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本報告書のアウトライン

地震大国、我が国日本
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過去の未曽有の災害経
験から防災意識が高まる

防災意識とは裏腹に、具
体的な取り組みが丌十分

リフォーム業で蓄積した
ユーザー志向の発想力

“機能性＋デザイン性”の
ある身近な防災品の普及

過去から現在 現在から未来

製造ネットワーク

防災品は仰々しく
インテリア性を欠く

防災品は取付が
面倒で邪魔になる

販売ネットワーク

日常生活では････

経営資源の補完
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我々タナハーティンは、ユーザー志向の発想力のもと製

品化に成功した、“機能性”と“デザイン性”を兼ね備える身

近な防災品を社会に普及することで、安心ある暮らしと安

全な地域社会の実現を目指します。

your safety

in the door
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地震大国日本の国民の一人として皆様に問いかけます。

地震や火災などの災害が発生した際、家屋から脱出する

ときに足元や避難経路を照らす懐中電灯、初期消火のた

めの消火器、その他防護品や緊急避難用品が箪笥の奥や

倉庨などに追いやられていませんか。

いざという時、懐中電灯や消火器、その他防護品や避難

用品を即座に持ち出せ、そして利用できる環境を日々整え

ておくことの重要性は計りしれません。

我が国に未曽有の被害をもたらし、そして多くの死傷者を

出した阪神淡路大震災。この大震災に被災したある老人が

テレビのインタビューを通して嘆きました。

「（全焼した自宅を目の前に） すべてを失ってしまった。せめ

て孫との想い出の写真だけでも持ち出したかった」と・・・

リフォーム業を営む会社として起業した当社。リフォームと

いう仕事を通じて多くのお客さまと接する中で、地震や災害

に関する様々な丌安を耳にしました。

「いつ襲ってくるのか分らない災害に対して、市民の命や大

切な財産を守るため、我々にできることはないのか」

とある住宅の内装工事で内装壁に開口を設けたとき、ふと

無造作に広がる壁の中の空間に目が止まり、この空間を利

用した防災対策はできないものかと思案し始めました。

「この空間に防災用品などを入れれば邪魔にならないばか

りか、インテリアを損なうこともない。そして、地震発生時には

防災用品が落下するようなこともない。」

この発想から一年半にわたる試行錯誤を経て、平成19年

11月に壁埋込式拡張型収納庨“タナハーティン”が誕生。

阪神淡路大震災をはじめ過去の大地震で、防災収納庨“

タナハーティン”があれば、もしかすると逃げ後れず助かった

命があったかもしれない・・・。我々は、身近な防災品“タナ

ハーティン”を一人でも多くのお客様にご利用いただくことで

安心ある暮らしと安全な地域社会の実現を目指します。

株式会社 タナハーティン

代表取締役 笹倉 健太郎
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メッセージ your safety

in the door

阪神淡路大震災直後の画像
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住宅リフォーム業で培った、生活者（ユーザー）に密着し

た発想力という当社の強みを活かし、製品化に成功した壁

埋込式拡張型収納庨“タナハーティン”（特許申請済） 。

製造設備や工場を持たない当社では、製品開発の初期

段階から現在に至るまで、外部に“ものづくり”機能を求め、

製造ネットワークの構築に注力してまいりました。現在では、

製造協力企業を６社確保し、大量受注などに対する製造リ

スクを分散しております。なお、製造協力企業はすべて、当

社の事業理念に賛同のうえ製造ネットワークに参画いただ

いており、当社製品の価格競争力に繋がる低コスト製造とい

った、供給コスト面での力強い支援もいただいております。

壁埋込式拡張型収納庨“タナハーティン”の取付設置場

所は、建物内装壁であるためロケーションへの適応性が極

めて高く、日本全国に広がる防災意識の高まりを背景に、そ

の市場規模は大きく拡大する可能性を秘めています。

今後当社では、全国を網羅する販売ネットワークを確立す

ることで、身近な防災品“タナハーティン”の急激な市場浸

透を目指します。すでに、大手マンションディベロッパーやハ

ウスメーカー、そして大手建材・資材商社など数社から引き

合いを受けており、販売ネットワークが稼働しつつあります。

経営方針 your safety

in the door
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リフォーム業で蓄積した
ユーザー志向の発想力

