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京都試作フォーラム2010のご案内
平成21年度京都中小企業技術大賞等受賞企業決定
平成22年度きょうと元気な地域づくり応援ファンド支援事業助成金
平成21年度「きょうと農商工連携応援ファンド」採択企業紹介
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 1 Management & Technology for Creative Kyoto

日　時 � 2010年2月18日（木）〜19日（金）10：00〜17：00
会　場 � パルスプラザ（京都府総合見本市会館）京都市伏見区竹田

（地下鉄「竹田」下車　シャトルタクシー運行）
主　催 � 京都府、財団法人京都産業２１
共　催 � 財団法人京都府総合見本市会館
後　援 � 近畿経済産業局、京都市、京都商工会議所、社団法人京都経済同友会、社団法人京都工業会
協　賛 � �株式会社イシダ、NTT西日本 京都支店、大阪ガス株式会社、オムロン株式会社、京セラ株式会社、

株式会社京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、社団法人京都府情報産業協会、
京都リサーチパーク株式会社、サムコ株式会社、株式会社島津製作所、
大日本スクリーン製造株式会社、株式会社日進製作所、日新電機株式会社、株式会社村田製作所、
株式会社ユーシン精機、ローム株式会社（50音順）

入場
無料

ものづくり加工技術展　出展企業一覧　134社・18グループ

●自動化機器・生産設備設計～製作
生田産機工業㈱
㈱エナミ精機
NKE㈱
㈱北村鉄工所
㈲共同設計企画
㈲シバタシステムサービス
秀峰自動機㈱
㈱積進
㈱セブン・エンジニアリング
㈱ティ.アイ.プロス
ハムス㈱
㈱メカテック
㈱メカニック
㈱山岡製作所
㈱山科電機製作所

●金型設計～製作
㈲河原崎製作所
㈱澤村精工
㈱タイヨーアクリス
プロニクス㈱
㈱山﨑

●精密機械加工
㈱有田製作所
アルフォース
㈱SKY
㈲エスユー
㈱N.P.F.
㈱オージーファイン
荻野精工㈱
㈱桶谷製作所
㈱カワオカ製作所
㈱川口金属
木曽電子工業㈱
㈱木村製作所
㈱協進精機
㈱協和製作所
小西精工㈱

㈱阪口製作所
㈱坂製作所
佐々木機械㈱
㈱三翔精工
㈱山豊エンジニアリング
㈱シオガイ精機 グループ
城陽富士工業㈱
瀬川金属工業㈱
太陽機械工業㈱
大和技研工業㈱
㈱髙橋製作所
㈱タムラ
㈲飛永製作所
㈱長濱製作所
㈱名高精工所
西村鉄工㈱
㈱日昌製作所
㈲八川製作所
ヒロセ工業㈱
ベノック㈱
㈱丸山製作所
㈱ミネヤマ精機

●精密板金・製缶加工
伊東板金工業㈱
㈲植田製作所
掛津アーム㈲
㈱神村製作所
㈱コーシン
㈱新和工業
㈱新和製作所
㈱誠工社
㈱セイワ工業
㈲創研社
㈱大栄製作所
㈱田中鈑金
㈱長谷川精密板金
㈱人の和テック
富士ウェルテック㈱

㈱藤塚工業
㈲松田精工
㈱素久製作所
㈲山田車輌

●鍛造・鋳造
㈱大宮日進
田中精工㈱
㈱徳本
㈱プロト
㈱峰山鉄工所

●表面処理・塗装
㈱旭プレシジョン 京都西工場
上田鍍金㈱
協業組合 丹後熱処理センター
㈱キョークロ
南栄鍍金㈱
パーカー加工㈱
プラスコート㈱
メテック北村㈱

●特殊加工
泉工業㈱
エヌシー産業㈱
中沼アートスクリーン㈱
㈱ビースパッタ

●成型・樹脂機械加工
㈱セネック
東海電工㈱
常盤電機商会㈱
㈱西山ケミックス
㈱ムラカミ

●電気・電子機器
㈱朝日計器製作所
㈲イーダブルシステム
㈱イー・ピー・アイ
栄進電機㈱／ PROTEC
㈱オーランド
京都でんき試作ねっと
コスモ機器㈱

「京都ビジネス交流フェア2010」のご案内
産・学・公が集う！　京都最大規模のビジネスイベント
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「京都ビジネス交流フェア2010」のご案内

