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 1 Management & Technology for Creative Kyoto

京都府海外ビジネスサポートセンターの開設

京都企業の国際ビジネスを応援します
「京都府海外ビジネスサポートセンター」開設
（財）京都産業21では、京都企業の国際ビジネス相談窓口として、経験豊富なスタッフ2名を新た
に配置し、「京都府海外ビジネスサポートセンター」を開設しました。

【お問い合せ先】 京都府海外ビジネスサポートセンター
（（財）京都産業21事業推進部）

TEL：075-315-8590  FAX：075-323-5211
E-mail：kaigai@ki21.jp

１　センターの概要

　当センターでは、ジェトロ京都情報デスクの業務を引き継ぎ、輸出入手続きなど貿易に関する相談や海外経済情
報の提供を行うとともに、貿易実務講座を開催します。
　これに加えて、中国市場開拓支援機能を強化し、京都府上海ビジネスサポートセンターと連携し中国ビジネスに
関する情報提供やアドバイス、中国企業との取引支援を行うこととしています。
　中国をはじめ海外とのビジネスをお考えの方は当センターへご相談ください。

２　主な支援メニュー

■貿易・海外投資の相談・情報提供

○貿易実務相談（輸出入手続き、関税、商習慣、契約、決済等）
○海外経済・産業、輸出入制度に関する情報提供
○海外の販売先、仕入れ先開拓に関する相談
○日本貿易振興機構（ジェトロ）が行う見本市、補助金等の情報提供
○国際ビジネスに関する資料、書籍の閲覧、コピー提供
　 ジェトロ会員用定期刊行物やミプロ（対日貿易投資交流促進協会）、
日本関税協会、国、支援機関、出版社等が発行する資料・書籍等
○貿易実務講座の開催

■中国市場開拓のサポート

○中国ビジネス情報の提供・アドバイス
○ 京都府上海ビジネスサポートセンターと
の連携による中国企業との取引支援
○中国で開催される展示会の出展支援
○ 中国で開催する京都物産展やアンテナ
ショップの出品支援
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中小企業支援ネットワーク強化事業のご紹介

中小企業支援ネットワーク強化事業をご利用ください！！
　このたび、近畿経済産業局では、中小企業が抱える経営課題が高度化する中で､個々の中小企業
支援機関の日常的な相談のみでは十分な対応が困難なことから､幅広い支援機関から成るネットワー
ク(全国で約3､000機関目標)を経済産業局を中心に構築｡支援機関の連携の強化､支援能力の向上
を図ることにより、中小企業が抱える経営課題への支援体制を強化します。
　具体的には､経済産業局が選定した中小企業支援の専門知識と豊富な実績を有する上級アドバイザーが､ネットワーク
を構成する支援機関を巡回し､支援機関の相談対応の一環として､高度専門的な相談に直接対応します。
　また、必要な場合はさらに専門家の派遺により、中小企業が抱える高度･専門的な課題の解決を図ります。
　当財団においても上級アドバイザーが２名体制で、財団職員とともに府内中小企業の経営革新、地域資源活用、農商工
等連携、創業、事業承継、ＩＴを使った経営管理、知的資産経営などの課題解決に向けて取り組んでいます。
　お気軽にご相談ください。

【お問い合せ先】（財）京都産業 21 お客様相談室 TEL：075-315-8660  FAX：075-315-9091
E-mail：okyaku@ki21.jp

中小企業

中小企業支援ネットワーク

支援機関への巡回、中小企業からの相談対応等

必要に応じてアドバイザーが
専門家を中小企業へ派遣

上級アドバイザー

商工会

大学中央会

（財）京都産業21

商工会議所その他の
支援機関

専 

門 

家

専 

門 

家 近畿経済産業局

上級アドバイザー

支援のイメージ
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北部企業紹介

京都府南部地域と比べて交通インフラをはじめとする経営や雇用の環境が厳しい北部地域において、自
社の強みを生かし、将来の産業構造や顧客ニーズに備えて努力を続けている中小企業を紹介します。

●様々な産業機械を多品種少ロットで
　当社は、1964（昭和39）年の創業で従業員は約30名です。製品の
大半は産業用設備機械で、設計、加工、組立まで一貫生産しています。取
引先は島津製作所をはじめとする精密機械関連企業が中心。生産する機
械装置は実に幅広く、各種検査機器をはじめ、原子力発電所や立体駐車
場で使われる装置から、モヤシのパッケージ装置まで、様々な機械を多
品種少ロットで製造しています。

●自社開発の蓄積が技術的な財産に
　売上の約9割は、顧客の設計図通りに作る製品ですが、残りの1割は「こ
ういうものが作れないか」という相談を受けて、一から設計・開発する自社
開発製品です。近年では、2800トンの衝撃を受け止める大型ショックアブ
ソーバーや、溶剤を使わない超音波洗浄乾燥機や複合介護システムなど
を開発しました。
　ものづくりの企業として、「できないか」と聞かれて「できない」とは答え
たくない思いもあって、創業当初から自社開発製品にもこだわってきまし
た。他社のどこにも受けてもらえなかった結果、当社に問い合わせをいた
だいた難しいものも多く、失敗したこともいろいろとあります。しかし、その

失敗への対策は必ず次に生き
てきます。売上比率にすれば大
きくないものの、そうした蓄積
が技術的な財産になっており、
時には他社が「試作」として取り
組んでいる機械が、当社ですで
に製品化できていたりすること
もあります。