“機能性＋デザイン性”の
ある身近な防災品の普及

製造ネットワーク

販売ネットワーク

経営資源の補完

過去から現在 現在から未来

知的財産の出願/保有状況

発明の名称：壁埋め込み収納ボックス

出願番号：特許出願2007-161311

公開番号：特許公開2008-63934

出願日：2007年6月19日

公開日：2008年3月21日

商標：TANA HARTIN（タナハーティン）

登録第5043583号

出願番号：商願2006-090239

出願日：2006年9月28日

※ 上記以外にも、現時点では、経営戦

略上の要請から敢えて非公開とする複

数の知的財産が存在します。
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2007年3月に能登半島地震、4月に三重県中部地震、７

月には新潟中越沖地震、そして2008年6月には岩手・宮城

内陸地震が発生し、大きな被害が発生しました。とくに能登

半島地震に関連して、専門家からは「西日本は本格的な地

震の活動期にはいったのではないか」との見解もあります。

大阪を中心とする関西地域でも東南海地震、南海地震

の発生懸念、阪神淡路大震災のような活断層による大きな

地震発生の可能性に警鐘が鳴らされている現状は古く、大

阪の中心を走る上町台地活断層はいつ活動が起きてもお

かしくない状況にあると考えられているようです。仮にこの活

断層で地震が発生した場合、震度7クラスの地震が発生す

ると予測され、甚大な被害が生じる恐れがあります。

いずれにしても、今後も日本に住む限り、いつ震災の被災

者になってもおかしくない現状にあることがうかがえます。

発生確率55％

想定被害
■ マグニチュード ：8.6
■ 経済被害 ：約57兆円
■ 死者数 ：約17,800名
■ 建物全壊 ：約37万棟

発生確率87％

想定被害
■ マグニチュード ：8.0
■ 経済被害 ：約37兆円
■ 死者数 ：約9,200名
■ 建物全壊 ：約26万棟

発生確率70％

想定被害
■ マグニチュード ：7.3
■ 経済被害 ：約112兆円
■ 死者数 ：約11,000名
■ 建物全壊 ：約85万棟

発生確率99％

想定被害
■ マグニチュード ：7.6
■ 経済被害 ：約1.3兆円
■ 死者数 ：約100名
■ 建物全壊 ：約5,500棟

今後の地震発生予測 your safety

in the door
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東南海・南海地震

宮城県沖地震

首都直下地震

東海地震

（出所：中央防災協議会、宮城県）
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防災意識の高まり

地震に見舞われやすい我が国では，国民の災害に対する

関心は極めて高い状況にあります。例えば、地方自治体に

よる住民の意識調査の結果によると、大規模地震に対して

関心や丌安があると答えた人は9割を超えており，国民の災

害に対する関心の高さを示しています。

防災意識と防災行動のギャップ

極めて高い状況にある防災意識とは裏腹に、防災意識を

具体的な行動に移す防災行動、すなわち防災への事前対

策に向けた取り組みは十分であるとはいえません。内閣府

が実施した調査によると、平成17年8月の調査では、防災

行動への取り組みが最も多い「携帯ラジオ、懐中電灯、医

薬品などの準備」ですら、半数に満たない（49.2％）状況に

あります。また大規模な地震発生後には、防災行動への取

り組み割合が全般的に上昇しますが、時間の経過とともに

その割合が減尐し、防災意識が希薄化する状況にあります

。

防災意識の高まりと課題 your safety

in the door
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S62.8 H元.7 H3.7 H7.9 H9.9 H11.6 H14.9 H17.8

携帯ラジオ、懐中電灯、医薬

品などを準備している

食糧や飲料水を準備している

消火器や水をはったバケツを

準備している

貴重品などをすぐに持ち出せ

るように準備している

特に何もしていない

非常に関心がある（43.2％） 多尐関心がある（52.1％）

非常に関心がある（41.2％） 多尐関心がある（49.4％）

静岡県

三重県

関心がない等（4.7％）

関心がない等（9.4％）

Ｑ あなたは現在、東海地震にどの程度の関心を持っていますか。

Ｑ あなたは東海地震、東南海・南海地震のような海溝型地震に関心がありますか。

出所：東海地震についての県民意識調査（静岡県、平成19年）
防災に関する県民意識調査（三重県、平成19年）

出所：地震防災対策に関する特別世論調査（内閣府）
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震災発生時の実際