両日開催　10：00 ～ 17：00

2月18日（木）開催　10：30 ～ 12：10

㈱3Dウィン
双和電機㈱
高槻電器工業㈱
㈱西嶋製作所
㈱日進クゼ
日本電気化学㈱
ハイデック㈱
㈱パントス
㈱富士電工
㈱保全工業
㈱松本電機製作所
㈱ミツワ電子器製作所
㈱ラインアイ
㈱理工化学研究所

●木材工芸・木型
㈲廣部機型製作所

●情報技術・ソフト
京都制御ソフト工場（KCSF）

シスポート㈱
㈱ソフトクリエイター
ランゲート㈱

●試作
北京都大物試作ネットワーク
京都試作センター㈱
京都試作ネット
京都伝統工芸試作ねっと
㈲杉浦商店
丹後試作隊
㈲永政
㈱ミタテ工房
㈱ヤスダモデル

●その他
京都銘板㈱
㈱さんけい
㈱松栄堂
㈱東洋レーベル

ニューリー㈱
Fixテクノロジア㈱
風匠工房
美濃商事㈱
㈱渡辺義一製作所

●グループ・団体
受注グループ協会エージィフレンド久御山
機青連・経営基盤強化研究部会(K4)
協同組合 日新電機協力会
京都機械金属中小企業青年連絡会
京都伝統産業協働バンク
京都府電子機器工業会
京都府鍍金工業組合
京滋プラスチックリサイクル工業会
丹後機械工業協同組合
日新青研協同製作チーム

【お問い合せ先】 （財）京都産業21 事業推進部 市場開拓グループ TEL：075-315-8590  FAX：075-323-5211
E-mail：market@ki21.jp

ものづくり加工技術展
京都府内のものづくり中小企業134社・18グループによる技術展示。

大展示場
㈶京都産業21 市場開拓グループ

TEL：075-315-8590
E-mail：market@ki21.jp

受発注商談会（11：00 ～ 16：15）
自社製品の品質向上（モデルチェンジ）、コスト削減、新商品の企画等のために新技術、
新工法を求め他社との連携を模索するメーカーと独自技術の開発等、優秀な技術を持
ち提案型営業を得意とする中小企業とのマッチングの場を提供します。面談をご希望の
方は、事前申込みが必要です。※申込み受付は終了しています。

大展示場
㈶京都産業21 市場開拓グループ

TEL：075-315-8590
E-mail：market@ki21.jp

きょうと連携交流ひろば2010
新たな“連携”のヒントを見つけるため積極的に“連携”に取り組んでいる大学、企業グ
ループ、金融機関、各種支援機関、産学公研究開発グループなどが集い、経営革新や新
事業チャレンジ支援等の事例、事業報告、成果の展示・発表を行います。併せて、本年度
技術顕彰受賞企業の技術展示を行います。

第１展示場
㈶京都産業21 連携推進部
TEL：075-315-9425

E-mail：suishin@ki21.jp

京都“ぎじゅつ”フォーラム2010
（１）平成21年度京都中小企業技術大賞　表彰式
（２）講演　テーマ　「二次電池の用途拡大と自動車分野への展開」

講　師　株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション
　　　　経営戦略統括部 課長　沢井　研 氏

稲盛ホール
㈶京都産業21

経営革新部　経営企画グループ
TEL：075-315-8848

E-mail：keieikikaku@ki21.jp

多数のご来場をお待ちしています。多数のご来場をお待ちしています。 京都ビジネス交流フェア2010 検索

ジェトロ京都情報デスク国際化セミナー
テーマ：「金融危機後の国際経済の現状と今後の展望」
講師：ジェトロ海外調査部国際経済研究課 課長　東野�大 氏

５F　ラウンジ
㈶京都産業21

ジェトロ京都情報デスク
TEL：075-325-2075

E-mail：jetro-kyoto@ki21.jp

2月19日（金）開催　13：30 ～ 15：30
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きょうと連携交流ひろば2010
日　時 � 2010年2月18日（木）～19日（金）10：00～17：00
会　場 � パルスプラザ（京都府総合見本市会館）　第1展示場