●自社ブランド製品の開発もめざす
　リーマンショック後の落ち込みから、ようやく上向きかけていたところ
で東日本大震災が起き、今後の状況はまったく読めません。部品が一つ
届かないだけで製品は完成しませんし、完成しても取引先の工場が止
まっていれば納品できません。当社は専用機の完全受注生産ですので、
汎用機のように他に振り向けることが難しく、今は状況を注意深く見てい
るというのが正直なところです。　
　しかし、その先の展望としては、既存の顧客を大切にしながら新しい分
野にも取り組みたいと考えています。すでにいくつか声をかけていただ
いており、新規分野の開拓につ
ながるのではと期待していま
す。
　一方で、広く売り込めるよう
な自社ブランド製品を作ること
も目標です。自社開発能力を高
め、受注生産だけではない、ブ
ランド力のあるメーカーをめざ
したいと考えています。

【お申し込み・
お問い合せ先】 （財）京都産業21 北部支援センター

TEL：0772-69-3675  FAX：0772-69-3880
E-mail：hokubu@ki21.jp

▲社長　田中 守正 氏

株式会社 田中製作所
社長　田中 守正 氏
所在地●京都府舞鶴市字森500-1
ＴＥＬ●0773-62-2860
ＦＡＸ●0773-63-5500
業　種●各種専用工作機械、オートローダー、
 各種試験機、一般産業機械、
 合理化・省力化機械などの開発・生産

▲大型ショックアブソーバー

▲超音波洗浄乾燥機

完全受注生産と自社開発の両輪で
高い技術力を誇る産業機械メーカー
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平成23年度「丹後・知恵のものづくりパーク」人材育成研修計画

【平成23年5月現在】

分野 コース名 実施主体 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 1月 2月 3月

■計測技術

寸法測定工具（ノギス、マイクロメータ、ブロックゲージ） 織金・21 ●

表面粗さ/輪郭形状測定機 織金・21 ●

３次元測定機 織金・21 ●

非接触３次元デジタイザ 織金・21 ●

技能検定（機械検査）講座 織金・21 ●

■熱処理/表面処理
技能検定対策　金属熱処理基礎講座 織金・21 ●

金属材料表面改質技術 織金・21 ●

■溶接技術
半自動アーク溶接（炭酸ガス溶接） 織金・21 ●

ステンレス鋼溶接(TIG溶接） 織金・21 ●

■鍛造技術 鍛造CAE基礎 織金・21 ●

■機械設計・製造技術

製図基礎講座 織金・21 ● ●

３次元CAD 織金・21 ● ●

３次元CAM基礎 織金・21 ● ●

３次元CAM応用 織金・21 ● ●

■機械加工技術 技能検定（機械加工、機械系保全）講座 21・織金 ● ●

■NC工作機械加工技術

NC旋盤（基礎コース） 21・織金 ●

複合旋盤（実践コース） 織金・21 ●

３軸マシニングセンタ（基礎編） 織金・21 ● ●

５軸マシニングセンタ（実践コース） 織金・21 ●

技能検定（マシニングセンタ）講座 21・織金 ●

■加工技術セミナー
機械加工技術セミナー 織金・21 ● ●

金属加工技術セミナー 21・織金 ●

■電気・電子技術

電気･電子技術の基礎講座 織金・21 ●

有接点シーケンス制御実践技術研修 21・織金 ●

PLCの基礎 21・織金 ●

電気系保全実践技術研修 21・織金 ●

■機器取扱いセミナー 機器分析セミナー（電子顕微鏡等） 21・織金 ●

■総合

産学連携による実践型人材育成研修 21・織金 ● ● ● ● ● ●

ものづくり基礎技術習得研修(機械金属） 21・織金 ● ● ● ●

開発・設計力を備えたものづくり人材育成研修（機械金属） 21・織金 ● ●

北部地域ものづくり後継者育成支援事業 21・府教委 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

UJIターン促進事業（丹後ものづくり企業見学会） 21 ●

■経営管理技術
中堅管理者研修とフォローアップ研修 21・織金 ● ● ● ● ● ●

事業高度化のための製品企画・開発力強化研修 21・織金 ● ● ● ●

■織物系
織物人材育成研修（ひとづくりコース） 織金・21 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

織物人材育成研修（ものづくり実践コース） 織金・21 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

■経営一般

京都経営者講座 21・織金 ●

新入社員研修 丹機・21 （4月）

雇用維持のための教育訓練 21・織金・市

※1：この計画は都合により変更になる場合もあります。また、中小企業緊急雇用安定助成金制度の要件を満たす場合は、同制度の適用を検討します。
※2：雇用維持のための教育訓練は、景況等見極め適宜実施します。
※3：実施主体の凡例
　２１…(財)京都産業２１、織金…京都府織物・機械金属振興センター、市…京丹後市、丹機…丹後機械工業協同組合、府教委…京都府教育委員会

平成23年度「丹後・知恵のものづくりパーク」人材育成研修計画

【お申し込み・
お問い合せ先】 ㈶京都産業21 北部支援センター TEL：0772-69-3675  FAX：0772-69-3880

E-mail：hokubu@ki21.jp
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「下請かけこみ寺」のご案内/「中小企業総合展２０１１ ｉｎ ｋａｎｓａｉ」のご案内

