
会場アクセス

問い合わせ先
神戸商工会議所　経営支援センター
TEL:078-367-2010　FAX:078-371-3390　
E-mail ： shodan@kobe-cci.or.jp
〒650-0044　神戸市中央区東川崎町1-8-4 
神戸市産業振興センター6階

2017ひょうご・神戸合同商品展示会（2017/01/19）
来場申込書

神戸商工会議所　経営支援センター行　　FAX：０７８－３71－3390

＊2名以上でお越しの場合は、以下もご記入願います。

※必要事項をご記入のうえ、FAXでご送信ください。

貴 社 名

所 在 地

来場者氏名

T E L

E - m a i l

業 　 　 種

所 属・役 職

氏 　 　 名

所 属・役 職

F A X

□百貨店 □スーパー □外食 □専門店 □商社（卸）
□メーカー □通信販売 □観光・宿泊施設 □職域販売　　□サービス
□金融機関　　□支援機関　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＠

〒

① ② ③

※ご記入いただいた個人情報につきましては、本展示会の実施のために使用するほか、当商工会議所からの各種連絡・情報提供等に
使用させていただきます。
※当日は受付にてお名刺を2枚ご提出いただきますので、予めご準備ください。

（招待企業名）

※ご来場の際には、なるべく公共交通機関をご利用ください。

（いずれかに□印を
お付けください）

※ ご来場の際は、事前に裏面申込書をご提出ください。

平成29年1月19日木  11:00～16:00
会場 ： 神戸サンボーホール1階大展示場

神戸商工会議所主催：

平成28年度　ひょうご「まちおこし」支援事業

入場無料来場者募集のご案内

2017 ひょうご･神戸
合同商品展示会

兵庫・神戸を中心とする衣・食・住の生活関連商材メーカー・
卸売事業者90社が自慢の商品を紹介!!

神戸サンボーホール　1階大展示場
神戸市中央区浜辺通5-1-32
・各線「三宮駅」から徒歩約10分
・ポートライナー「貿易センター駅」下車すぐ



出展企業一覧（順不同）
企　業　名 所在地 展　示　商　品

 衣 分野
大山ゴム工業所 神戸市 日本製ベビーシューズ
kiseki 神戸市 オリジナルチタンアクセサリー
CREATION　bee 神戸市 建築デザイン事務所発　世界の上質インテリアファブリックで作るオリジナルワンピース
株式会社コウベ・プレシアス・パール 神戸市 パールジュエリー　アクセサリー　真珠素材
コヒ　ニュージーランド　ギフト 神戸市 ニュージーランドから直輸入のアクセサリー及びラグビーオールブラックス公式グッズ
神栄化工株式会社 神戸市 クラフトサンダルキット
合同会社SekiHan たつの市 アートや伝統工芸地場産業などを用いたファッションアイテムやデイリープロダクト
株式会社TOMOE 神戸市 iphoneケース　ベルト　名刺入れ　お仏像　仏具　太鼓
株式会社トモヤ 神戸市 チェーンソー用防護ズボン（EN認証取得品）
株式会社日清精工 大阪府 金型屋が作るちょっと便利な商品
株式会社プリンシプル 神戸市 男性向けの革小物　経年変化するタンニン鞣しの中で日本一安い価格を目指しました
株式会社フロネシスワーク 西宮市 オリジナルオードパルファン「KOBE香水物語」他　和をテーマとしたオリジナル香水多種
マック株式会社 神戸市 神戸発祥　日本製　兵庫県産ビーチサンダル
ル・ブラン 神戸市 日本製のトートバッグ、タオルハンカチなど雑貨　婦人・子供の身の回り品
ReuS〈ロイス〉 神戸市 デニムやミリタリーアイテムのリメイク雑貨