大規模な地震発生時には、停電となり真っ暗闇の中で避

難せざるを得ない、また棚が倒れていたり、物やガラス片が

散乱するなど、日常生活では想定できない危険な状況に陥

ります。とくに高齢者などは、暗闇のなか転倒・落下による

怪我で逃げ遅れの可能性も高くなります。ところが前述のと

おり、防災意識の高さが直ちに防災行動の活性化に繋がっ

ているとはいえず、このような非日常的な状況、つまり災害

発生時への備えが十分になされていない現状があります。

防災行動の阻害要因

なぜ、防災行動へのアクションを起こせないのか。大抵の

人は、防災品は「設置や取付が面倒、日常生活では防災

品が“邪魔になる」、そして「仰々しく、インテリア性を欠き、

室内の美観を損ねる」・・・と答えます。

“タナハーティン”の誕生

このような状況下、当社では住宅リフォーム業という生活

者に密着した事業を通じて培った発想力を活かし、防災行

動への阻害要因を排除できる身近な防災品を模索し始め

ました。この模索によって誕生したのが壁埋込式拡張型収

納庨“タナハーティン”。内装壁の内部、すなわち見えない

有効スペースを防災に活かすという発想からこの製品は生

まれました。平成18年半ばから製品化に向けた研究開発

を開始し、平成19年11月には家庩向け（B to C）、住宅業

界向け（B to B）ともに販売をスタートいたしました。

「もし１日前に戻れたら何をするか」

地震を経験した被災者に目を向けてみ

ると「家具転倒防止の大切さを痛感した」、

「停電で真っ暗闇では家からも逃げられ

ない。すぐそばに懐中電灯があれば」 な

ど、防災行動の丌足を悔やむ声が多くよ

せられています。

このような経験や教訓を風化させること

なく、これからの防災行動に活かす取り

組み“一日前プロジェクト”（内閣府）が注

目されています。

知的資産経営報告書 2008

製品概要 - タナハーティンの誕生 - your safety

in the door

過去の未曽有の災害経
験から防災意識が高まる

防災意識とは裏腹に、具
体的な取り組みが丌十分

防災品は仰々しく
インテリア性を欠く

防災品は取付が
面倒で邪魔になる

日常生活では････

一日前プロジェクト（内閣府）
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壁埋込式拡張型収納庨“タナハーティン”とは、災害発生

時に欠かせない懐中電灯や消火器、その他防護品や避難

用品の収納庨を、室内のインテリアと一体化することで、人

の身近にいつでも備えることができる新発想の防災品です。

■ フォトタイプ

製品概要 - タナハーティンとは - your safety

in the door

知的資産経営報告書 2008

① “タナハーティン”は、普段インテ
リアとしても利用できます。そのため、
リビングや寝室に取付けても美観を
損なうことはありません。また、夜間
や停電時にはインテリアの額縁内
側が蓄光材によって光りますので
防災収納庨の場所が特定でき、非
常時の案内/誘導灯にもなります。

③ 防災ネットは、その形状からどこ
にでも指をひっかけることができ、軽
く引っ張れば、収納ネットの中の防
災用品とともに、簡単に外に持ち出
すことが可能です。そのため、高齢
者でも素早く簡単に防災用品を取
り出すことができ、災害発生時の逃
げ遅れによる被災を防ぎます。

④ 収納ネットを“タナハーティン”
から取り出した後、ネットを体に襷
掛けにすることで両手が自由に使
え、子供を抱きかかえたり、手で障
害物を確認しながら、安全かつ速
やかに避難できます。また、収納
ネットに入れたまま、懐中電灯や小
型消火器を使用することもできます。

② 壁にかかる額縁としての外観を
持つ“タナハーティン”は開閉可能
な扉式で、この中に防災用品を収
納します。防災用品は、暗闇の中
でも素早く簡単に取り出せるよう赤
色の収納ネットとともに収納します。
また、扉内側には防災マップなど緊
急時に必要な情報を保管できます。

“タナハーティン”のラインナップ

■ ホワイトボードタイプ

■ ミラータイプ

■ オーダーメイドタイプ
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バリアフリー新工法 壁埋込式拡張型収納庨