中小企業総合展は、経営革新等に果敢に取り組む中小企業が、自ら製造、開発した新製品、サービス、
技術等を一堂に介し展示することにより、販路開拓、市場創出、業務提携といったビジネスマッチングを
促進することを目的として開催し、京都から28社が出展します。

日　　時：平成23年5月25日（水）から5月27日（金） 出展小間数：555小間

時　　間：10時から17時（最終日は16時まで） H　　P：http://sougouten.smrj.go.jp

会　　場：インテックス大阪６号館Ａ・Ｂゾーン 主　　催：（独）中小企業基盤整備機構

同時開催：ベンチャーフェアJapan   後　　援：（財）京都産業21 他

中小企業総合展２０１１ ｉｎ ｋａｎｓａｉ中小企業総合展２０１１ ｉｎ ｋａｎｓａｉ
燃えまっせ！大阪商いの陣！燃えまっせ！大阪商いの陣！

入場料入場料

無料無料

企業間の取引に関するトラブル、苦情等について専門の相談員が親身にお話を伺いアドバイスを
行います。また、相談員が必要と判断すれば弁護士のアドバイスも受けられます。
また、毎月下記のとおり「かけこみ寺巡回相談」を府内４ヶ所で行います。お近くの相談所をご利
用ください（要予約）。

丹後：丹後・知恵のものづくりパーク（京丹後市） 毎月第４火曜日
中丹：北部産業技術支援センター（綾部市） 〃　４水曜日
南丹：ガレリアかめおか（亀岡市） 〃　３木曜日
山城：久御山町商工会（久御山町） 〃　３火曜日

お問い合わせ先 （財）京都産業21　市場開拓グループ内　「下請かけこみ寺」
 TEL:075-315-8590　 FAX:075-323-5211 　E-mail:kakekomi@ki21.jp

「下請かけこみ寺」「下請かけこみ寺」 秘密は厳守、秘密は厳守、
お気軽にご相談ください。お気軽にご相談ください。
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上海代表処だより　Vol.3

上海代表処だより　Vol.3

【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

　上海代表処が2010年
10月17日に開所し約半年
が経過しました。そこでこの
半年間を振り返って私自身
が肌で感じた中国を紹介し
たいと思います。
　上海には大企業から零細
企業まで、国籍を問わず世

界中の企業家が虎視眈々とビジネスチャンスを窺っています。そ
んな企業家達をターゲットに情報ビジネスも活発で、テレビ、ネット
等様々な媒体で情報を入手できます。新鮮且つ正確な情報を誰よ
りも早く入手することが成功のヒントではないでしょうか。
　さて、2010年10月末に上海万博は史上最大のおまけつきで
無事閉幕しました。日本ではしばしば中国は、「北京オリンピックま
でだ」、「上海万博後はバブルが弾ける」などと言われましたが、弾
けるどころか膨らんでいます。私が住むマンションも今春に賃料
10％値上がりし、上海や重慶ではこの状況を野放しにせず不動産
税を導入するなど抑制に必死です。環境問題に目を移すと、上海万
博中に政府主導のもと中断されていた建設工事や工場が閉幕後
一斉に再開され、大気汚染は過去最悪数値を更新しました。バブル
か否かはわかりませんがヒト・モノ・カネが活発に流動しているのは
目に見えてわかりますし、また日本の二の舞にならないように政府
が必死にコントロールしている姿も目に見えてわかります。
　中国の成長は日々の生活でも感じることができます。庶民の足
である上海地下鉄は、総延長でロンドンを抜き世界一となりまし
た。地下鉄を使えば上海市内のどこへでも便利に行くことができ
ます。路線は番号と色で区分けされ、漢字がわからない欧米人でも
迷いません。国際都市を意識していることが窺えます。ただ路線の
乗り換えは階段の上り下り、移動距離が長く不便に感じます。上海
という街が急速に発展し、継ぎはぎ的に地下鉄が整備されたので
しょうか、継ぎはぎ的に整備された中国の法律とどこか重なって見
えます。
　上海の繁華街は休日平日に関係無く多くの人で賑い、一方でブ
ランドショップが並ぶ片隅で物乞いをする親子も見かけます。最近
『ツイッターで、誘拐された子供を救出』というニュースを目にしま
した。物乞いをする親子は本当の親子ではなく、子供は誘拐され物
乞いを強要されている場合があるというのです。そこで、ある著名
人が中国版ツイッターで「物乞いをしている子供の写真を撮りネッ
ト上に公開し救出しよう」と呼びかけたところ、そのつぶやきに一般
のひと達が次々と街で物乞いをしている子供の写真を撮りネット
上に公開、そのネットを見た本当の親が「我が子だ」という具合に2
週間で6名が救出されました。中国のネット人口は4億人を超えて
いると言われており、その効果と「ネット社会中国」を見せつけられ
たニュースでした。
　大勢の国民の中には色んなことを考えるひとがいます。上海市
内では毎日何処かで何かの展示会・商談会・オークションが開催さ