 食 分野
天と海と菓子とSANPOU 赤穂市 播磨地域の稀少な黒薬豆を焙煎した国産穀物100％のカフェインゼロ「穀琲」と黒薬豆茶
ISE株式会社 神戸市 食用油精製機
株式会社有馬 香川県 オーガニックチアシードパウダー・ペースト・オイル　オーガニックキヌアパフ　等
淡路島たまねぎ今井ファーム 淡路市 淡路島たまねぎ　淡路島たまねぎスープ　淡路島フライドオニオン、乾燥たまねぎ
株式会社アンデルセンスエヒロ 三木市 神戸マロン、神戸プレミアムパイシュー、神戸スコーン、神戸エクレア他
株式会社伊藤農園 和歌山県 和歌山県産無添加100％ピュアジュース
株式会社稲美乳販 加古郡 鳥取大山「白バラ牛乳」を使用したミルクアイス（かき氷のもと）
株式会社ウエシマコーヒーフーズ 神戸市 レギュラーコーヒー全般（小売用）200g　ドリップバッグ　水出し　リキッドコーヒー等
株式会社上野商店 神戸市 神戸べっぴんものがたり　黒毛和牛ぼっかけ　カラダカイテキパスタ　他
株式会社鍵庄 明石市 味付海苔　焼海苔
菓子工房　菓音 姫路市 今回新たに創作した商品で『銀の馬車道』、五つ星ひょうごのお菓子としても出展したアイテム
株式会社カネトシ 神戸市 樹齢百年の貴重な枯木（こぼく）ゆずを使用した製品の製造・販売・卸
有限会社環健社 神戸市 さよなら涙くん　発酵黒にんにく
株式会社菊屋商店 神戸市 有明産味付海苔ギフト　兵庫県産味付・焼海苔のギフト　卓上ボトル味付海苔　ご家庭用　チャック付袋入味付海苔
株式会社キャセリンハウス 神戸市 緑茶アールグレイ　ほうじ茶アールグレイ　グリーンルイボスアールグレイ
株式会社近畿クボタ 南あわじ市 丹波産コシヒカリ、淡路島産キヌヒカリ、兵庫県産ヒノヒカリ、淡路島産のお米を使った炊き込みご飯、他
株式会社グラノラジャーニー 神戸市 グラノーラ（シリアル）及びグラノーラを使ったチョコレート菓子
株式会社神戸珈琲 神戸市 極ブレンド　カフェインレスドリップ・リキッド　コーヒーダクワーズ　その他神戸珈琲のプライベートブランド製品　等
株式会社神戸マイスター洋菓子倶楽部 神戸市 神戸半熟カステラ　ザビエルのおやつ
神戸瑞穂本舗株式会社 神戸市 チルドもっちもちの生パスタ　冷凍もっちもちの生パスタ
株式会社神戸メリケン工房 神戸市 丹波黒豆ケーキ　神戸ワインパイ　神戸珈琲パイ　神戸レモネードパイ　他
有限会社広和 神戸市 新鮮な食材をいつでも提供　活魚水槽  水の浄化に活性炭
株式会社コンチネンタル通商 神戸市 フリーズドライ、冷凍、常温　農水産加工食品
澤田食品株式会社 神戸市 （常温）いか昆布80g　たこ昆布70g　梅ちりめん80g、　小魚と3種のお豆さん100g、やわらか甘酢いりこ80g　他
有限会社三洋コーポレイション 神戸市 国産若鶏カレー　国産若鶏手羽元カレー、国産若鶏ハンバーグカレーなど
白雪食品株式会社 伊丹市 玉ねぎ奈良漬　吟醸酒粕　粕汁フリーズドライ
株式会社STARS 神戸市 400種類の原料で約2年間熟成し、低温加工のGMP工場でつくられた高品質健康食品　　
株式会社高島商事 神戸市 10種類の味付さきいか（わさび味、コーンポタージュ味等）　お魚ロール（鯛、ハゼ等）
有限会社タズミ商事 神崎郡 ママのこだわり卵　卵黄で作ったこだわりのマヨネーズ　たまごやさんのカステラ　たまごかけしょうゆ
丹波乳業株式会社 丹波市 丹波・但馬の酪農家から集乳した生乳でつくった牛乳とヨーグルト
株式会社寺尾製粉所 姫路市 兵庫県産黒豆茶（ドリップタイプ）、麦茶、穀物ブレンド粉
株式会社BASILUR　TEA　JAPAN 神戸市 スリランカ産新鮮紅茶　水出しアイスティーにも合うフレーバーティー　専属デザイナーの手掛けるブック缶パッケージ
八千蜜屋 小野市 兵庫県産天然はちみつの販売・養蜂業



