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【インキュベートのみやこ事業】
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会場案内図

京都ビジネス交流フェア２００８ 同時開催事業 インキュベートのみやこ事業

「ベンチャーの都・京都」で活躍する
 インキュベーション施設入居企業 多数出展！

参加企業一覧
【製造業】
イ-1. 京都ナノケミカル株式会社
イ-2. 株式会社清水製作所
イ-3. アレイプロトテック株式会社
イ-4. 株式会社マッチングメソド研究所
イ-5. 有限会社ＨＯＣ
イ-6. 株式会社エックスレイプレシジョン
イ-7. 株式会社センシング京都
イ-8. 成和サプライ株式会社

【研究受託など】
イ-19. 京都スピンラボ株式会社

（ブース№順）

【サービス業】
イ-16. 株式会社シニア・オン・デマンド
イ-17. 株式会社パシオ

【 I T 】
イ-   9. ランゲート株式会社
イ-10. アンティ情報設計株式会社
イ-11. 株式会社レベルト
イ-12. 株式会社数式検索研究所

【商品・ソフト開発】
イ-13. 廣瀬商品開発研究所
イ-14. 株式会社パールトーン
イ-15. 合同会社地域発展研究センター

【デザイン】
イ-18. PLANNING & DESIGN　山倉かずみ

創業支援・ベンチャー育成施設ご案内
【インキュベートのみやこ事業 参画施設】

京都産学公連携機構ホームページ

井手町新産業育成施設【井手町】

問合先：井手町役場　総務部　企画財政課
T E L  ：０７７４－８２－６１６２

宇治ベンチャー企業育成工場【宇治市】

問合先：宇治市役所 市民環境部 産業政策室 産業推進課
T E L  ：０７７４－３９－９４４４

京大桂ベンチャープラザ北館【西京区】

問合先：京大桂ベンチャープラザ
T E L  ：０７５－３８２－１０６２

問合先：京大桂ベンチャープラザ
T E L  ：０７５－３８２－１０６２

京大桂ベンチャープラザ南館【西京区】

京都工芸繊維大学インキュベーションセンター【左京区】

問合先：京都工芸繊維大学
T E L  ：０７５－７２４－７９３３

(財 )京都高度技術研究所 創業準備支援室（StB）【下京区】

問合先：（財）京都高度技術研究所
T E L  ：０７５－３１５－５０５０

( 財 )京都高度技術研究所 ＶＩＬ【下京区】

問合先：（財）京都高度技術研究所
T E L  ：０７５－３１５－５０５０

京都市創業支援工場（ＶＩＦ）【南区】

問合先：京都市　産業観光局　商工部　産業振興課
T E L  ：０７５－２２２－３３２４

京都商工会議所（学生ベンチャー支援ブース）【中京区】

問合先：京都商工会議所ビジネスモデル推進センター
T E L  ：０７５－２１２－６４７０

京都大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー【左京区】

問合先：京都大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
T E L  ：０７５－７５３－７５７１

京都デザインインキュベーション【中京区】

問合先：新風館　TEL：０７５－２１３－６６８８
京都府 商工部 産業支援室TEL：０７５－４１４－４８５３

京都西陣町家スタジオ【上京区】

問合先：特定非営利活動法人 京都西陣町家スタジオ
T E L  ：０７５－４４１－４１００

京都府けいはんなベンチャーセンター【精華町】
問合先：（財）京都産業２１ TEL：０７５－３１５－８６７７
けいはんな 新産業創出・交流センターTEL：０７７４－９８－２２３０
京都府 商工部 産業支援室 TEL：０７５－４１４－４８５４

京都府女性チャレンジオフィス【南区】 
問合先：京都府 府民労働部 女性政策課
TEL：０７５－４１４－４２９１
京都府　女性総合センター　TEL：０７５－６９２－３４３３