れており、それぞれビジネスとして成り立っています。先日『美術品
オークション、入札者無し』の記事を目にしました。主催者が出品者
を言葉巧みに勧誘して出品手数料10万～数百万円を詐取し、実
際オークションは開催されたものの入場者は数人、しかもその数人
は主催者に雇われたサクラであったとの事件でした。どれだけビジ
ネスチャンスが多いと言ってもそう美味しい話はありません。
　「ビジネスチャンスは上海
にあり」と思われがちですが
周辺都市に目を移すと、横
浜など日本の政令指定都市
を上回る人口500万人以
上の都市が沢山あります。
上海と周辺都市は高速鉄道
「和諧号」(≒中国版新幹線)
で結ばれ、ビジネスチャンス
は「和諧号」の広がりとス
ピードと競争するように周辺
都市に広がっています。国
家級プロジェクトである高速
鉄道「和諧号」の歴史は浅
く、2004年にほぼゼロからスタートしました。ボンバルディア、新
幹線の川崎重工業、TVGのアルストム、シーメンスなど世界屈指の
高速鉄道技術を取り入れ開発したのが「和諧号」であり、その運行
最高時速は350kmを超え、今年開通予定の北京～上海間は最高
時速380kmで運行すると言われています。また現在では他国から
受注が入るほどであり、その技術は世界が認めています。高度な外
資技術を取り入れつつ自国ブランドを育て確立し、世界一のモノを
つくり上げる。「マネ」、「コピー」とささやかれたのは、国家レベルで
取り組む技術開発においては、もはや過去のことだと思います。「和
諧号」は中国の国力と発展スピードの象徴だと感じます。
　魅力いっぱいの中国ですが、遂にGDPが世界第2位となりまし
た。しかし、13億の人口を抱えるため1人当たりに換算すると日本
の10分の1であり、とてつもない格差社会を意味しています。しか
し、上海では高級車の隣を今にも止まりそうなバイクが走り、高級
レストランと200円でお腹いっぱいにしてくれる食堂が隣り合うな
ど、富裕層と非富裕層が共存できるのも現実です。「今日より明日
の方が良くなる」と多くの人達が信じているからこそ街に活気があ
ります。都市人口6億人、農村人口7億人の比率は4～5年の間に
逆転し、1億人が都市人口に仲間入りすると言われています。言い
換えれば韓国一国5,000万人を超え、日本一国に匹敵するマー
ケットが中国国内に誕生するということです。人口だけで決めつけ
るのは単純すぎますが、人口だけをとってみてもその潜在能力は
計り知れません。そんな潜在能力いっぱいの中国を、現地での仕
事と生活を通して肌で感じたことを今後もお伝えしていきたいと
思います。
 （レポート：京都産業21上海代表処　　増居 崇裕）
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TEL. 075(361)8600
FAX. 075(351)8341

　京都府では、府内の中小企業の方々の新たな事業展開や経営革新の取り組みを支援するため、「京都
府元気印中小企業認定制度」及び「経営革新計画承認制度」による事業計画の認定・承認を行っていま
す。このうち「京都府元気印中小企業認定制度」は、中小企業者（法人・組合）が独自に培ってきた技術等
（強み）を生かし新たな事業展開を図るために作成する、「研究開発等事業計画」を知事が認定する府独自
の制度で、これまで92企業（平成23年4月末現在）が認定を受けられています。みなさんにこの制度を活
用して、得意分野で「オンリーワン」を目指していただくため、数回にわたって認定企業の取組み事例をご
紹介します。第7回目は平成22年4月に認定を受けられた「株式会社アドバン理研」をご紹介します。

京都府元気印中小企業認定制度“認定企業”のご紹介

京都府元気印中小企業認定制度・経営革新計画承認制度のご案内
京都府元気印中小企業認定制度 経営革新計画承認制度

府内の中小企業者が独自に培ってきた技術等（強み）を生か
し、新たな事業展開を図るために作成する「研究開発等事業計
画」を京都府中小企業応援条例に基づき、知事が認定する制度
です。

「研究開発等事業計画」とは？
次の事業に取り組むことにより成長発展を目指す計画をい

います。
① 　新技術の研究開発及びその成果の利用
②　新商品の研究開発又は生産
③ 　新役務（サービス）の研究開発又は提供
④　商品の新たな生産又は販売の方式
⑤　役務の新たな提供方式
⑥　研究開発等の成果を事業化するために必要な需要開拓
⑦ 　独自技術等の高度化による新たな需要開拓

支援措置
■京都府中小企業融資制度
■京都府中小企業研究開発等応援補助金
■不動産取得税の軽減措置
■中小企業チャレンジ・バイ

「中小企業新事業活動促進法」に基づき、京都府知事等が事
業者の「経営革新計画」を承認する制度です。
この法律では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うこ

とにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義して
います。

「新事業活動」とは？
「新事業活動」とは次の４つの「新たな取り組み」をいいます。
①　新商品の開発又は生産
②　新役務（サービス）の開発又は提供
③ 　商品の新たな生産又は販売方式の導入
④　役務（サービス）の新たな提供方式の導入その他新たな事
業活動

支援措置
■京都府中小企業融資制度
■政府系金融機関による低利融資
■信用保証の特例
■特許関係料金減免制度
■中小企業チャレンジ・バイ　他

制度の詳細や相談窓口等は下記のホームページをご覧下さい。
■京都府 URL：http://www.pref.kyoto.jp/sangyo-sien/
■（財）京都産業21 URL：http://www.ki21.jp/interface/josei.html
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株式会社アドバン理研
─空気を原料にしたモノづくりに特化し、工業ガス（窒素ガス、酸素ガス）発生装置をＯＥＭ先販売ネットワークを活用しトップシェアーを目指す─