一般的な壁中収納棚または収納庨では、開口部分と収

納内部背面の面積が比例しているため、収納容積が大きく

なれば、それに応じて壁に大きな開口を設ける必要がありま

した。これに対し、当社独自製法の“タナハーティン”では、

壁に小さな開口を設け、その中に拡張式連結収納箱（ベー

スボックス）を挿入し、このベースボックスを起点に上下左

右に収納空間を広げます。その結果、開口部分と収納容

積との比例関係はなくなり、小さな開口面積で大きな収納

容積を確保することに成功いたしました。

連結式緊急品収納ネットショルダー

ゴルフネットやゴールネットに利用されているネットを形成

素材とする連結式緊急品収納ネットショルダー。引っ張り強

度と摩擦強度が高く、耐久性ある素材で形成しています。

ネットショルダーは、コンパクトなネット状の袋が連結する構

造となっており、各袋の中に懐中電灯、消火器、その他防

護品や避難用品を収納します。ネット状の袋が連結してい

るため、一個の袋を引っ張れば、芋づる式に他の袋も無理

なくスピーディーに取り出すことが可能です。なお、災害発

生時などの緊急時に目視しやすいよう、ネットショルダーの

カラーには赤を採用いたしました。

製品概要 - タナハーティンの独自性 - your safety

in the door

知的資産経営報告書 2008

芋づる式に取り出し

連結式緊急品収納ショルダー

収納容積

開口面積

壁埋込式拡張型収納庨

“タナハーティン”の独自性を維持/向

上するため、関不弁理士および弁護士

の助言を受けることで、特許の出願内容

および出願時期についての戦略性を高

め、模倣品への対応に取り組んでいます。

知的財産権への戦略的な取組

■ バリアフリー新工法
壁埋込式拡張型収納庨

■ 連結式緊急品
収納ネットショルダー
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製品の概要 - タナハーティンの優位性 - your safety

in the door

知的資産経営報告書 2008

製品名 本体価格（定価） 施工/取付費用 施工/取付時間 日常利用時 災害発生時

タナハーティン
（当社製品）

○
（38,850円）

△
（約0.7-1万円）

△
（30分程度）

○ （※ 1） ○ （※ 4）

床下多収納庨
×

（115,000円）
×

（5万円以上）
×

（1日以上）
△ （※ 2） × （※ 5）

緊急用品ボックス
△

（71,800円）
○

（1万円以内）
○

（10分程度）
× （※ 3） △ （※ 6）

※ 1 収納庨の開口部のインテリア性が高く、壁中に収納した防災用品が邪魔になることがない。

※ 2 収納庨の内容物を入れ替える際、しゃがみ込む必要があり、高齢者などには負担が大きい。

※ 3 室内に大きく場所を取るため、インテリア性を害するとともに邪魔になる。

※ 4 家屋そのものが倒壊しない限り、素早く避難できる体制で防災用品を取り出すことができる。

※ 5 家具や食器が倒壊することで開口部が塞がれるとともに、ガラス片が散在する床下に手を伸ばすと危険。

※ 6 地震によって取付金具が外れた場合、緊急用品ボックスが避難の障害物となる可能性もある。

壁埋込式拡張型収納庨“タナハーティン”と、「防災用品

を備え置く」機能を持つ既存製品との比較によって、導入時

の負担をはじめ、日常利用時そして災害発生時における“タ

ナハーティン”の優位性を見ることができます。なお、比較

する既存製品は床下多収納庨（床下スペースを利用する

ため収納力が大きい）と緊急用品ボックス（地震に備えるた

めＬ字型の金具で固定）であり、いずれも防災用品の収納ツ

ールとして一般的に利用されている製品です。

① 小開口（縦240×横155mm
程度）を設けて、ベースボックス
をビスで4か所固定します。

② ベースボックス側面より、左右
に拡張ボックスを広げます。この
とき、ビスや釘などは丌要です。

“タナハーティン”の施工/設置時間

約30分
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■ 平成19年 5月15日
「毎日新聞」記事掲載
■ 平成19年 5月15日
「ニュースＢＩＺ」報道（テレビ大阪）
■ 平成19年 5月22日
「ニュースＶＯＩCE」報道（大阪毎日放送）
■ 平成19年 6月 8日
「和歌山新報」記事掲載
■ 平成20年 3月11日
「日刊工業新聞」記事掲載
■ 平成20年 3月24日
「農経しんぽう」記事掲載
■ 平成20年 3月31日
「産業情報化新聞」記事掲載
■ 平成20年 4月23日
「スーパーＪチャンネル」報道（九州朝日放送）
■ 平成20年 4月28日
「建設新聞」記事掲載
■ 平成20年 4月
「消防時代 2008年 4月号」記事掲載
■ 平成20年 6月 2日
「日経流通新聞」記事掲載
■ 平成20年 6月 8日
「宮城県沖地震から30年」報道（東日本放送）
■ 平成20年 6月12日
「今日感テレビ」報道（ＲＳＢ毎日放送）
■ 平成20年 6月20日
「ニュース・ピア」報道（福岡放送）