京都リサーチパーク【下京区】

問合先：京都リサーチパーク（株）営業部
T E L ：０７５－３１５－９３３３

クリエイション・コア京都御車【上京区】

問合先：クリエイション・コア京都御車
T E L  ：０７５－２５３－５２４２

けいはんなプラザ　ラボ棟 スーパーラボ棟【精華町】

問合先：（株）けいはんな
TEL：０７７４－９５－５１１４

D-egg【京田辺市】

問合先：D-egg
T E L  ：０７７４－６８－１３７８

西陣ＩＴ路地【上京区】
問合先：西陣 IT 路地
T E L  ：０７５－４４１－４１００
京都府 商工部 産業支援室
T E L ：０７５－４１４－４８５３

龍谷大学ＲＥＣ創業準備ブース【伏見区】

問合先：龍谷大学エクステンションセンター
T E L  ：０７５－６４５－７８９２

http://www.kyo.or.jp/sangakukou/index.shtml
編集発行：京都産学公連携機構
デザイン：株式会社パシオ
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【イ-3. アレイプロトテック株式会社】 連絡先：0774-99-4884

雷の被害は落雷だけではありません。近くに落ちた雷で発生する「誘導雷サージ」を受け、パソコンや液晶テレビ、ファックスだけでなく、洗濯機
や冷蔵庫などの家電製品でも「壊れる」ことがあります。
「誘導雷サージ」から電気製品を守るには、弊社の超高速避雷器が最適です。

【イ-10. アンティ情報設計株式会社】 連絡先：0774-95-5160

設計、生産、営業・・・ものづくりのあらゆる現場で感じた『物の外形や機能を、言葉と書類で伝えること』の難しさ。
この苦労を減らすことに貢献することを目標に私たちは３ＤＣＧ技術を提供します。

【イ-16. 株式会社シニア・オン・デマンド】 連絡先：075-241-8888

京都だから面白い、京都でしか出来ない貴重な体験をカタログギフトとして販売。京都にはたくさんの資源（伝統・文化・技術）が眠っています。
地域に存在する資源をギフトとして流通させ、京都の新たな顧客を開拓し、ファンをさらに増やして、地域全体の活性化を目指します。

【イ-9. ランゲート株式会社】 連絡先：075-431-1601

ニュアンスレベルまで完璧な外国語HP制作や中国向けマーケティング、コンサルティングを行っております。
また自社で運営するSNS　lang-8（ランゲート ) では、外国語に熱心な日本人と日本に興味のある外国人が集まっており、そこへの広告出稿を承っ
ております。

【イ-6. 株式会社エックスレイプレシジョン】 連絡先：075-662-5161

京都の伝統文化とものづくりの仕組みに融合して、「X線の匠」として技術開発製作とマーケティング販売を行っています。特に弊社独自の高感度
小型X線カメラとそれを利用した可搬型の小型X線透視装置は製造現場などで手軽に安全に使っていただけます。 

【イ-7. 株式会社センシング京都】 連絡先：0774-64-2716

過去数千年の「人間の知恵」技能から未来普遍的「自然法則」技術への橋渡しの「動的はかり」（静的・経験・アナログ）→（静的・技術・デジタル）
→（動的・デジタル・知能）
ベンチャーフェア JAPAN2008「イケベン：ユニーク大賞」受賞、甘利経産省大臣御来訪

【イ-14. 株式会社パールトーン】 連絡先：075-312-1121

昭和４年の創業以来、呉服や文化財に対し撥水、防汚加工を付与。風合いや通気性を損なわずに機能加工を付与するという高い技術力を活かし、
昨今ではインテリアファブリック、化合繊や皮革といったアパレル、木材をはじめとする建材、工業部品に至るまであらゆる分野に「安心」を提供。

【イ-4. 株式会社マッチングメソド研究所】 連絡先：075-451-8555

天然由来抗生物質「カテキンミセル™」。本来水溶性であるカテキンを脂溶性に変えることに成功しました。
従来から知られている水溶性カテキンの効能のほかに、新たな効能を確認できました。黄色ブドウ球菌、緑膿菌に対する滅菌効果はもちろん美白効
果、抗酸化作用、等も確認しています。