　“きょうと連携交流ひろば2010”は、産学連携や企業連携に積極的に取
組んでいる大学、企業連携グループ、金融機関、各種支援機関、産学公研
究開発グループなどが集い、経営革新や新事業チャレンジ支援等の事例、
事業報告、成果発表を通して、新たな“連携”のヒントを見つけていただくた
め開催します。併せて本年度技術顕彰受賞企業の技術展示を行います。

農商工連携・新連携等支援ゾーン

NPO都市農村交流ネットワーク、農業ビジネスセンター京都、㈱演算工房、㈱大木工藝、㈱加悦ファーマーズライス、
京都府農林水産技術センター、（協）京のほんまもん塾、㈱きたやま南山、㈲篠ファーム、園部農業開発公社、㈱大建、
㈱髙岡、㈱ナカデケイラン、㈱Hibana、もえぎグループ、和束町雇用促進協議会、（独）中小企業基盤整備機構近畿支部、

鳥取県関西本部

企業連携ゾーン

京都産業21環の会（KSR）、京都MFCA研究会、京都マネージメント研究会、きょうとマーケティング研究会、
Kyoohoo?!、ライフサイエンス研究会、京都府中小企業技術センター“京都ものづくり若手リーダー育成塾”

産学連携ゾーン

京都大学、京都学園大学、京都工芸繊維大学、京都産業大学、京都精華大学、京都造形芸術大学、京都府立大学、
京都府立医科大学、同志社大学、同志社女子大学、立命館大学、龍谷大学、国立舞鶴工業高等専門学校、

京都府立宮津高校、京都府立峰山高校、京都府立工業高校、（独）科学技術振興機構JSTイノベーションプラザ京都

金融機関ゾーン

㈱京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、㈱滋賀銀行、㈱南都銀行、㈱日本政策金融公庫

産学公研究開発グループゾーン

朝日レントゲン工業㈱、㈱ウィルコム、㈱オクトパス、木下電子工業㈱、コフロック㈱、㈱ミツワ製作所

新事業チャレンジゾーン

きょうと元気な地域づくり応援ファンド支援事業助成金採択事業者（約20社）

京都府元気印認定企業

栄進電機㈱、㈲シバタシステムサービス、㈲篠ファーム、ミヤコテック㈱、㈱リテールマネージメントプランニング

技術顕彰受賞企業ゾーン

㈱イースクエア、JOHNAN㈱、㈱富永製作所、福知山重工業㈱、二九精密機械工業㈱、マルホ発條工業㈱
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京都ビジネス交流フェア2010「きょうと連携交流ひろば2010」

●プレゼンテーション　［第一展示場内　プレゼンテーションコーナーにて開催］
2月18日（木）　10：30 ～ 14：30　 10：30より産学公研究開発グループ成果発表として、平成20・21年度京都府環境産業等

産学公研究開発支援事業の成果報告を行います。
13：30からは、平成21年度技術顕彰受賞企業のプレゼンテーションを行います。

2月19日（金）　13：30 ～ 15：00　 13：30より、地域活性化の新しい施策として注目される「農商工連携」について、国や府の
支援施策を案内するとともに、意欲的な先進事例について、（独）中小企業基盤整備機構から
の講演とともに、鳥取県と京都府内の取組み状況について事例報告を行います。