強みを生かし、新技術・製品開発に取組む
　 株式会社アドバン理研は、空気（窒素ガス78％、酸素
ガス21％）の分離や空圧制御等について、高い技術とノウ
ハウを有しています。
　同社の「窒素ガス発生装置」、「酸素ガス発生装置」、酸素
ガス発生装置とオゾナイザーを組み合わせた「オゾンガス
発生装置」などの製品は、様々な製造業の現場で使用され、
高い評価を得ています。

支援策を積極的に活用し、プロジェクトを計画的に推進
　同社は、蓄積されたノウハウや高い技術力を基に、オゾ
ンガス関連分野の事業規模拡大を図るため、平成22年4
月に「低圧乾燥空気を原料とした農業用低濃度小規模オゾ
ンガス発生装置の開発」をテーマに、京都府中小企業応援
条例に基づく研究開発等事業計画の認定（元気印認定）を受
けました。
　現在普及している低濃度小規模オゾンガス発生装置は、
乾燥していない空気（多くの水分を含む空気）を原料とする
ため、NOx（窒素酸化物）ガスと水分が反応し、硝酸が生成
され、硝酸腐食により装置寿命が短いという問題がありま
した。

　同社は、応援条例認定企業を対象とする『京都府中小企
業研究開発等応援補助金』の採択を受け、強みである“空圧
制御技術”、“小型で省エネのガス発生装置の企画・開発力”
を活かして、空気に含まれる水分を極限まで除去し乾燥空
気を得るための小型乾燥空気発生装置の製造、そして、こ
の乾燥空気を使いNOxガスから硝酸が生成されない“安全
かつ安価で、長期間利用できる”低濃度小規模オゾンガス
発生装置の開発に向け、取組を進めています。
　新装置は、農業分野では完全無農薬野菜の栽培に、そし
て、ホテルをはじめとする各種施設の脱臭や殺菌など様々
な分野での活用が大いに期待されています。

今後の展開
　今後の展開について、辻社長は「大きく変わろうとする
日本経済環境に貢献できる企業を目指します」と語ります。
　市場ニーズを的確に捉えアイデアを短期間で製品化する
能力と業績に反映させる経営センスを備えた辻社長を先頭
に、ものづくりに一路邁進する同社にますます注目が集
まっていきそうです。

企業プロフィール
●創 　 業　昭和39年
●代 表 者　辻　弥壽彦
●所 在 地　八幡市下奈良野神40番地の1
●事業内容　窒素ガス・酸素ガス・オゾンガス発生装置の製造販売
●E -Ma i l　tsuji@adriken.co.jp
●U R L　http://www.adriken.co.jp/index.htm

京都府元気印中小企業認定制度“認定企業”のご紹介

小型オゾンガス発生装置小型乾燥空気発生装置
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設備投資なら財団の割賦販売･リースで！

今なら 利息の1/2を助成！
平成23年度の1年分

■助　成　内　容 ・助成対象期間中の割賦損料の1/2

 ・助成対象期間中のリース料の2.5％
   （助成金の交付申請をしていただく必要があります。〆切：未定）

■助成対象期間  平成23年4月1日～平成24年3月31日

■助成金支払時期 平成24年3月末予定
 （助成対象期間中の最後の割賦料・リース料の入金確認後となります。）

信用保証協会の保証枠外で利用できます 企　業

財　団 設備販売業者

金融機関借入枠外で利用できます

償還期間が最長7年と長い

固定金利です（割賦販売）

割賦・リース
契約締結 割賦・

リース料返済
設備選定

売買契約締結

設備代金支払

設備納入
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【お申し込み・
お問い合せ先】 ㈶京都産業21 事業推進部 設備導入支援グループ TEL：075-315-8591  FAX：075-323-5211

E-mail：setubi@ki21.jp

設備貸与制度

京都産業21 検索詳しくは、お問い合わせください！

《制度概要》
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、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。

区　　分 割賦販売 リース

対　象　企　業 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。]

対　象　設　備 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）

対象設備の金額
（消費税込）

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]

割 賦 期 間 及 び
リ ー ス 期 間

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）

割賦損料率及び
月額リース料率

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％

連 帯 保 証 人 ■ 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。

設 備 導 入 時 期 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。

※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）
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高品質で深い技術を持つ日本の中小企業。それらの中小企業を束ね、製品のキーパーツを武器に
国内外の市場からの注文獲得をめざす、中小企業再生のビジネスモデルを展開するゼネラルプロダ
クション株式会社の石崎 義公社長からご寄稿いただきました。

日本ものづくり中小企業の新たな発展に向けて
ゼネラルプロダクション株式会社

日本ものづくり産業の歴史

日本のものづくり産業は、高い技術力と絶え間ない品質
の追求により、世界に誇る高品質ブランドとしての地位を
確立してまいりました。しかしながら、高い技術力を有して
いるにもかかわらず、現在の日本のものづくり産業では、中
堅・中小をはじめとする多くの企業で縮小、廃業、倒産が相
次いでおります。その原因のひとつとして、日本は単工程
（鋳造、鍛造、加工、熱処理、メッキ、成型、プレス等）に特化し
た中堅・中小企業が多いということがあげられます。世界に
誇る高品質な技術を持ちながら、あまりにも単工程である
ために、日本のものづくりは、海外メーカーが発注しにくい
状況となっております。しかし、日本独特の世界に類を見な
いこの体制が、日本の産業を支えてきたのです。