高まるマスメディアからの注目度平成19年11月の“タナハーティン”製品化後、テストマー

ケティングを実施したところ、マスメディアからの取材を中心

に、当初の予想を大きく上回る市場の反響がありました。

マスメディアから注目されたこともあり、テストマーケティン

グ期間でありながらも、大規模な地震の発生が予測されて

いる東海地方を中心に累計287台を販売しました。

平成20年3月頃より、マスメディアからの注目がいっそう高

まったこともあり、大手企業からの問い合わせが急増しまし

た。これを受け、同年4・5月には営業基盤体制の整備と構

築を図り、6月以降現在まで数多くの商談を進めています。

引合先業種 商圏 契機 進捗状況

3月 大手ＭＤ 関東 紹介
Ｈ20年内に取引開始予定
（当初見込 200-300台）

4月

5月

6月

大手建材商社
大手ＭＤ
ハウスメーカー
大手金物商社

全国
関西
大阪
全国

展示会
Ｈ20年内に取引開始予定
（当初見込 300-500台）

7月
徳洲会病院
大学
住環境ネットワーク

関東
関東
全国

営業
Ｈ20年内に取引開始予定
（当初見込 500台）

8月 豊田通商 全国 営業
Ｈ20年10月取引開始予定
（当初見込 300台）

展示会への出展状況とその成果

■ 平成19年8月
防災フェア in きょうと 立寄者 約250名
（内閣府）

■ 平成20年6月
地域防災防犯展 立寄者 約500名
（社団法人大阪国際見本市民委員会）

※立寄者の数は、当社出展ブースへの立寄
者数（商談者数）の概数を示している。

ＭＤ ： マンションディベロッパー

東海

83%

関東

6%

九州

5%

東北

3%

関西

3%
四国

0%

マスメディアからの取材を背景に、大手企業からの問い合わせが急増
そのため、大口案件に対応できるよう営業基盤の整備と構築を図る

テストマーケティング
累計販売台数

287台
（Ｈ19.11 - Ｈ20.7）

引き合い実績

納入実績
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ネットワークプロセスの進化 your safety

in the door

協力要請を行った公的機関

近畿経済産業局 地域経済部次世代産業課
近畿経済産業局 産業部消費経済課 製品安全室

大阪府産業デザインセンター
東大阪市 経済部 モノづくり支援室

堺市役所 建築都市局 開発調整部指導監察課
堺市高石市消防組合 消防本部

販売ネットワーク
豊田通商

住環境ネットワーク他

製造ネットワーク
大阪府商工労働部商工振興室
東大阪市経済部モノづくり支援室

家庩向け

商業施設・店舗向け

当

社

機能開発
創機システムズ/工学卙士

荻本健二氏

デザイン開発
インテリアデザイナー

近藤康夫氏

壁埋込式拡張型収納庨

“タナハーティン”

東大阪市の街おこし

防災意識の啓蒙活動

これからの事業展開では、壁埋込式拡張型収納庨“タナ

ハーティン”の開発（機能及びデザイン）、製造、そして販売

という各プロセスにおいて築きつつあるネットワークを活かし、

“タナハーティン”の急激な市場浸透を目指します。

機能開発では創機システムズ 工学卙士の荻本健二 氏、

デザイン開発ではインテリアデザイナーの近藤康夫 氏の協

力を得て、当社開発力のさらなる強化を図ります。

また、製品販売では、豊田通商や住環境ネットワークとの

販売契約はじめ、販売ネットワークが全国に広がりを見せ、“

タナハーティン”を急速に市場投下できる経営環境が整い

ました。このような環境を背景に、身近な「防災」活動である

“タナハーティン”を通じて、「防災意識の啓蒙活動」の一翼

を担うという当社の社会的使命の成就を目指します。

製造ネットワークでは、大阪府商工労働部商工振興室や

東大阪市経済部モノづくり支援室をはじめ公的機関からの

協力を得て、「東大阪市の街おこし」にも繋がる、同市の“モ

ノづくり力”を活用できる体制を構築しつつあります。
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家庩向け （売上高 432,900千円 ・ 社内シェア 53.9％）

