広 報 資 料
（経済同時 ）
平成２９年３月２９日
京 都 市 産 業 観 光 局
(担当：新産業振興室 222-3324）
京都市ベンチャー購買新商品認定制度における『新商品又は新役務』の認定について
～ベンチャー・中小企業の販路開拓を応援！～
この度，京都市ベンチャー購買新商品認定制度における「新商品又は新役務」として，下
記の商品又は役務を認定しましたので，お知らせします。
本制度は，本市が支援する京都市ベンチャー企業目利き委員会Ａランク認定（注１）企業及
びオスカー認定（注２）企業並びに知恵創出“目の輝き”認定（注３）企業の優れた商品又は役務
のうち，一定の要件を満たした物品等を一般競争入札によらずに，随意契約できる「新商品
又は新役務」として認定するものです。
認定された「新商品又は新役務」については，本市の各機関へ情報提供を行い，積極的に
購入していくとともに，インターネット等で広く情報発信を行うことにより，ベンチャー・
中小企業の販路開拓を支援します。
記
NO

認定商品・役務名

企業名

１

紫外線ＬＥＤブラックライト “ＢＬＡＣＫ★ＳＴＡＲ”シリーズ

株式会社飯田照明

２

フラッシュライト ガレージライト

株式会社タナベ

３

フラッシュライト ランタン

株式会社タナベ

４

エアポレーターシステムの設置

有限会社アクアテック

５

ＩＢＣローリーサービス

株式会社ＦＵＫＵＤＡ

６

ハイブリッド蓄電システム

CONNEXX SYSTEMS 株式会社

７

光触媒屋内塗料「ルミチタン NAG」

笹野電線株式会社

８

反応性塗料 Pat!naLock®（パティーナロック）

株式会社京都マテリアルズ

※ 新商品又は新役務の詳細については別紙参照
（注１）京都市ベンチャー企業目利き委員会Ａランク認定
有望なベンチャー企業を発掘・認定し，その成長段階に応じて技術面，経営面から支援を実施する制度。

（注２）オスカー認定
経営革新により持続的な成長が期待される将来性の高い中小企業を発掘・認定し，経営面を中心に支援を実施
する制度。

（注３）知恵創出“目の輝き”認定企業
「伝統技術と先端技術の融合」や「新たな気づき」といった“知恵産業”をキーワードに，（地独）京都市産業技
術研究所の技術を活用した新技術・新商品開発等を行った企業を認定する制度。

（別紙）
平成２８年度 京都市ベンチャー購買新商品認定制度 認定事業者及び新商品・新役務の概要
（平成２９年３月６日認定）
会社名

株式会社飯田照明

商品名

紫外線 LED ブラックライト”BLACK★STAR”シリーズ

商品の概要

郵便番号
問
所在地
合
電話番号
せ
先 ＦＡＸ

蛍光灯に比べて省エネ・長寿命でか
つ水銀などの有害物質不使用の紫
外 線 LED ブ ラ ッ ク ラ イ ト 。
用途は樹脂・インクの硬化や捕虫
用，紫外線アート，光触媒用光源，
菌や汚れなどの可視化など。

607-8133
京都市山科区大塚中溝 81 番地
075-205-5177
050-3488-8868

E-mail

iida.shiro@led-kogen.com

ＵＲＬ

http://www.led-kogen.com

会社名

株式会社タナべ

商品名

フラッシュライト

商品の概要

郵便番号
問
合 所在地
せ
電話番号
先
ＦＡＸ

ガレージライト

「Flash LIGHT(ガレージライト)」
は，株式会社タナベの電池で長期間
発光し続ける「FlashTEC ブランド」
の新製品です。非常時の照明とし
て，人感センサー付で最長 900 時間
連続発光しますので，防災倉庫など
非常時の照明としてお使いいただ
けます。
602-8141
京都市上京区西堀川通丸太町上る
上堀川町 121
075-811-0178
075-811-0179

E-mail

tanabe063@kk-tanabe.co.jp

ＵＲＬ

http://kk-tanabe.jp

会社名

株式会社タナべ

商品名

フラッシュライト

商品の概要

郵便番号
問
合 所在地
せ
電話番号
先
ＦＡＸ

ランタン

「Flash LIGHT(ランタン)」は，株
式会社タナベの電池で長期間発光
し続ける「FlashTEC ブランド」の
新製品です。非常時の照明として，
最長 900 時間連続発光しますので，
非常時の携帯できる照明としてお
使いいただけます。
602-8141
京都市上京区西堀川通丸太町上る
上堀川町 121
075-811-0178
075-811-0179

E-mail

tanabe063@kk-tanabe.co.jp

ＵＲＬ

http://kk-tanabe.jp

会社名

有限会社アクアテック

商品名

エアポレーターシステムの設置

商品の概要

郵便番号
問

所在地
合
電話番号
せ
先 ＦＡＸ
E-mail
ＵＲＬ

エアポレーターシステムとは，水冷
式の気化式冷却装置（エアポレータ
－）を空冷式の空調室外機の吸気口
に設置することにより，空調室外機
の給気温度を下げて高効率運転を
行う省エネシステムのことです。

615-0871
京都市右京区西京極東衣手町 104
番地
(075)314-4444
(075)314-1084
kyoto@dsb.co.jp

会社名

株式会社ＦＵＫＵＤＡ

商品名

ＩＢＣローリーサービス

商品の概要

郵便番号
問

所在地
合
電話番号
せ
先 ＦＡＸ

専用のオイルリザーブタンクを提
供し，従来のドラム缶やペール缶に
代わり，IBC ローリーサービスにて
1 リッター単位でオイルを量り売り
させていただきます。また，エコマ
ーク認定より，具体的なＣＯ2 削減
数値のご提案ができます。
607-8170
京都市山科区大宅向山６番地
075-573-3030
075-575-1144