プレゼンテーションのテーマ
　プレゼンテーションはそれぞれ15分〜 20分程度で行われます。ご関心、ご興味のあるテーマだけの参加も大歓迎です。

2月18日（木）　10：30 ～ 14：30
●京都府環境産業等産学公研究開発支援事業成果発表

10：30 コフロック㈱ 「資源再利用を目的とした気体分離材の研究開発」
10：50 ㈱ミツワ製作所 「繊維系廃棄物の簡易ペレット化装置開発」
11：10 朝日レントゲン工業㈱ 「骨梁形態測定機能付歯科用パノラマX線装置に関する研究開発」
11：30 木下電子工業㈱ 「障がい者向けコミュニケーション支援機器のプラットフォーム開発に関する実証実験」
11：50 ㈱オクトパス 「不正端末接続防止機能を持つセキュアなモバイルポイントに関する実証実験」
12：10 ㈱ウィルコム 「次世代高速データ通信による観光地ライブ映像（京福電鉄沿線）の伝送・配信の実験」

●平成21年度技術顕彰受賞企業プレゼンテーション
13：30 ㈱イー・スクエア 「常圧プラズマ表面処理装置[Exsurfシリーズ]」
13：45 JOHNAN㈱ 「コンプレッサードレン廃水処理装置［ドレントーレ］」
14：00 ㈱富永製作所 「中性殺菌電解水生成装置［アクラリーテ］」
14：15 二九精密機械工業㈱ 「難加工材料であるβチタン合金のパイプ化と微細加工技術の融合」

2月19日（金）　13：30 ～ 15：00
農商工連携フォーラム

農林漁業者と商工業者がお互いの強みを活かして連携し、新しい商品やサービスの開発・販売を行うことにより、雇用や所得向上、地域
活性化を実現する「農商工連携」の取組みについて、国や府の支援施策を案内するとともに、意欲的な先進事例をご紹介します。

13：30 農商工連携について
テーマ：「地域を元気にする農林水産業と商工業のコラボレーション『農商工連携』〜工業技術の新たな用途開発に向けて〜」
講　師：多田　知史 氏

独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿支部プロジェクトマネージャー

14：20
14：40

農商工連携事例報告
鳥取県　テーマ：「あご入り鰹ふりだしで地域を元気に」 講　師：種子　晋司氏　㈱ヘイセイ 代表取締役社長
京都府　テーマ：「農商工連携の現実と可能性」 講　師：楠本　貞愛氏　㈱きたやま南山 代表取締役社長

【お問い合せ先】 ㈶京都産業21 連携推進部 TEL：075-315-9425  FAX：075-314-4720
E-mail：sangaku@ki21.jp

きょうと連携交流ひろば2010 検索
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京都ビジネス交流フェア2010同時開催事業のご案内

「京都ビジネス交流フェア2010」同時開催事業のご案内

インキュベートのみやこ推進事業
京都府内インキュベート施設入居企業の製品・技術展示等の連携・マッチングの場

大展示場
京都府商工労働観光部

ものづくり振興課
TEL：075-414-4852

E-mail：monozukuri@pref.kyoto.lg.jp

ものづくりの課題解決のためのデザインマッチング
KYOTO DESIGN WORK SHOW
社会や顧客に向けて新しい価値を創造し、提供するために必要不可欠な「デザイン」
を得るチャンスです！

大展示場
京都府中小企業技術センター

企画連携課
TEL：075-315-9506

E-mail：design@mtc.pref.kyoto.lg.jp

京都商工会議所　知恵産業のまち・京都の推進
―京都府ビジネスモデル創出事業　認定企業を紹介します―
○中小企業でも導入可能な世界SaaS 次世代ワークフロー「Questetra BPM Suite」 ㈱クエステトラ
○個別対応だからこそ安価に出来る フルオーダー生産管理システム「一寸法師」 …㈱フェムト

大展示場
京都商工会議所

知恵ビジネス推進室
TEL：075-212-6470
E-mail：bmpj@kyo.or.jp

i-MiEV（電気自動車）展示・試乗
展示・試乗協力：京都三菱自動車販売株式会社
展示・試乗受付：大展示場

※試乗はパルスプラザ周辺道路となります。

下請取引改善講習会
「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の概要」
「下請代金支払遅延等防止法の詳細」「下請適正取引ガイドラインの説明」等受講対象
者は主に資材、購買、外注等の業務を担当、または管理されている方々など。
事前申込みが必要です。詳しくは右記へお問い合わせください。