【イ-11. 株式会社レベルト】 連絡先：075-417-1951

Sazanca は 3キャリアに対応した携帯サイト専用のアクセス解析ASPサービスです。全てのサーバ環境に対して導入可能な「タグ型」による
サービス。PV数やランキング、キャリア分布や端末属性等が解析可能。即日利用でき日本最安値。携帯サイトに応じたカスタマイズや効果測定も
可能です。

【イ-12. 株式会社数式検索研究所】

数式をキーワードとした教材検索・論文検索システム
数学CMS（数学コンテンツ管理システム）
数学コンテンツ作成

【イ-2. 株式会社清水製作所】 連絡先：0774-44-9221

京都で木型メーカーとして創業した当社は、素材（木・金属）の切削技術を極めて参りましたが、現在はこの既存技術と真空封止・維持技術を融合
させた新製品・新商品の開発を進めております。
私達の融合技術によって、皆様に真空技術を身近に感じて戴ける様な製品開発が当社の使命です。

【イ-19. 京都スピンラボ株式会社】 連絡先：075-724-8811

「電子スピン計測に関連するトータルな頭脳集団・・・ＫＳＬ」　弊社は電子スピン計測分野でのスペシャリストを擁しています。企業様のコアコン
ピタンスを構築するため、可能な限り持続性のある研究の受託業務を通じて、お手伝いが出来るものと確信しております。

【イ-1. 京都ナノケミカル株式会社】 連絡先：075-662-3910

シングルナノ金属分散液の製造販売及び、シングルナノ金属の環境浄化触媒等への応用開発を進めています。
京都大学と共同で開発したＣＯ常温酸化触媒等、ナノ粒子を用いた応用製品は高く評価され「経済産業省　産業クラスター計画　関西フロントラン
ナー大賞２００８」を受賞しました。

【イ-18.PLANNING & DESIGN　山倉かずみ】 連絡先：075-441-8467

テキスタイルデザインを主流とし商品開発に関するマーケティング、ブランディング、企画商品開発等を各社の企業形態に合わせ行なっております。
京都の技術を生かした自社ブランド「ＭＯＮ」デザイン雑貨開発販売中。京都発記念品製作も受け賜ります。

【イ-8. 成和サプライ株式会社】 連絡先：075-257-5211

センサー関連の電子機器やオゾンによる環境改善機器等の企画・設計・製造・販売を行っています。
弊社オゾン発生体（特許取得済）は高温･高湿度の悪条件下でも発生能力を維持したままで長期使用が可能であり、しかも小型です。オゾンを有効
活用する技術を未来へつなぎます。

【イ-15. 合同会社地域発展研究センター】 連絡先：075-211-3032

合同会社地域発展研究センターは立命館大学大学院先端総合学術研究科院生と関西大学院生による、地域資源を利用して地域社会の再生に取り組む
学生ベンチャー企業です。再生可能な京都の森林資源を木質ペレットに転換する、エネルギーの地産地消事業を展開中。

【イ-5. 有限会社ＨＯＣ】 連絡先：0774-68- 1567

普段私たちが無意識に、またごく当然のように接している光を、HOCは限りない可能性に導くため“レンズ・プリズム・ミラー”を通し、さまざ
まな分野に活かしています。お客様の信頼を力とし、現在そして未来に視野を向けテクノロジーの進化追求に励んでおります。

【イ-13. 廣瀬商品開発研究所】 連絡先：0774-99-4660

弊社は主にＩＴ、家電商品、試験装置、設備等の開発製造を行なっております。今回は天然素材「樹皮」から独自抽出した消臭剤（Ｄａｓｈ‘１２３）
を商品化しました。安心・安全で地球にやさしい商品です。

【イ-17. 株式会社パシオ】 連絡先：075-212-6504

（ブース№順）

お金よりも“努力”が報われる人材採用活動をサポートします！
・中小企業のための共同求人サイト「京つうブログリクルート」の運営
・辞めない人材を採用するための人事コンサルティング