ゼネラルプロダクション(株)（ゼネプロ）設立経緯

私は29歳のときにひとりで、(株)タカコという精密油圧
部品の会社を始めました。その間、沢山の職人の方々に支え
られ、現在はベトナム、アメリカにも工場を持ち、売上100
億以上を超える会社に成長いたしました。
大手企業の海外進出や、国内市場の縮小が進む中、日本の

ものづくりの灯が消えようとしています。「日本のものづく
りの灯を消したくない。この日本が誇る素晴らしいものづ
くり会社の製造技術でゼネプロ会社が生産技術と工程管理
を行い、部品を製造し、海外や国内から受注し、販売するこ
とにより、中小企業の活性化をはかろう！」という思いか
ら、ゼネラルプロダクション株式会社の構想が生まれまし
た。
その後、各フォーラムにてこの構想について講演を行っ

たところ、非常に多くの方が賛同して下さり、昨年9月に会
社を設立し、10月にけいはんなプラザにオフィスを開設い
たしました。

ゼネプロの切り口

ヨーロッパやアメリカ、アジアにおいても、製品の性能を
左右するような重要な部品（キーパーツ）は高品質なメイ
ド・イン・ジャパンが求められています。特に特殊鋼を材料
とした部品と高度な熱処理や表面処理の組み合わせは競争

力が高く、日系の海外進出企業
や現地地場企業も国内調達がで
きない状況にあります。
この切り口を主体としたビジ

ネスモデルでゼネプロ会社が
QCD*の責任を持って、主に海外
に販売して行く考えです。継続
生産品を対象とし、開発から量
産までの案件も請け負います。
現在参加企業は79社（3月

25日時点）で、今後150社程に
増やしていく考えです。
(*QCD…Q:品質(Quality)、C:コスト(Cost)、D:納期(Delivery)

代表取締役社長　石崎 義公 氏
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ゼネラルプロダクション株式会社特別寄稿

【お問い合せ先】 京都府中小企業技術センター
企画連携課 情報・デザイン担当

TEL：075-315-9506  FAX：075-315-9497
E-mail： design@mtc.pref.kyoto.lg.jp

石
いし

崎
ざき

 義
よし

公
とも

 氏　プロフィール
昭和19年3月19日生まれ
滋賀県甲賀市信楽町多羅尾出身
株式会社タカコ 取締役会長
TSW PRODUCT CO., LTD （米国）Director
TAKAKO VIETNAM CO., LTD （ベトナム）取締役会長
ゼネラルプロダクション株式会社　代表取締役社長
NPO 地域基盤技術継承プラザ理事長
東大阪商工会議所常議員、TOPS東大阪代表幹事
大学非常勤講師、全国諸団体等講演会での講師など多方面で活躍中
著書　「まあいっぺん聞いとくなはれ」　産経新聞出版

京都の中小企業の特色

一般的に京都は長い歴史の中で、観光客の関心の高い地
域として有名です。しかしながら、実は非常に高い技術を
持った先端企業、それを支える中小企業が数多く存在して
います。特に、「試作ネット」のような小ロットから、大量量
産品までできる会社が幅広くカバーしている地域です。

京都での展開

京都は地理的に日本の中心にあるので、全国どこでも
フォローが行き届くポジションが企業立地環境の良さを手
伝っていると思います。
けいはんな地域には、多くの研究所、ラボがあり、京都府

内には沢山の大学があるため、産学が密集している絶好の
ポジションと言えると思います。
ゼネプロが京都からメイド・イン・ジャパンを代表して世

界に発信していけるよう、日本古来の文化を持ち、産学公連
携がさかんで、世界的にも有名な京都に立地いたしました。

行政・公的試験研究機関に求めること

中小企業が新しいものづくりにチャレンジするためのも
のづくり開発支援です。特に、工法開発等における研究開発
費があげられます。
ものづくりは工法開発です。技術はすぐに新しくなりま

す。日本の産業を支えてきたのは、ものづくり中小企業によ
る、更なる改善を目指す工法開発の絶え間ない努力です。
近年は行政も研究開発費の支援に力を入れて下さってお

り、それは大変ありがたいことです。しかしながら、すばら
しい技術を持っていても、膨大な書類作成や、手続きの複雑
さから活用できない中小企業は沢山あります。
あまり多くの書類を必要としない、中小企業に使い勝手
のよい環境を作って頂ければ、工法開発に取り組む企業が
増え、個々の企業の業績があがるだけでなく、将来的な日本
ものづくり中小企業の活性化と発展につながるのではない
かと思います。
京都府は特に、ものづくり中小企業支援に力を入れてい

る地域ですので、今後の日本ものづくり中小企業政策を牽
引するような、シンプルでわかりやすい革新的な支援策に
期待したいと思います。
また、工法開発支援に合わせて、中小企業の近代化設備へ

の支援を充実していただけると、品質の安定だけでなく、新
たな工法開発への後押しができると思います。
公的試験研究機関については、試験設備を使わせて頂く

ことができますが、また試験機器をレンタルする方法もあ

れば便利かと思います。その他、中小企業の規模、状況に応
じた柔軟な支援策があればより扱いやすくなるでしょう。
京都府は様々な政策をお持ちですが、客先とのマッチン

グ事業により力を入れて頂けると、単独で大手企業に売り
込むのが難しい、力のある中小企業の販路開拓の大きな助
けとなると思います。

ゼネプロのあるべき姿

常にチャレンジする優秀な中小・中堅ものづくり企業の
多くをグループ傘下に持ち、世界を相手にものづくり日本
の高精度・高品質の商品を販売し、自ら収益をあげながら、
各会社の技術伝承を確保し、日本のものづくりを発展させ
ることです。
また、ゼネプロは後継者問題、技術伝承問題に積極的に取