５F　ラウンジ
㈶全国中小企業取引振興協会

下請取引改善講習係
TEL：03-5541-6688

URL：http://www.zenkyo.or.jp

エコビジネスセミナー
【第1部】環境ビジネス講演会（10：30 〜 11：20）
　「環境ビジネスの市場動向とこれからのビジネスチャンス」

講師：安藤�眞 氏（エコビジネスネットワーク代表）
【第2部】環境ビジネス研究成果発表（11：20 〜 11：50）
　「㈶地球環境産業技術研究機構（RITE）の概要と産業界との連携」

講師：村上�嘉孝 氏（RITE産業連携推進本部専門役）
【第3部】環境ビジネス事例発表（11：50 〜 12：30）
　「電気自動車の充電インフラ整備事業について」　

講師：河崎�吉則氏（日新電機株式会社 技術開発研究所システム研究センター部長）

５F　ラウンジ
京都産業エコ推進機構事務局：

京都府ものづくり振興課
TEL：075-414-4852

URL：http://www.kyoto-eco.jp/entry/index.html

両日開催　10：00 ～ 17：00

2月18日（木）開催　13：00 ～ 16：00

2月19日（金）開催　10：30 ～ 12：30

【お問い合せ先】 ㈶京都産業21 事業推進部 市場開拓グループ TEL：075-315-8590  FAX：075-323-5211
E-mail：market@ki21.jp

京都ビジネス交流フェア2010 検索
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京都試作フォーラム2010のご案内

日　時 � 平成22年3月3日（水）�13：00〜17：00
（講演・プレゼンテーション　13：30 〜 16：30　展示商談会　13：00 〜 17：00　※交流懇親会 17：15 〜）

会　場 � 京都リサーチパーク　サイエンスホール（東地区1号館4階）（京都市下京区中堂寺南町134）

主　催 � 京都府、㈶京都産業21、京都試作センター㈱

共　催 � 京都試作産業推進会議

内　容 � ◆基調講演　13：35〜

テーマ：「オープンイノベーションのすゝめ」
講　師：大阪工業大学工学部　技術マネジメント学科　客員教授　松本　毅 氏

（大阪ガス㈱技術戦略部　企画チーム　オープンイノベーション担当部長）

◆プレゼンテーション　15：10〜

京都試作センター㈱　　京都試作産業プラットフォームについて

各試作グループ代表　　『各試作グループのセールスポイント』

（機械金属、アルミ加工、超大物加工、鋳鍛造、電子・電機、制御ソフト

繊維製品、伝統工芸品、デザインモデルetc）

◆展示商談会　13：00〜17：00

（フォーラム会場にて常時展示しています。）

各試作グループが試作品等サンプルを展示。

試作のご相談、ご依頼も承ります。

◇交流懇親会　フォーラム終了後、館内レストラン『PATIO』にて開催します。

※参加費　お一人様　1,000円

〈対　　象〉　・ものづくり発注メーカー試作・開発ご担当者様

・試作に関するお取引をご仲介いただける企業OBの皆様等

〈定　　員〉　150名

〈申込方法〉　ホームページ（http：//www.ki21.jp/sisaku/forum2010/）の専用フォームからお申込み下さい。

〈申込締切〉　2月26日（金）

【お問い合せ先】 ㈶京都産業21 連携推進部 企業連携グループ TEL：075-315-8677  FAX：075-314-4720
E-mail：renkei@ki21.jp

京都試作フォーラム2010〈知恵と技のコラボレーション〉
　近年、“オープンイノベーション”と言われる、企業が積極的に有力な外部資源を活用した研究開
発の取組みが活発に行われるようになりました。京都府においても、これら研究開発のスピード化、
効率化に応えるため「試作」を新たな産業（新京都ブランド産業）として育成し、行政・産業界をあげて

「京都試作産業プラットフォーム」の構築を推進しています。
　その一環として、このたび、“オープンイノベーション”の重要性を認識し、その効率化を図るため
の講演と京都試作産業プラットフォーム（京都試作センター㈱及び各試作グループ）のポテンシャル
をご理解いただくためのプレゼンテーション及び展示商談会を開催します。
　オープンイノベーションに積極的に取組み、試作に様々な課題・関心をお持ちの企業の皆様、是
非、多数ご来場いただきますようご案内申し上げます。
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平成21年度京都中小企業技術大賞等受賞企業決定