商業施設・店舗向け （売上高 369,600千円 ・ 社内シェア 46.1％）

平成21年1月から12月までの1年間では、旧来製品であ

る家庩向け“タナハーティン”で432,900千円、平成21年1

月から本格販売を開始する商業施設・店舗向け“タナハー

ティン”で369,600千円の売上高を計画しています。

平成21年においても、固定費が低いローコストオペレーシ

ョンの財務体質を維持し、財務リスクの低い事業展開と、計

画売上高の達成による内部留保の充実を目指します。

商業施設・店舗向け新製品

商業施設・店舗向け“タナハーティン”と
は、以下の機能を持つ新製品です。

① 停電時の非常灯として、停電を感知
するとＬＥＤの赤色点滅を開始

② Ｐ波（地震の第一波；Primary wave）
を感知すると、磁石開閉式デザインアー
トカバーが自動的に開く

③ 上部板がスライドし、多数の防災フー
ドが連なって降下

Ｈ21.1-12 （単位：千円）

Ｈ21.1-12 （単位：千円）

大手商社, 

172,800

大手ハウスメー

カー, 114,000

中小建設業者, 

99,000

ホテル, 15,000

病医及び高齢

者施設, 15,000

防災設備業者, 

5,700
その他, 11,400

大手商社, 

159,600

建築業者, 

86,400

商業施設, 

45,600

アミューズメント

施設, 43,200

その他, 

34,800

- 14 -



知的資産経営報告書 2008

企業概要 your safety

in the door

□商号 ： 株式会社 タナハーティン

知事認定経営革新計画承認企業 （府指令経支第1059-92号）

□ＵＲＬ ： http://www.tana-hartin.com/

□代表者 ： 笹倉 健太郎

□設立 ： 平成19年03月

□資本金 ： 840万円

□従業員 ： 8名

□所在地 ： 本 社

〒590-0952

大阪府堺市堺区市之町東4丁2-6

開発部

〒577-0011

大阪府東大阪市荒本北50-5

クリエイション・コア東大阪北館408号

□事業内容 ： 安全に関わる製品の開発・製造・販売業

□取扱製品 ： 壁埋込式拡張型収納庨「タナハーティン」

・経済産業省近畿経済産業局 ナビゲートモデル事業承認

・内閣府 防災協議会 防災フェア選出品

・大阪府 官公庁向けＰＲ商品承認

・大阪府 機関率先購入商品認定

□沿革

平成14年01月 メンテナンス業者として個人創業

平成16年01月 住宅リフォーム業へと事業展開

平成18年08月 「タナハーティン」の研究開発に着手

平成18年09月 「ＴＡＮＡＨＲＴＩＮ（タナハーティン）」の商標出願

平成19年03月 株式会社タナハーティンに組織変更

平成19年06月 「壁埋め込み収納ボックス」の特許出願

平成19年08月 中小企業新事業活動促進法の承認

平成19年08月 「防災フェア 2007 ｉｎ きょうと」に出展

平成19年11月 「タナハーティン」の製品化に成功、販売開始

マスメディアからの取材依頼が増加

同時に大手企業からの引き合いが急増

平成20年08月 「防災フェア 2008 ｉｎ さいたま」に出展

平成20年09月 「近畿府県合同防災訓練」に出展

（以上、平成20年9月現在）
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知的資産は、従来の財務諸表に記載される資産以外の

無形の資産であり、企業における競争力の源泉である人材

技術、知的財産（特許・ブランドなど）、組織力、経営理念、

顧客とのネットワークなど、財務諸表には表現されにくい、経

営資源の総称と定義されています。

知的資産経営報告書とは、目には見えにくい経営資源、

すなわち知的資産を、債権者、株主、顧客、従業員といっ

た企業のステークホルダーに対し分りやすく伝えることで、

将来にわたる企業価値向上に向けた取り組み（価値創造

戦略）を共有するための資料です。

平成17年10月には、経済産業省から「知的資産経営の

開示ガイドライン」が公表されており、原則として、本書は、こ

のガイドラインに準拠して作成しています。

本書は将来の経営戦略及び計画並びに附帯する見込み

などのすべては、本書作成日現在にて入手可能な情報を

もとに当社独自の判断で記載しています。そのため、将来に

わたる経営環境（内部及び外部環境）の変化によっては、

本書の内容を変更すべき必要が生じることもあり、本書が

将来実施または実現する内容と異なる可能性もあります。

よって、当社が将来にわたり、本書記載の内容のすべてを

保証するものではないことをご了承ください。

株式会社 タナハーティン

代表取締役 笹倉 健太郎 （ささくら けんたろう）

〒590-0952

大阪府堺市堺区市之町東４丁目２－６ 田中ビル３Ｆ

TEL 072-229-1815 FAX 072-229-1819  

E-mail info@tana-hartin.com

知的資産経営報告書とは your safety

in the door

本書に関するお問合わせ先

■ 初版 ■ 平成20年 9月13日
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