企　業　名 所在地 展　示　商　品

 食 分野
株式会社ハトヤ 姫路市 かまぼこ屋さんのチーズケーキ、ハトミン、珍味播酒肴
株式会社浜田屋本店 洲本市 玉ねぎ和風ドレッシング　淡路島ソース　たこめしの素　他
有限会社播磨海洋牧場 姫路市 ハーフシェルオイスター　くんせい白子　くんせいカキ　ハモの蒲焼風　たい焼ちゃん
兵庫通商株式会社 神戸市 イベリコ豚の生ハム（ハモン・イベリコ）、サラミ（チョリソ、サルチチョン）、白豚の生ハム（ハモン・セラーノ）
株式会社ファントゥ　NOUEN 岡山県 日本三大ねぎの一つ、岩津ねぎの天ぷら試食／岩津ねぎコロッケ但馬牛入り（冷凍） 
株式会社フレンチサヴォワ 神戸市 ワインジャムやハチミツ
松井味噌株式会社 明石市 昆布シート食品　酵素タブレット　ごまドレッシング　他
松谷海苔株式会社 神戸市 味付のり宴　兵庫産10枚
マルカン酢株式会社 神戸市 食酢、調味酢、ぽん酢、飲用酢、他
株式会社丸八蒲鉾 神戸市 鱧入りてんぷら各種　蒲鉾　おでんなど　調理すり身
株式会社まんでがん 香川県 讃岐もち麦ダイシモチ麦麺　五岳の譽　讃岐もち麦ダイシモチ素麺　五岳の譽　讃岐もち麦ダイシモチうどん　五岳の譽
明和株式会社 姫路市 手延べそうめん・手延べうどん・手延べそば・手延べパスタを含む麺類全般及びギフト商品
MOROKOSHI 神戸市 ｢とうもろこし芯！　抜いちゃいました」日本初！　弊社独自の製法（特許申請済）
株式会社やながわ 丹波市 黒大豆煮豆、丹波栗佃煮、丹波ミルクまんじゅう、丹波まるごとケーキドーナツ、サブレ
株式会社ヤマニ西田水産 淡路市 いかなご、しらす、茎わかめ他小魚の佃煮
株式会社湯の花堂本舗 神戸市 有馬温泉の名産　炭酸せんべい　炭酸クリームサンド　入浴剤
株式会社LANDMADE 神戸市 コーヒーバッグ（ティーバッグ型コーヒー）　カフェオーレベース
有限会社六甲味噌製造所 芦屋市 餃子の味噌だれ、山椒味噌、鯛味噌、酢味噌　他

 食・住 分野
株式会社自然力研究所 京都府 こだわりの健康調味料・自然食品・用途に応じた自然健康食品、再生美容製品
｢宝塚花の里・西谷」ブランド協議会 宝塚市 ノンオイルタイプドレッシング（人参・ねぎ・いちご）　ダリアジェンヌ（ダリアの球根エキスを抽出した化粧品）

 住 分野
アイヴィジョン 明石市 ミューフル化粧品 マイクロバブルトルネード シャワーヘッド
株式会社ウォーター・インスティーチュート 神戸市 水素発生『みなもとスティック』『サイモンプレミアムテープ』『血管美人』　
株式会社エスグロー 神戸市 フェアリールⅠ脱臭・抗菌・防カビ、フェアリールⅡ花粉用、各コーティングスプレー
株式会社エム・エム・エス 神戸市 オリジナルデザインのメモリアル・ノベルティグッズ（フルオーダー）写真データより、レーザー3D彫刻ができるサービス
合同会社オー・ファイン 神戸市 男性用携帯トイレ「ポトレット」
株式会社環境保全研究所（㈱セント・ミーズ・カンパニー） 神戸市 美と健康を通じて地球環境を浄化する商品。混ぜるだけで安心安全な洗剤へと変化させるトリニティーZ　等
KISCO株式会社 東京都 大阪大学と共同開発した加湿器用ウイルス除去剤、マスク及び新製品
有限会社グリーンスペース造園 神戸市 ｢浮かせてキット」水に浮かべて野菜を育てる、魚と観葉植物のコラボを楽しむ水槽
神戸インジャパン株式会社 神戸市 介護に必要　新低圧ベッド　サンソカプセル　他水素水
光緑電池株式会社 神戸市 中型・小型球状シリコン太陽電池モジュール及び応用製品
小柴建材 養父市 化粧石鹸
サイバーテクノロジーズ 神戸市 業務用減菌、消臭製品開発・販売　中年男性のための「加齢臭」対策商品
三紅株式会社 神戸市 ナノソイ・コロイド多機能洗浄剤　水素水製水スティック　水素入浴剤
株式会社CIAOLA 神戸市 店舗デザイン会社が手がける「早い」「安い」「カッコイイ」「どこにでも動かせる」そして、丈夫な建築用コンテナ「INSTACUBE」
TEQLO株式会社 神戸市 アンチエージング・クリーム　Nerium
株式会社ナチハマ 加古郡 洗剤不要のスポンジ、ブラシ、水だけでお肌がつるつるになるボディタオル　等
株式会社ヒラク 神戸市 車内用　サンシェード新型品
Bravo株式会社　もくらぼ神戸 神戸市 93％の不安を安心に『親子で・3日で・トントンデッキ』家族で作り達成する「楽しみ・喜び」から生まれた新商品です。
株式会社Bloom 神戸市 無添加の石けん、ハーブバーム、バスソルトその他化粧水　スキンケアオイル、圧縮ヒノキ材を使用した商品
ホビーショップガネット 西宮市 盆栽のミニチュア模型・盆栽のプラモデル（1/12スケール）
株式会社リアル 神戸市 米ぬか一筋120年。日本女性の素肌美を守る「伝統の和コスメぬかぶくろ」

その他
神戸べっぴんものがたり（神戸商工会議所） 神戸市他 兵庫県内の企業が開発した『美』と『健康』をテーマとした商品
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