■ 事業概要

マッチング担当

カナフレックスコーポレーション株式会社

部 署： 業務部
担当者： 西原 裕介
ＴＥＬ： 078-304-5240

FAX： 078-303-6166

■ 自社アピールポイント

都市を創造する Kanaflex

4
建設設備・プラント

インフラを支える、工業・土木・電設のホースとパイプ各種。そして内外
装壁・床・家具用の建材まで。都市を創造するメーカーです。建材に関し
ましては、責任施工体制を完備すべく材工一貫でご要望にお応えしま
す。

企業情報

住

所：〒650-0047

現在、建材「カナストーン」に力を入れています。カナストーンは、天然
石を薄切りにし弊社が独自開発した強化パネルを裏打ちした、軽量・強
固なパネルです。天然石を使用していながら軽量なため、大判での施
工が可能。設計事務所など建築に関わる企業様、是非、天然石を大判
使用できる贅沢を是非お問合せください。

神戸市中央区港島南町3-5-5

代表者

代表取締役社長

資本金

360,000,000円

設

昭和41年7月15日

立

ＵＲＬ
マッチング担当

國富株式会社

金尾

茂樹

http://www.kanaflex.co.jp/

部 署：
担当者： 市川 洋平
ＴＥＬ： 078-306-3850

FAX： 078-303-7552

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

･船舶及び海洋土木工事における潜水作業。
･ダイビングスーツのオーダーメイド、潜水機器具の販売。
･高圧空気製造充填、高圧空気容器耐圧検査。
･陸上用陽圧式空気呼吸器の販売。

設立から45年を経た当社は、蓄積された水中作業に関する様々なノ
ウハウをご提供いたします。潜水業務以外では29.4MPaまでの高圧
ガス
（空気）の充填や、毒物･可燃ガス以外の容器検査所としての耐圧
検査を行います。また空気呼吸器
“エアフレッシャン”
の販売･検査･修
理を行っております。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町5-3-2

代表者

代表取締役社長

資本金

20,000,000円

設

昭和41年4月20日

立

ＵＲＬ

■ 事業概要

企業情報

所：〒650-0047

http://www.kunitomi-div.com/

部 署： 総務部 総務課
担当者： 西山
ＴＥＬ： 078-304-0800

FAX： 078-304-0810

神戸市中央区港島南町3-3-4

神戸を中心にコンクリートブロックなどの塀材・外構建材・景観資材を
販売しています。景観・エクステリア・ガーデニング・外構はお任せ下さ
い。

代表者

代表取締役社長

資本金

98,000,000円

設

昭和33年10月

立

ＵＲＬ
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將嗣

■ 自社アピールポイント

・建築用空洞コンクリートブロック、インターロッキングブロック、
リブ
スプリットブロック、AB石垣、型枠ブロック、KMユニットなどの製造・販
売・施工・エクステリア、化粧ブロックなどの仕入れ・販売

住

マッチング担当

久保田セメント工業株式会社

國富

佐伯

孝彦

http://www.kubota-c.com

マッチング担当

コーベックス株式会社

部 署： 企画管理室
担当者： 平山 智子
ＴＥＬ： 078-303-2501

FAX： 078-303-2400

■ 自社アピールポイント

お客様のニーズを形出来る環境対策機器メーカー

昭和44年創業以来、時代のニーズに合った製品造りをモットーに各
種環境保護プラントや蒸留装置・洗浄装置を製造販売してまいりまし
た。近年では、
日本発明大賞部門賞を二度も受賞するなどの高い製品
評価を得て、石油資源のリサイクル、環境対策に貢献できる自社製品
の開発販売に努めております。

他社にない製品づくりをめざし、常に研究開発に取り組んでいます。近
年では、企業が将来を見据えて新たな研究開発を行う事業計画に、当
社の製品が活躍したりと、お客様のニーズに沿った製品開発力とそれ
を形に出来る技術力が強みです。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町4-2-12

