⼤阪市新事業分野開拓事業者認定事業 （ベンチャー調達制度）
平成 2９年度 認定事業者・新商品のご紹介
大阪市では、新規性があり、優れた特性を有する新商品及び新サービスの生産等に取り組む中小
企業を認定し、本市で率先して購⼊に努めることにより、企業の販路開拓⽀援を図ることを⽬的に
「⼤阪市新事業分野開拓事業者認定事業」を平成 20 年度から実施しています。
平成 29 年度については、審査の結果、4 事業者（4 商品）を認定しました。
（認定期間︓平成 30 年１月 30 日から平成 31 年度末まで）

驚 異 の 防 臭 袋 BOS 非 常 用 ト イ レ セ ッ ト
《商品概 要》

すぐに使えて臭わない携帯トイレ

凝固剤、 汚物袋 に加え 、医療 向け開発 から⽣ まれた ⾼い防 臭⼒の
ある「驚 異の防 臭袋 BOS」が セットさ れた非 常用の 携帯ト イレ
■防臭袋 に排泄 後の汚 物袋を 入れるこ とで臭 いも菌 も閉じ 込める
ことが可 能
■コンパ クトで 備蓄ス ペース を軽減し 有効活 用でき る
価格︓

1 回分
180 円 （ 税別）（最小 販売単 位 100 個）
50 回分 5,000 円（ 税別 ）（ 最小販売 単位 4 個）
400 回分 30,000 円（税 別）（ 最少販売 単位 1 個）
※１回分 はオリ ジナル デザイ ンも対応 （詳細 は要相 談）
※５回分 、15 回分 、200 回分 もござい ます

クリロン化成株式会社

《市の機 関で想 定され る使⽤ 例》
■災害時 の避難 所等の 備蓄用 品
■防災訓 練等の 防災啓 発用品
■各種調 査等の 粗品

大阪市東淀川区南江口 1‑3‑20
TEL：06-6327-8188
URL：http://www.bos-bos.com

ス ピ ー ド ラ ッ ク シ ェ ル フ 900
《商品概 要》

ワンタッチで設置できる折りたたみ式スチールラック

組⽴・解体が不要な⼀体構造で部品や⼯具を使わずに広げるだけで
セットで きる折 りたた み式の スチール ラック

特許出願中

■本体が 軽量で 折りた たみ式 であるた め、緊急時 や催事 など 素早く搬
入・設置 ・撤去 が可能
■⼥性や ⾼齢者 の⽅で も扱い やすく 、指は さみ防 止など 安全 面も考慮
■完成品 の 1/4 のサイ ズで折 りたたみ でき、収 納保管 スペー スが減少
できる
価格︓12,000 円（ 税・運 賃別 ）（最 小販売 単位 1 台）
サイズ（ 使⽤時 ）︓ ⾼さ 900 ㎜ ×幅 830 ㎜×奥⾏ 300 ㎜
⾃重︓10 ㎏ 耐荷 重︓70 ㎏/段

《市の機 関で想 定され る使⽤ 例》
■イベン ト等の 一時的 な使用
■災害時 の避難 所等で 救助物 資等の陳 列
■救助物 資等の 備蓄倉 庫の整 理

株式会社

ニッコー

大阪市生野区巽中 1‑20‑22
TEL：06-6758-1117
URL：http://www.k-nikkou.co.jp

消臭ネット

デオプラスト
《商品概 要》

防臭・消臭機能を付加した機能性ネット

カラスなどの鳥からゴミを守るネット（網）に防臭・消臭機能を付
加し臭い の拡散 を防ぐ ことが できる消 臭ネッ ト
■アンモ ニアや 酢酸等 臭いの 元となる 悪臭の 原因物 質を中 和分解し 、
臭いを元 から消 し去る
■消臭ネ ットを 被せる 、置 く又 は敷くだ けで継 続して 消臭機 能を発揮
する（交 換の⽬ 安︓２ か月※ 設置場所 ・臭い の量に より変 動あり ）
■柔軟素 材であ るため 、切 った り曲げた り形状 を⾃由 に変え ることが
できる
価格︓オ ープン 価格（ 最小販 売単位 10 枚）
サイズ︓ 縦 1m×横 1m ※ サ イズオー ダー要 相談

《市の機 関で想 定され る使⽤ 例》
■ゴミ集 積所等 のゴミ ・汚物 が集まる 場所で の使用
■トイ レや 排水溝 等の 水回 り 、その 他臭 いの気 にな る箇
所での使 用

株式会社

富士ネット工業

大阪市此花区⻄九条 2‑7‑18
TEL：06-6466-3450
URL：http://www.fujinet-ind.com

チョイ書きフィルム
《商品概 要》

壁紙・ガラスに貼れて書けるフィルム

壁面等に貼りつけて複数の筆記具で書き消しできるホワイトボード
の代替品 となる フィル ムシー ト
■フィル ム表面 の特殊 なエン ボス加工 により 、チ ョーク やホ ワイトボ
ードマー カー 、水性 クレヨ ンで もきれい に書き 消しす ること ができ
る
■壁紙、石 膏ボー ド、ガラ ス面 に貼って きれい に剥が すこと ができ繰
り返し使 用でき る
価格︓オ ープン 価格（ 最小販 売単位 1 本）
サイズ︓ 縦 1,070 ㎜×横 2,000 ㎜

《市の機 関で想 定され る使⽤ 例》

トキワ工業株式会社

■学校や 教育施 設での ⿊板や ホワイト ボード の代替 品
■災害時 の避難 所等で の掲示 板やホワ イトボ ードの 代替品

⼤阪市⻄成区南開 1‑2‑17
TEL：06-6268-0360
URL：http://www.tokiwa.net

本事業は地⽅⾃治法施⾏令の改正により可能となった随意契約の規定（第 167 条の 2 第 1 項第 4 号）等に
基づき実施しており、認定商品等については競争入札によらず随意契約により購入することができます。
〈お問い合せ〉⼤ 阪 市 経 済 戦 略 局 産 業 振 興 部 企 業 ⽀ 援 課
大阪市中央区本町 1−4−5

大阪産業創造館 2 階

TEL：06‑6264‑9836