平成21年度京都中小企業技術大賞等受賞企業決定
～大賞はマルホ発條工業株式会社～
　財団法人京都産業21では、新製品・新技術の開発に成果を上げ、京都産業に貢献した府内の中
小企業及びその技術者の功績を讃える平成21年度京都中小企業技術大賞等を決定しました｡今回
大賞を受賞したマルホ発條工業株式会社は、平成９年度の優秀技術賞に続いて二度目の受賞であ
り、得意の精密バネ技術をもとに、新分野である医療分野へ進出したものです。
　なお、表彰式は平成22年2月18日（木）にパルスプラザ（京都府総合見本市会館）で開催する「京
都“ぎじゅつ”フォーラム2010」（「京都ビジネス交流フェア2010」開催事業）において行います｡

◆京都中小企業技術大賞
製品・技術 企業名 代表者

先端医療用微細金属加工技術
（血管超音波内視鏡用デバイス、脳動脈瘤治療デバイス）

マルホ発條工業株式会社
（京都市下京区）

代表取締役社長
奥　康伸

◆京都中小企業優秀技術賞
製品・技術 企業名 代表者

常圧プラズマ表面処理装置「Exsurfシリーズ」 株式会社イー・スクエア
（久世郡久御山町）

代表取締役
高島　賢二

コンプレッサードレン廃水処理装置「ドレントーレ」 ＪＯＨＮＡＮ株式会社
（宇治市）

代表取締役
山本　高春

中性殺菌電解水生成装置「アクラリーテ」 株式会社富永製作所
（京都市中京区）

代表取締役社長
斉藤　房一

繊維を傷めない水洗いを可能にした「無重力バランス洗浄装置」 株式会社ハッピー　
（宇治市）

代表取締役
橋本　英夫

フラックスコアードワイヤー製造装置 福知山重工業株式会社
（福知山市）

代表取締役社長
中本　宏樹

難加工材料であるβチタン合金のパイプ化と微細加工技術の融合 二九精密機械工業株式会社
（京都市南区）

代表取締役社長
二九　良三

※　標記の開発に貢献した技術者の方々に京都中小企業優秀技術者賞が贈られます。
※　各受賞企業については、本誌４月号以降で順次ご紹介する予定です。

【お申し込み・
お問い合せ先】 ㈶京都産業21 経営革新部 経営企画グループ TEL：075-315-8848  FAX：075-315-9240

E-mail：keieikikaku@ki21.jp
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平成22年度きょうと元気な地域づくり応援ファンド支援事業助成金

対象事業者   
　1 府内において創業をしようとする者
　2 府内に事業所を有し、経営の革新を行おうとする中小企業者
　3 府内に事業所を有し、創業又は経営革新を行おうとするNPO法人等

対象となる事業対象事業者   
　京都府内の伝統、文化、自然、景観などの地域資源の活用や地域の課題解決に資する新しい事業で、次に掲げるもの

　1 地域の農林水産物資源を活用した事業
　2 地域の伝統産品資源を活用した事業
　3 地域の鉱工業品の技術を活用した事業
　4 地域の観光資源を活用した事業
　5 商店街の活性化に役立つ事業
　6 福祉向上・子育て支援に役立つ事業
　7 環境対策に役立つ事業　　等

助成金   
　助成率 対象事業費の2 ／ 3以内
　助成限度額 300万円以内

申請方法   
　別途配布の募集要領（平成22年度版は平成22年3月に配布予定）により申請してください。事業の実施区域を所轄する京
都府の広域振興局商工労働観光室（京都市・乙訓地域においては、（財）京都産業21経営革新部）に持参してください。