組み、M&Aや株式交換等による方法で、自らがホールディ
ングカンパニーとなります。
中小企業のものづくり技術を残し、活性化するために、優

秀な単工程会社をまとめてメイド・イン・ジャパンを世界に
売り込んでまいりますので、ご協力の程どうぞよろしくお
願い致します。
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京都ものづくり若手リーダー育成塾

平成22年度の取組概要  
　平成22年度は、15社21名の塾生が集い、新たに「学び」と「挑戦」を行いました。
また、1～4期生との合同見学会や交流会で、塾生同士の連携も生まれつつあります。

プロジェクト・マネジメント  
◇プロジェクト・マネジメントとは
　 　チームとは何か。チームでプロジェクトを遂行す
るメリットは何かなど、演習を通じて体験しました。
具体的には、チームにおいてPDCAサイクルを展開
するためにリーダーはどのような役割を担うべきか
について学習しました。
　［卒業生のコメント］
　 　受講後は成果が広まるよう、社内勉強会を開いています。社内で役立つ講座
なのでありがたいです。（電子機器製造業　Ａさん）

企画・発想  
◇商品開発プログラム
　 　商品を取り巻く３要素「ヒト・モノ・バ」を軸に、①顧客を意識した仮説をつくる　
②自社が勝てる独自のテーマをつくる　③顧客が喜ぶ（欲しくなる）要素をつくる　
④デザイン、設計を考えるの４つのステップでアイデアを絞り込む方法を学びました。
　［卒業生のコメント］
　 　学んだ開発手法を応用し、自社製品のプレゼン・マーケティングに活用しま
した。（電子部品製造業　Ｂさん）

新分野製品開発  
◇研究施設見学
　 　「環境・エネルギー分野」や「ライフサイエンス・ウエルネス分野」にかかる研究
施設の見学を行い、研究者との交流を行いました。

◇卒業生との合同見学会、交流会
　 　育成塾卒業生との合同で工場見学や交流会を行いました。

◇製品分析・開発演習
　 　商品開発プログラムを応用し、実践的な課題による製品分析、開発演習を行いました。
　［卒業生のコメント］
　 　関心ある分野の先端研究施設を見学できて勉強になりました。見学終了後に
も研究者にいろいろ質問できて参考になりました。（精密機械製造業　Ｃさん）

　未曾有の不況の中、打開策として新分野への進出や自社の技術の強みを活かした新しい製品開
発をお考えではありませんか。
　当センターでは、このような新しい領域を切り開いていく役割を担う人材を若手のリーダーと考
え、平成１９年度から若手リーダー候補を対象とした育成塾を開催しています。この塾では、チームと
しての製品開発に必要なリーダーの知識とプロジェクトの遂行に必要なリーダーシップを身につける
「プロジェクト・マネジメント」、顧客・市場のニーズから独自の開発テーマを導き出し、様々な発想法
で全く新しい商品イメージを創造する「企画・発想」、企業が「環境・エネルギー分野」や「ライフサイ
エンス・ウエルネス分野」等の新しい分野に参入するための「新分野製品開発」の３つのテーマにつ
いてグループワーク形式で学び、他社の若手社員や中小企業技術センター職員等との交流を図り、
新たな人脈づくりにも活用していただきたいと考えています。

京都ものづくり若手リーダー育成塾

【お問い合せ先】 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事務局

TEL：075-315-9506  FAX：075-315-9497
E-mail： waka-juku@mtc.pref.kyoto.lg.jp

＜グループで話し合い、コミュニケーションスキルを高める＞

＜グループで、開発アイデアをまとめ、リーダーとして
 プレゼンテーションをする＞

＜有機太陽電池関係の研究施設を見学する＞

PlanAction

DoCheck

平成23年度も引き続き6月頃に公募の案内をさせていただきますので、ぜひ、ご参加ください。
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京都府発明等功労者表彰で受彰された方々のご紹介

第55回京都府発明等功労者決まる！
産業界において、知的財産の重要性が高まる中、京都府においては昭和３２年から発明考案・創意工夫の重要
性を広く一般に啓発し、科学技術の発展及び発明考案・創意工夫に対する意欲の向上を図るため、毎年、発明等
功労者を表彰しています。今年度は、下記の方々が去る４月１９日に京都府公館で表彰されました。　

発明考案の内容が特に優秀で、その実施の効果が顕著な方、又は関連発明考案の総合効果が特に顕著な方を表彰します。

最優秀賞　１件

名　称 考案者 所　属 発明の概要
記録装置、及び記録方
法、及び再生装置及び再
生方法
（特許第4180095号）

龍　　智明 氏
中根　和彦 氏
島田　昌明 氏
山田　悦久 氏

三菱電機㈱ 通常ＧＯＰのアクセスポイントは先頭のⅠピクチャーのみであ
るが、ＧＯＰの途中にアクセスポイントとして利用可能なＰピ
クチャーを設けることでＧＯＰ途中からの再生を可能とし、再
生時の頭出し分解能を向上できる。