代表者

代表取締役社長

資本金

40,000,000円

設

昭和44年6月

立

ＵＲＬ
マッチング担当

ジョンソンコントロールズ株式会社
ビルディングシステムズ 神戸事業所

平山

季藤

http://www.kobex.co.jp

部 署： 広報室
担当者： 村井
ＴＥＬ： 078-991-6881

FAX： 078-991-6889

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

より快適で安全、持続可能な世界をスマートに創造します

125年以上の歴史を持つグローバルカンパニー

ジョンソンコントロールズ株式会社 ビルディングシステムズは、米国
ジョンソンコントロールズ インクの日本法人です。空調制御用機器、
ビル管理システム、自動制御機器、産業・舶用冷凍機器および装置の
設計、製造、販売、施工、サービス、ならびにエネルギーソリューション
を提供しています。神戸事業所では、YORKやSABROEなどの業務
用冷凍機を扱い、
ノンフロンと省エネを両立した優れた製品ライン
ナップを提供しています。

アメリカ・ミルウォーキー州に本社を構え、従業員は16万人以上、
150ヵ国以上に1,300の拠点を擁する、世界最大級の省エネプロバ
イダーとして、地球環境の保全を助けています。40年以上の歴史を
重ねる日本法人でも豊富な実績を持ち、全国にサポート拠点を構えて
います。

企業情報

住

所：〒651-2241

神戸市西区室谷2-2-4
ハイテクパーク内

代表者

代表取締役社長 マーク・カトラー

資本金

4,000,000,000円

設

昭和46年6月1日

立

ＵＲＬ

■ 事業概要

マッチング担当

水ｉ
ｎｇ株式会社

http://www.johnsoncontrols.co.jp/be

部 署： 経営企画統括 経営企画グループ
担当者： 飯倉 智弘
ＴＥＬ： 03-6830-9001 FAX： 03-5479-8590

■ 自社アピールポイント

水と環境をいつまでも支え続ける会社でありたい
水ing株式会社は、水と環境の総合事業会社として、80年に亘る国内
外の社会インフラおよび産業インフラの整備運営に取り組んでまい
りました。上下水道、資源化、産業水処理、薬品、
オペレーション＆メン
テナンス等多岐に亘る事業における経験と実績により水処理における
ハード技術、
プロセスノウハウ、運転・維持管理技術を有し、
これを基に
これからもお客様のあらゆる御要望にお応えしてまいります。

企業情報

住

所：（本社）
〒108-8470 東京都港区港南1-7-18
：（神戸営業所）
〒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 研究室6

水ing株式会社は、当社が荏原グループの一員として培ってきた水処
理・環境のエンジニアリング力、施設維持管理ノウハウに加え、三菱商
事の世界的ネットワーク・事業マネジメント力、更に日揮のエンジニア
リング力とプロジェクトマネジメント力を備えた事業体制を整えており
ます。
“総合水事業会社”
として、水処理施設の建設から維持管理、運営
にいたるまで、お客さまのあらゆる水のニーズに一貫したサービスを
ご提供いたします。

代表者

経営企画統括

資本金

5,500,000,000円

設

昭和52年4月1日

立

ＵＲＬ

経営企画グループ長

黒澤

建樹

http://www.swing-w.com
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■ 事業概要

高度な真空技術を応用した環境対策装置メーカーです

4

マッチング担当

積水ハウス株式会社兵庫カスタマーズセンター
（本社機構は大阪市）

部 署： 総務課
担当者： 岡田 則之
ＴＥＬ： 078-797-6716

FAX： 078-797-6717

■ 自社アピールポイント

ゆっくり生きてゆく、住まいの先進技術

神戸市を中心に弊社にて建築して頂いた施主様のアフターサービス・
点検の拠点として事業を行っております。

積水ハウスの提案する住まいづくりは、
ＳＬＯＷ＆ＳＭＡＲＴ。快適でこ
ころ豊かな暮らしをいつまでも変わらずに。エネルギー、環境、防災な
ど確かな技術で支えながら。さあ、
ゆっくり生きていきましょう。未来の
日々へ。