審査・採択   
　審査委員会において、書面と面接による審査を行い、事業の新規性、将来性、地域経済への波及効果などを総合的に判断
の上、助成事業を採択します。

ハンズオン支援   
　申請者は事業計画の策定や事業化に際して、中小企業診断士や商工会議所、商工会の経営指導員等から指導を受けること
ができます。

募集期間（予定）   
　平成22年3月15日（月）〜 4月30日（金）

【お問い合せ先】

財団法人京都産業21経営革新部
京都府商工労働観光部産業労働総務課
京都府山城広域振興局商工労働観光室
京都府南丹広域振興局商工労働観光室
京都府中丹広域振興局商工労働観光室
京都府丹後広域振興局商工労働観光室
各商工会議所・商工会

TEL：075-315-8848 
TEL：075-414-4819 
TEL：0774-21-2103 
TEL：0771-23-4438 
TEL：0773-62-2506 
TEL：0772-62-4304

地域力の再生につながるビジネスを支援します！
平成22年度きょうと元気な地域づくり応援ファンド支援事業助成金

　きょうと元気な地域づくり応援ファンドは、関係機関の出資を受けた基金（50億円）の運用益を活
用し、地域の様々な資源を活用した新しい事業にチャレンジする中小企業者等に対して、その事業
の立ち上げ経費の一部を助成し、事業化を支援することで、地域力の再生を図ろうというものです。
平成21年度は144件の応募をいただいた中から、様々な魅力的なビジネスプランの中から36事業
について採択しました。平成22年度においても、下記の要領で実施します。
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㈶京都産業21では、京都府の「きょうと農商工連携応援ファンド」を管理・運営し、府内の農林水
産業者と中小企業者が連携し、強みを生かして創業や経営の改善・向上を図る取組みに対して助成
金を交付し、新たな京都ブランドの創造や地域経済の活性化を図る事業を応援しています。今年度
採択された企業の事業取組み、今後の展開等についてご紹介します。

●丹後地方の酒造り
　京都府北部の丹後由良は、日本海と大江山連峰に挟
まれた風光明媚な砂州に位置しており、「由良の門をわ
たる舟人かぢをたえ行方もしらぬ恋の道かな」という
小倉百人一首の歌や山椒大夫の安寿と厨子王にまつわ

ハクレイ酒造株式会社（京都府宮津市）

「酒造りの技術と精神を活かした
農商工連携の展開」

る伝説の地としても知られています。ハクレイ酒造㈱
は、美しい自然とロマンに彩られた地において天保3
年（1832年）から創業し、創業時からの酒蔵を現在で
も使用する蔵元。丹後地方には、昔から多くの蔵元が
酒造りを生業としてきましたが、蔵元は大幅に減少し
ている中で、現在まで積極的な事業展開をしてきた蔵
元の一つとして知られています。

●ハクレイの事業展開
　日本酒の消費は年々減少し、日本酒市場は厳しさを
増していますが、こうした中11代目に当たる現在の
社長中西哲也氏の酒造りへのこだわりと蔵元としての
地域貢献を目指す姿勢は並々ならぬものがあります。
　天の恵みである水との調和を大切にするために大江
山連峰から流れ出る不動の滝から取水した不動山水の
利用、農閑期の出稼ぎ雇用であった杜氏を常時雇用す
ることで技術力に磨きをかけ、酒米についてもその生
産者全員が農薬や化学肥料を減らして環境に優しい農
業を実践するエコファーマーとして認定されていると
いったこだわりようです。そうした努力が認められ、
全国新酒鑑評会でたびたび金賞を受賞しているだけで

きょうと農商工連携応援ファンド採択企業紹介

由良の風情ある町並み
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平成21年度「きょうと農商工連携応援ファンド」採択企業紹介

なく、日本酒は飛行機のファーストクラスでの搭載酒、
高級和食料理店でも採用された実績を持っています。

●目指している方向と新たな連携の創造
　中西社長は、「蔵元は、酒を造っ
て客に売ることで利益を上げる
ことが使命だとは考えていない。
事業を展開することによって地
元に収益を還元させ、地域に貢
献し、地域に必要とされる蔵元
を目指している。そうした使命
を果たしていくためには、時代
に適用した酒造り変わり続ける
ことが必要となる。」という理念
の下、酒蔵を見せる見学会を開
催したり、若い女性をターゲッ