E-mail

info@fukuda-lub.co.jp

ＵＲＬ

http://fukuda-lub.co.jp

会社名

ＣＯＮＮＥＸＸ

商品名

ハイブリッド蓄電システム

商品の概要

郵便番号
問
合
所在地
せ
先
電話番号

ＳＹＳＴＥＭＳ株式会社

当社独自の特許技術「バインド電池
™」を搭載した，高い安全性と省ス
ペース・省重量化を実現した蓄電シ
ステムです。BCP 対策（非常用）用
途向けは，これまでに無かった業務
継続を目的とした電力備蓄タイプ
で，騒音や排気ガスの問題が無く屋
内での利用に最適で，電池の消耗が
ほとんどありません。また太陽光発
電を電力変換装置なく直接接続，充
電することも可能です。
619-0294
京都府相楽郡精華町精華台７丁目
５番地１けいはんなオープンイノ
ベーションセンター
0774-66-6886

ＦＡＸ

0774-66-6883

E-mail

info@connexxsys.com

ＵＲＬ

www.connexxsys.com

イメージ左から
省エネ用途向けモデル，
BCP 対策用途向けモデル
どちらも屋内設置・可搬タイプ

会社名

笹野電線株式会社

商品名

光触媒室内塗料

商品の概要

郵便番号
問
所在地
合
電話番号
せ
先 ＦＡＸ

「ルミチタンＮＡＧ」

二酸化チタン，アパタイト，銀ナノ
粒子を用いて屋内の微光環境下で
も消臭・殺菌・防カビ・ウイルス除
去・感染症を抑制する光触媒塗料。

534-0011
大阪市都島区高倉町１－１４－１
４
06-6922-7422
06-6922-7406

E-mail

j-sasano@sasamic.com

ＵＲＬ

http://sasamic.com

会社名

株式会社京都マテリアルズ

商品名

反応性塗料 Pat!naLock®（パティーナロック）

商品の概要

郵便番号
問
合 所在地
せ
先
電話番号

鋼製あるいはめっき鋼製構造物に
塗布することで，防食性の高いさび
"Patina"を作り，新設や残存錆を有
する既設構造物でも腐食を抑制す
る「さびで錆を制す」反応性塗料。
社会資本構造物やプラント装置な
ど鉄鋼のメンテナンスコストを低
減し，維持管理を容易にする。
〒615-8245
京都市西京区御陵大原 1-39
京大桂ベンチャープラザ南館 2102
075-874-1391

ＦＡＸ

075-874-1541

E-mail

info@kyoto-materials.jp

ＵＲＬ

http://www.kyoto-materials.jp/

＜参考＞ 京都市ベンチャー購買新商品認定制度の概要
１

制度概要
新たな事業分野を開拓しようとするベンチャー・中小企業等が開発した製品は，新規性や独創性の
ある優れたものであっても，販売実績がないことにより，販路開拓に苦労するケースが多く見られま
す。
地方自治体における物品の購入については，原則として一般競争入札によることが必要ですが，こ
の制度は，Ａランク認定企業及びオスカー認定企業並びに知恵創出“目の輝き”認定企業の販路開拓
支援の観点から，同企業の優れた商品又は役務のうち，一定の要件を満たした物品又は役務を随意契
約の対象となる「新商品又は新役務」として，認定するものです。
（※ 認定自体が京都市による新商品の購入を確約するものではありません。）

２

対象となる事業者
「公益財団法人京都高度技術研究所が実施する京都市ベンチャー企業目利き委員会においてＡラン
ク認定を受けた者」
，「公益財団法人京都高度技術研究所が実施するオスカー認定を受けた者」，
「地方
独立行政法人京都市産業技術研究所が実施する知恵創出“目の輝き”認定を受けた者」のうち，次の
いずれにも該当する者とします。

（１）

市内に事業所を有し，中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号のいず

れかに該当する者
（２） 市税に未納がない者
３

対象となる新商品又は新役務
新商品又は新役務とは，２に定める者が生産する「商品の新規性審査認定」を受けた商品又は役務，
Ａランク認定事業に係る商品又は役務のうち，次のいずれにも該当するものとします。

（１） 商品化後おおむね５年以内のもの
（２） 市の機関において使途が見込まれるもの
（３）

既に企業化されている商品又は役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範ちゅ

うに属するもの又は既に企業化されている商品と同一の範ちゅうに属するものであっても既存の
商品とは著しく異なる使用価値を有し，実質的に別個の範ちゅうに属するものであると認められ
るもの
（４）

新事業分野開拓者の事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利

便の増進に寄与するもの
（５） 関係法令に適合するとともに，特許権等の権利に関する問題が生じないもの
４

対象となる機関
京都市の各機関（京都市事務分掌条例第 1 条に規定する局，会計室，区役所，消防局，教育委員会
事務局，市会事務局，選挙管理委員会事務局，人事委員会事務局及び監査事務局）

５

認定有効期間
認定の有効期間は３年間（ただし，再申請を妨げない。
）

６

その他
認定された新商品又は新役務については，市の各機関への情報提供等，できるだけ積極的に調達す
ることとしていますが，使用条件及び価格等の契約条件並びに予算上の都合等に加え，公共工事等に
おいては，間接的な調達促進となることから，必ずしも京都市による調達を確約するものではありま
せん。

