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）
令和２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。
令和２年度については、審査の結果、３事業者（4 商品）を認定しました。
（認定期間：令和３年１月 26 日から令和５年３月 31 日まで）

Tosk Remake Cover （ 次 世 代 型 グ レ ー チ ン グ ）
【商品概 要】

透水性・景観性・安全性に優れた側溝蓋
ステンレ ス製の 枠に特 殊樹脂 で固めた 天然石 を 充填 してお り、蓋
表面には 開口部 はない が、高い 透水性を 持ち、降 雨時に も側溝 へ雨
水を排水 するの に十分 な能力 を有した 側溝蓋 。

隙間がないので、害
虫の出入りがなく、
衛生的。

《市の機 関で想 定され る使用 例》
■学校敷 地内の 雨水枡
■各福祉 施設の 側溝蓋
■各庁舎 ・施設 の側溝 蓋

■開口部 に隙間 がない ため、 車椅子な どが安 全に通 ること がで
き、ごみ 等が排 水溝に 流れる のを防ぐ 。
■充填さ れる天 然石 は 25 種類 から選ぶ ことが できる ため 、景 観
を引き立 たせる 。
■天然石 敷き詰 めによ り、歩 行の際の 滑りも 軽減さ れる。
■従来の 化粧型 側溝蓋 より軽 量なため 、持ち 運びが 容易に なり 、
人力での 施工が 可能。
【販売価 格】
25,000 円（税・送 料別） ～（ 最小販売 単位１ 枚 ）

ダイドレ株式会社
大阪市西区阿波座 1-13-15
TEL：06-6533-0126
URL：https://www.daidore.co.jp/tosk_remake_cover/

高輝度蓄光式避難誘導標識ルナウェア
【商品概 要】

メンテナンス不要のセラミック製蓄光式避難誘導標識
太陽光等 の自然 エネル ギー や 蛍光灯、 LED 照明 等の光 を蓄 え、夜間
に電力を 使用せ ずに高 輝度で 長時間発 光する 蓄光式 の避難 誘導標識。
■セラミック製のため、耐久性・耐摩耗性・耐薬品性・耐火性に優
れている 。
■水に弱い蓄光顔料をガラスコーティングしているため、水分の侵
入を防ぎ 、経年 劣化の 影響を 受けない 。
【販売価 格】
25,000 円（税・送 料別） ～（ 最小販売 単位 1 枚）

《市の機 関で想 定され る使用 例》
■天井 吊り 下げ式 の電 気式 誘 導灯と の併 用で 各 庁舎 や施
設、学校 などの 避難誘 導標識 として使 用。
■広域 避難 場所、 避難 経路 案 内表示 、港 湾部防 災施 設の
避難誘導 案内表 示など 。

コドモエナジー株式会社
大阪市旭区赤川 4-1-18
TEL：06-6923-0005
URL：https://www.codomo-e.co.jp/

高輝度蓄光商材ルナウェア
【商品概 要】

屋内外を問わず様々な用途に使用できるセラミック製蓄
光商材
看板から砂状のものまで形や大きさに自由度があり、高輝度のた
め、防災 対策の ほか、 景観の 向上にも 使用で きる蓄 光商材 。
■セラミ ック製 のため、耐久性・耐摩耗性・耐候性 等に優 れて おり、
屋外での 使用も 可能。
■蓄光顔 料成分 に半減 期が存 在しない ため、半永 久的に 使用 できる 。
【販売価 格】
4,500 円（税・ 送料別 ）～（ 最小販売 単位 1 枚）

《市の機 関で想 定され る使用 例》
■市の公共施設の階段などのステップの両端に設置すること
で夜間の 階段踏 み外し を防止 。
■視認性の向上や防犯のために、公園の遊歩道・駐車場の車
止めライ ンなど への導 入。

コドモエナジー株式会社
大阪市旭区赤川 4-1-18
TEL：06-6923-0005
URL：https://www.codomo-e.co.jp/

抗ウイルスシール
【商品概 要】

抗ウイルスシールで手軽に感染症対策
抗ウイルス剤をコーティングした薄いフィルムに粘着加工を施し
た抗ウイ ルスシ ール。
【商品特 長】
このフィ ルム表 面（シ ール表 面 ）にウイ ルスが 触れる と、エン ベロ
ープと呼 ばれる ウイル ス粒子 を覆って いる外 膜が破 壊され、同時にウ
イルス本 体も不 活性化 される 。

・素材を透明にしたり、剥がす時に糊残りしない糊に変更す
ることも可能。

【注意】
全てのウ イルス 、細菌 への効 果を保証 するも の では ありま せん。
【販売価 格】
Ａ４サ イズ（ 無地、 再剥離 タイプ） 50 枚の場 合
700 円／枚（税 ・送料 別）

・小ロットで用途に応じたシールの作成が可能。
《市の機 関で想 定され る使用 例》
■シール ・ラベ ル・ポ スター 。
■エレベ ーター や自動 販売機 、照明の スイッ チ、
呼び出し ブザー など。
■配布さ れる印 刷物、 共有で 使用され る物。
■接触感 染が考 える場 所や物（ 手すり、机など ）。

東洋シール株式会社
大阪市東成区大今里１-1６-８
TEL：06-6974-1621
URL：https://www.toyo-seal.co.jp/

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 12 階

TEL：06-6264-9834