トにしたリキュールづくりや酒造りの副産物である酒
粕を原料にし、地元パティシエの協力も得て、ロール
ケーキやスイーツの開発にも取組んでいます。
　また、地元の農産物をお酒として加工したいという
想いから地元特産のイチゴを活用しイチゴ生産で発生
するふぞろいイチゴを原料にした苺スパークリング酒
の開発・販売事業にも着手しているところであり、こ
うした取組みは、京都産業21が所管している「きょう
と農商工連携応援ファンド」や「きょうと元気な地域づ

くり応援ファンド」でも支援されているところです。
また、近く販売店舗やカフェをオープンすることに
なっており、丹後にまた一つ魅力的なスポットが誕生
する予定です。

●今後の展開
　酒造りの原料は米であり、酒は人々の主食である米
に付加価値を加え、嬉しいとき、悲しいときに常に人
の傍らにあり、また百薬の長として多くの人に愛され
るように加工された飲み物でもあり、そこに農商工連
携の原点が感じられます。
　こうしたしっかりとした技術と想いをもった企業が
農商工連携や地域資源の活用に取組んでいくことが地
域の再生に繋がるものであり、さらなる活躍に注目し
期待していきたいと思います。

【お申し込み・
お問い合せ先】

㈶京都産業 21 連携推進部
産学公・ベンチャー支援グループ

TEL：075-315-9425  FAX：075-314-4720
E-mail：sangaku@ki21.jp

ハクレイ酒造株式会社

苺スパークリング酒
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企業の皆様が必要な設備を導入する場合に、その設備を財団が代わってメーカーやディー
ラーから購入して、その設備を長期かつ低利で割賦販売またはリースする制度です。

詳しくは、設備導入支援グループまでお問い合わせください。
財団ホームページでも制度のご紹介をしています。→

 
京都産業21 検索

〈ご利用のススメ〉
■�信用保証協会の保証枠外、金融機関借入枠外で利用できるので、運転資金やその他の資金調達に余裕がで
きます！

■割賦損料率・リース料率は固定なので、安心して長期事業計画が立てられます！

区　　分 割賦販売 リース
原則、従業員20人以下（ただし、商業・サービス業等は、５名以下）の企業ですが、最大50名以下の企業も利用可
能です。その場合、一定の制限がありますので詳しくはお問い合わせください。
[事業実績が１年未満の場合は、原則として商工会議所、商工会、商工会連合会の経営支援員による経営指導を６ヶ
月以上受けていることが条件になります。]

機械設備等（土地、建物、構築物、賃貸借用設備等は対象外）　新品に限ります。
リースの場合は、再販可能なものに限ります。（オーダー製品、構造物に付随するもの等は対象外）

事業実績が１年以上あれば100万円〜 6,000万円／年度まで利用可能です。
[事業実績が１年未満の場合は、50万円〜 3,000万円／年度]

７年以内（償還期間）
（ただし、法定耐用年数以内）

３〜７年
（法定耐用年数に応じて）

年2.50％
（設備価格の10％の保証金が契約時に必要です）

3年 2.990％　　6年 1.592％
4年 2.296％　　7年 1.390％
5年 1.868％

■ 原則、法人企業の場合は、代表者１人（年齢が満70歳以上の場合は、原則後継者を追加してください）
個人企業の場合は、申込者本人を除き1人でお申し込みいただけます。

■なお、審査委員会で、追加連帯保証人・担保を求められることがあります。

審査委員会は、原則月１回開催しています。
当月15日までにお申し込みいただくと翌月の審査委員会に上程します。
お申し込みから設備導入日（契約日）まで約50日かかります。

対 象 企 業

対 象 設 備

対象設備の金額
（消費税込）

割 賦 期 間 及 び
リース期間

割賦損料率及び
月額リース料率

連 帯 保 証 人

設 備 導 入 時 期

 

※割賦損料率（金利）及び月額リース料率は、金利情勢に応じて見直しますので、詳しくは財団にお問い合わせください。
　なお、契約後の料率の見直しはありません。（固定金利）

京都産業21が設備投資を応援します！