建設設備・プラント

■ 事業概要

住まいのよきアドバイザーとしてサポートいたしております

企業情報

住

所：〒654-0161

神戸市須磨区弥栄台3-15-8

代表者

所長

資本金

186,554,190,000円

設

昭和35年8月1日

立

ＵＲＬ
マッチング担当

積和建設兵庫株式会社

池口

浩二

http://www.sekisuihouse.co.jp

部 署： 総務管理部
担当者： 古満 信二
ＴＥＬ： 078-797-6325

FAX： 078-797-6326

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

積水ハウスを築き上げる揺ぎない施工力。

お客様の御要望に合わせて、最適な御提案をいたします。

積水ハウス出資の施工会社です。兵庫県内の積水ハウス
（株）の支店
が受注した工事の施工をしています。又、在来木造住宅や新築工事の
受注もしています。

在来木造住宅や積水ハウス以外のプレハブ住宅のリフォーム工事や
新築木造の受注、施工をしています。小さな工事のお見積りから承り
ます。

企業情報

住

所：〒654-0161

神戸市須磨区弥栄台3-15-8
（株）
イナハラビル3Ｆ

代表者

代表取締役

資本金

90,000,000円

設

昭和48年11月1日

立

ＵＲＬ

神戸支店

■ 事業概要

タカラは水まわり機器の総合メーカー、幅広いラインナップで快適な
水まわり機器をご提供します。主な取扱商品は、
システムキッチン・シス
テムバス・洗面化粧台・給湯機器・
トイレ です。住まいの新築・リフォホー
ムの際には、
ご相談下さい!

企業情報

所：〒654-0161

http://sekiwakensetsu.com/network/company/hyogo/

部 署： 事務課
担当者： 柏村 剛
ＴＥＬ： 078-795-4770

FAX： 075-795-4771

神戸市須磨区弥栄台3丁目15番5号

水まわりに最適な素材「高品位ホーロー」で快適に。
「きれい」
「長持ち」
「安全」
「便利」
「美しい」5つの性能で暮らしを快適
にする 高品位ホーロー は暮らしの様々な場面で活躍するタカラの独
自素材です。

代表者

神戸支店長

資本金

26,356,000,000円

設

明治45年5月30日

立

ＵＲＬ
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佳典

■ 自社アピールポイント

「きれい」と暮らそう、高品位ホーロー

住

マッチング担当

タカラスタンダード株式会社

内田

川波

洋

http://www.takara-standard.co.jp

マッチング担当

津田産業株式会社

部 署： 兵庫営業所
担当者： 長嶺
ＴＥＬ： 078-796-0248

FAX： 078-796-0268

■ 自社アピールポイント

木と住まいに関わる総合サービス企業です

①各種木材・建築資材・住宅機器及び室内外装備品の売買主に輸出入
業。
②山林経営
③土木建業総合請負

私達津田産業は1920年創業以来、各種木材、建材の販売・輸入を手
掛け、業界でも確かな実績を積み上げてきました。

企業情報

住

所：〒654-0161

神戸市須磨区弥栄台3-19-2

代表者

代表取締役社長

資本金

403,200,000円

設

大正9年

立

ＵＲＬ

■ 事業概要

マッチング担当

東亜機械工業株式会社

津田

潮

http://www.tsuda.co.jp/

部 署： 総務・経理部
担当者： 大塚 直人
ＴＥＬ： 078-991-1717

FAX： 078-991-1720

■ 自社アピールポイント

“独創の開発技術で未来を拓く”技術者集団

粉粒体機器のさらなる探究

“独創の開発技術で未来を拓く”
をモットーに、顧客が満足する「よい
製品」を創りだす技術者集団穀物貯蔵サイロ設備・飼料・製油・製粉等
の製造プラントを中心に、設計・製作・施工・メンテナンスまで一貫した
サービスを提供

多様な物性の粉粒体それぞれの物性を把握し最適な機器、
プラント
をお客様が満足しお使い頂けるよう提供し、社員一同さらなる製品開
発を行なうと共に、粉粒体関連技術を元にあらゆる顧客のニーズにお
こたえ出来る技術者集団として、お客様と共に社会に貢献していきま
す。

