料を必要とされる企業、化合物合成の
サービスを必要とされる企業様とのマッチングや共同研究を実施して
おります。

15
企業情報

業務支援

住

所：（本社）
〒660-0805 尼崎市西長洲町2-6-1
：（神戸研究所）
〒650-0047 神戸市中央区港島南町5-4-1

代表取締役社長

資本金

100,180,000円

設

昭和47年3月14日

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社ニチイ学館（ポートアイランドセンター）

代表者

北庄司

健

http://www.nard.co.jp

部 署： センター長
担当者： 岡 順子
ＴＥＬ： 078-304-5991

FAX： 078-302-0731

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

やさしさを、私たちの強さにしたい

医療・介護・教育の3事業を柱に高齢社会の明日を支えます

当センターは医療産業都市神戸に設置された当社の研究開発・情報
発信センターです。また、医療・福祉関連の国際会議や企業研修など
多様なコンベンション、研修、会議を開催できる施設です。小中会議室
から同時通訳ブースを併設した大会議場、その他体育館、宿泊施設、
レストランも併設しております。施設内はアクセシビリティーにお配慮
されており、医療・福祉関連企業、団体様を中心に車椅子の方も安心し
てご利用いただけます。

医療関連事業は全国で約10,000件の契約医療機関数、介護サービ
ス拠点約1,300ヶ所、教育事業では約550箇所の教室を有し3事業
が連携し、全国ネットワーク体制で安心且つ快適なサービスを提供い
たします。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町7-1-5

代表者

センター長

資本金

11,933,000,000円

設

昭和48年8月

立

ＵＲＬ

94

岡

順子

http://www.nichiigakkan.co.jp

マッチング担当

株式会社日本ネットワークサービス

部 署： 不動産事業部
担当者： 新庄 正章
ＴＥＬ： 078-306-6600

FAX： 078-306-6603

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

For best owner life

どんな局面でも、効率化とクオリティの追求をマネジメント

○マンション管理（管理組合・オーナー・ファンド等）
○ビルメンテナンス
（オフィス・商業施設・ホテル・病院・工場）
○人材派遣（コンシェルジュ・各種スタッフ・警備員）
○一級建築士事務所（新築の企画立案・模修繕工事コンサルタント）
○建築請負業（新築・リノベーション）
○宅地建物取引（売買、賃貸仲介）
○損害保険代理店
“私たちは資産管理を通じてオーナーのベストパートナーでありつづ
けます。”
企業情報

住

所：〒650-0047

当社は建物管理の総合ソリューションカンパニーとしてお客様のニー
ズに対応します。管理の意味は広義ですが本質はオーナーとユーザー
の利益の最大化、効用化であると考えます。分譲マンションの管理組
合受託業務、賃貸ビルやマンションのプロパティマネジメント、商業施
設や病院、
ホテルなどのビルメンテナンスから衛生管理まで、
さらに、
改修工事の設計施工、売買や賃貸の仲介業務と一気通貫で提供させ
て頂きます。

神戸市中央区港島南町1-4-10

代表者

代表取締役

資本金

60,000,000円

設

平成3年8月

立

ＵＲＬ
マッチング担当

一般社団法人日本福祉用具評価センター

松井

照男

http://www.nihonet.co,jp

部 署： センター長
担当者： 鈴木 寿郎
ＴＥＬ： 078-306-0556

FAX： 078-306-0506

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

その福祉用具、安心して使えますか？

安全な福祉用具が、安心して使用できる社会実現の為に

日本福祉用具評価センター（略称JASPEC）
は、安全性が確保された
福祉用具を安心して使用いただける環境創りのために、福祉用具の試
験・評価を行っています。また安全・安心な福祉用具の情報を利用者及
び社会に発信する事業を行います。

JASPECは、福祉用具の工学的・臨床的評価を実施する専門機関で
す。工学的評価では、工業標準化法に基づく登録試験所（JNLA登録
試験所）
になっています。臨床的評価では、厚生労働省基準に基づき、
公益財団法人テクノエイド協会が認証する評価機関になっています。
また、安全な福祉用具を安心して使用いただけるよう、流通後の福祉
用具の安全性を担う人材育成（車いす安全整備士）事業等も推進して
います。

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町7-1-5

■ 事業概要

企業情報

所：〒650-0047

理事長

資本金

26,090,000円

田中

理

設

立

平成16年11月

ＵＲＬ

www.jaspec.jp

部 署： 試験統括室
担当者： 増田 麻未
ＴＥＬ： 03-6228-0884

FAX： 03-6368-4842

■ 自社アピールポイント

・MRIやPET等による画像化技術を応用した受託試験会社（CRO）で
す。
・創薬研究や生物学基礎研究における薬効薬理、体内動態、MRI診断
薬の効力測定等・食品における水分分布、油分分布・MR適合性試験
ステントなど医療デバイスの安全性について、
またヒトMRI受託試験
・その他等承っております。

住

マッチング担当

BioView株式会社

代表者

業務支援

企業情報

住

神戸市中央区港島南町1-5-5-150

・主に製薬企業、大学などの研究機関からの受託研究
・医療機器開発サポートを実施しております。

代表者

代表取締役

資本金

20,000,000円

設

平成16年

立

ＵＲＬ

余川

15

隆

http://www.bioview.co.jp/
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マッチング担当

株式会社ハイテック

部 署： 神戸リサーチセンター
担当者： 櫻井 省花子
ＴＥＬ： 078-304-7581 FAX： 078-304-7582

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

化学・バイオ分野に専門特化した研究開発事業及び医薬分野における
臨床開発事業。神戸リサーチセンターにおいては、バイオ分野の受託
研究を通じて研究開発を支援させていただきます。

800人の化学・バイオ分野の技術者と一緒に研究できます。小さなこ
とから、大きなプロジェクトまで支援させていただきます。何か解決で
きない問題がありましたら御相談下さい。

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401

代表者

執行役員

資本金

100,000,000円

設

昭和63年10月

立

ＵＲＬ

15
業務支援
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檀野

直志

http://www.hitec.co.jp

