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とは

｢神戸発・優れた技術」の
認定・発信
１．
目的
市内中小製造業のうち、
国内トップレベルにある優れた技術や製品づ
くりを行う企業を
「神戸発・優れた技術」
として
（公財）神戸市産業振興
財団（以下、財団とする）
が認定し、
ウェブサイトや冊子を通じて全国に
発信することにより、認定企業の販路開拓等を支援している。

2．認定制度の概要
（ 1 ）事業開始：1997（平成9）年度
（ 2 ）認定企業数：118社（2019年度認定）
（ 3 ）対象企業：神戸市内に本社または事業所（工場等の生産・開発を行う事業所等）
を有し、1年以上事業
を営む、製造業又は製造業に係る情報サービス業等の中小企業者
（ 4 ）審査基準（認定要件）
：
① 得意技術・独自技術分野等で国内トップレベルの高い技術を有している。
または、地域の特長・特
殊性・強み等を活かした技術が高いレベルであること
② ①を適用・応用した製品の機能・性能・品質等が優れていること
③ ISO9001の認証取得や技能検定資格者等を有し、品質管理に優れ、
そのマネジメントシステムが
有効に機能していること
④ その製品が全国的に高いシェアを占めていること
⑤ 確立された企業倫理をもって、持続的企業経営を行っていること

3．認定企業に対する支援内容
財団では、認定企業への支援施策をものづくり支援の基幹事業と位置づけて積極的に取り組んでいる。
ウェブサイト
（認定企業データベース）
やデータブック
（Made in KOBE 神戸のイチオシ技術力）
に掲
載して全国に紹介するなど企業情報の発信はもちろんのこと、
ビジネスマッチングや展示会への出展推薦
等の販路開拓支援、
「人づくり研修」
への参加等の人材育成支援、KOBE無料職業紹介所による人材確保
支援及びメールマガジン等による経営・技術に関する各種情報提供など多様な支援を行っている。
また、情報交換等により共通の経営課題解決を目指す認定企業有志の交流会、見学会等の支援も財団
で行っている。
応募・問合せ先
公益財団法人神戸市産業振興財団
電話：078-360-3209

商業・ものづくり支援部ものづくり支援課

お問合せフォーム https://www.kobe-ipc.or.jp/inquiry/
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公益財団法人

当財団は、市内の産業振興および経済の活性化を目的に神戸市が設立した公益法人です。
中小企業者、新規創業者へのイノベーション創出、
起業・創業、新分野進出、販路開拓・拡大、人材確保・育成、経営課題解決、産学官連携を柱とした支援および公的施設の管理運営を行ってい
ます。
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検索

https://www.kobe-ipc.or.jp/

貸会場をお探しの方へ

● 神戸開業支援コンシェルジュに相談
●インキュベーション施設の提供
● 神戸起業操練所

● 会議室・ホールの提供
 神戸市産業振興センター受付

☎ 078-360-3200

☎ 078-360-3202

さらなる成長、発展をお手伝い
● 神戸セレクションの認定、販路開拓支援

● 人づくり研修の提供
● KOBE無料職業紹介所「はたらこうべ」


求人・求職相談直通

☎ 078-360-3212

● 神戸発・優れた技術の認定・発信
● 神戸マイスターの認定、交流支援
●ビジネスマッチング支援
● 産学官の連携支援


ものづくり支援課

☎ 078-360-3209



商業支援課

☎ 078-360-3210

● 事業に関する悩みの解決に



成長支援チーム



専 門 家 派 遣



金 融 相 談

☎ 078-360-3220
☎ 078-360-3210
☎ 078-360-3206

● 後継ぎ問題の支援


新事業創造課

☎ 078-360-3220

● 航空機・水素産業参入支援
今後市場拡大が見込まれる航空機や環境・エネルギー分野に参入するには、国内外の厳しい基準をクリアする技術が必要です。
当財団では、
そんな高いハードルに果敢に挑戦するものづくり企業をサポートします。

神戸航空機クラスター（21 社）
本紙
掲載

社名
株式会社イノテック

㈱ヘンミ…………………………………………… 42

神戸市産業振興財団 事業紹介

本紙
掲載
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社名
阪神機器株式会社

神戸水素クラスター（24 社）

KOBE HYDROGEN
CLUSTER
神戸水素クラスター

本紙
掲載

社名
アークハリマ株式会社

56

社名
株式会社坪田測器

62 伊福精密株式会社

株式会社阪神メタリックス

63 株式会社オオナガ

65 株式会社兵庫精密工業所

44 エスアールエンジニアリング株式会社

27 カルモ鋳工株式会社

53 株式会社前田精密製作所

19 株式会社大野社

60 阪神機器株式会社

65 有限会社松本工作所

54 株式会社岡崎製作所

65 株式会社兵庫精密工業所

37 株式会社 OKAMURA

35 株式会社藤製作所

株式会社協栄

69 株式会社神戸工業試験場
佐藤精機株式会社

マルイ鍍金工業株式会社

36 山城機工株式会社

48 株式会社佐野鉄工所

55 株式会社山本電機製作所

39 株式会社ジェイテック

53 和田金型工業株式会社

62 伊福精密株式会社

本紙
掲載

57 奥井電機株式会社
金澤鐵工株式会社

69 株式会社神戸工業試験場

41 株式会社ネリキ
日本シリコロイ工業 株式会社

藤田酸素工業株式会社

42 株式会社ヘンミ
53 株式会社前田精密製作所

下里鋼業株式会社

27 株式会社三徳

大東化学株式会社

49 神港精機株式会社

54 山名總鉄酸素株式会社

40 株式会社千代田精機

55 株式会社山本電機製作所

24 タカヤマ株式会社

マルイ鍍金工業株式会社
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