企業情報

住

所：〒651-2271

神戸市西区高塚台3-1-21

代表者

代表取締役

資本金

55,000,000円

設

昭和39年6月24日

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社広築
■ 事業概要

兜坂 剛正

http://www.toakikai.co.jp

部 署： 総務部
担当者： 森 敬勝
ＴＥＬ： 078-306-2960

FAX： 078-306-2981

■ 自社アピールポイント

熱技術で新たな時代の扉を開く
私たちは、鉄・アルミなどの非鉄・ガラス・環境分野・新素材開発・大学や
企業の研究など、様々な分野で必要とされる各種工業炉を作っていま
す。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町4丁目2-4

私たちは、鉄・アルミなどの非鉄・ガラス・環境分野・新素材開発・大学や
企業の研究室など、様々な分野で必要とされる各種工業炉をつくって
います。また、工業炉メーカーでありながら大手製鉄メーカーのプラ
ントのメンテナンスも請け負うなど、創業以来半世紀以上にわたり、
数々の経験と実績で産業界から高い評価を頂いています。

代表者

代表取締役

資本金

94,500,000円

設

昭和25年6月

立

ＵＲＬ

中林

4
建設設備・プラント

■ 事業概要

MORE GREEN TO YOU

淳

http://www.hirochiku.co.jp/
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マッチング担当

ブフィエ

4

部 署： 代表
担当者： 上野山 泰規
ＴＥＬ： 078-306-2877

FAX： 078-306-2878

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

自然素材の家

自然素材の住まい造り

合板や壁紙を使わず、無垢の杉材と漆喰の住まいづくりをしていま
す。設計から施工まで、
リフォームもおまかせ下さい。

合板や壁紙を使わない、無垢の木と漆喰の住まいづくり。新築からリ
フォーム、机、本棚の家具作りまで全ておまかせ下さい。

建設設備・プラント
企業情報

住

所：〒650-0045

神戸市中央区港島9丁目2-10

代表者

代表

資本金

30,000,000円

設

平成13年8月16日

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社ヤスダ

上野山

泰規

http://www.bfie.co.jp

部 署： 取締役社長
担当者： 保田 勝博
ＴＥＬ： 078-991-2563

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

たたみ替てスッキリ！

まじめに、正直に。

FAX： 078-991-2563

たたみ、
ふすま、ペンキ、室内装飾、設計施工

企業情報

住

所：〒651-2271

神戸市西区高塚台3丁目2-4

代表者

取締役社長

資本金

10,000,000円

設

平成元年9月

立

保田

勝博

ＵＲＬ

■ 事業概要

マッチング担当

ユナイトサービス株式会社

部 署： 事業本部営業開発課
担当者： 瀬戸 裕
ＴＥＬ： 078-798-1190 FAX： 078-798-1192

■ 自社アピールポイント

「正・速・美」をモットーに「技術」でプラスαの物流を
配送＋工事＋修理：家電製品、家具、情報機器などの配送設置、各種工
事、修理を三位一体でメーカー、家電量販店、通販会社など荷主様の
オーダー形態に合わせ、経験豊かなトップエンジニアがきめ細やかな
技術物流サービスをご提供させて頂きます。

企業情報

住

所：〒654-0161

神戸市須磨区弥栄台1丁目13番2号

①1800坪倉庫を備え、荷主様とお客様をつなぐ物流の役割を正確
且つ迅速に対応致します。LED照明などの環境商品の導入提案、施
工、冷媒フロンの回収など、技術と実績でオフィス、工場、
ご家庭の環
境対策改善をサポートしています。
②SUJ技術物流連合会に加盟し、パートナー企業と共に、全国でサー
ビス展開しています。

代表者

代表取締役

資本金

20,000,000円

設

昭和38年2月

立

ＵＲＬ
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入江

正登

http://www.maguchi.co.jp/modules/group/unite.htm