優秀賞　5件

名　称 考案者 所　属
核酸合成法（特許第3416981号） 西村　直行 氏 ㈱島津製作所
赤外線検知装置（特許第3465121号） 塚本　一雄 氏

入山　興一 氏
森川　嘉文 氏

竹中エンジニアリング㈱

蝋管読取装置（特許第4372207号） 井田　敦夫 氏
木村　俊介 氏

ニューリー㈱

マスフローコントローラ（特許第3893115号） 米田　　豊 氏
高橋　明人 氏
野山　智史 氏
古川　幸正 氏
鹿島　利弘 氏

㈱堀場エステック

画像表示装置（特許第4298743号） 山岸宣比古 氏
中村　芳知 氏
安井　裕信 氏

三菱電機㈱

入　賞　14件

　創意工夫の内容が優秀であって、事務能率の促進、作業能率の向上、製品の品質改善、コストの引下げ、販売の増進、公害及
び災害の防止等に寄与した実績が顕著な方を表彰します。

受賞者　10件

名　称 考案者 所　属
自動車部品セット箱の運搬自動化改善 田路　広志 氏 ダイハツ工業㈱
材料切断ライン 切断能力向上の改善 播磨　敏晃 氏 ダイハツ工業㈱

ほか　8件（いずれもダイハツ工業㈱）

発明考案功労者

創意工夫功労者

【お問い合せ先】 京都府中小企業技術センター
企画連携課 情報・デザイン担当

TEL：075-315-9506  FAX：075-315-9497
E-mail： design@mtc.pref.kyoto.lg.jp
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研究報告

電源周波数磁界印加アンテナの試作
応用技術課　副主査　中山 恭利
応用技術課　副主査　堀 　将季

［要旨］
　電源周波数磁界イミュニティ試験用アンテナを試作し、当センターにおいて同試験が可能なシステムの整
備を行いました。また、このシステムを中小企業で導入することを想定してコストについての考察を行い、低
コストでも十分な性能のものが導入できることがわかりました。

１　緒言
　国内で医療器を製造販売する際、様々な外来ノイズ環境下でも
機器が誤動作しないことを確認することが義務とされています。
　今回、その確認試験方法の一つである電源周波数磁界イミュ
ニティ試験（JISC61000-4-8）で使用できる磁界印加用アン
テナを試作します。
　また、当センターにおいてそのアンテナを用いて電源周波数
磁界イミュニティ試験を実施できる試験環境を整備するととも
に、中小の電気機器製造業において同様の設備を導入した時の
コストについて考察を行います。

２　試作と機器構成
　以下のアンテナを試作しました。
表1　アンテナ仕様書
名　　　　称 電源周波数磁界印加アンテナ
磁界印加性能 アンテナ中心部での最大磁界強度30A／ｍ
形　　　　状 1ｍ角、1ループコイル

原　 材 　料
電線：8sq約10ｍ
硬質ビニル電線管（電設用）
管材用接着剤（総額3500円程度）

□約1m

電線管830㎜×３本

ベント型
ジョイント
　　×４個

持ち手用
電線管
　任意長
　×１本

T型ジョイント

電線管
390㎜×２本

図1　アンテナ寸法図

　アンテナに加えて、電源周波数磁界イミュニティ試験を実施
するに必要な機材を表2に示します。
表2　試験システム構成機器
電　流　計 最大40～50A程度　クランプ型が使いやすい
磁界測定器 不測に強磁界がかかっても壊れないものが望ましい
変流器(CT) 電源とセットでアンテナに40A程度流せるもの
周波数可変電源
(VVV電源)

50Hz、60Hzが発生でき、他周波数成分（高調波成
分）の少ないもの

３　試作結果及び考察
３．１　発生磁界強度
　電源、変流器によりアンテナに電流を流した結果、アンテナに
34Aの電流を流せば目標とする30A/ｍの磁界が得られました。

３．２　製作コスト
　今回、50Hzと60Hzで試験を行うため、可変電圧可変周波数
（VVVF）電源を使用しましたが、自所に供給されている電源周
波数での試験と限定すれば、可変電圧トランスで十分です。
　また、磁界強度／注入電流比（H/I比）は、コイルの形状によっ
て定まり、同じ設計図で製作したものであれば、誤差は実使用上
問題ないレベルとなります。*
　よって、図1のまま製作するなら、比較的高価である磁界測定
器は不要とすることができます。
　以上から、総額3万～4万円程度で試験設備がそろいます。
　さらに、製作にかかる時間は、設計時間、部材調達時間および
接着剤硬化時間を除いて考えると1～2時間程度でした。
　よって、その人的コストは、多少時間単価の高い人員で製作し
たとしても、十分安いと言えます。

４　まとめ
　以上、部材費、人件費、機材費の全てを合わせても、極めて安く
試験システムを構築することが可能であると示せました。

図2　電気機器への磁界印加試験の様子

５　参考文献
* JISハンドブック「電磁両立性（EMC）2007」財団法人日本規格協会

【お問い合せ先】 京都府中小企業技術センター
応用技術課　電気・電子担当

TEL:075-315-8634  FAX:075-315-9497
E-mail:ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp
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一般社団法人京都発明協会

京都発明協会行事のお知らせ（5～6月）
京都発明協会は、中小企業の知的財産の創造・保護・活用の促進を目的に、無料相談事業、講習会、セミナーな
どの事業を中心に、中小企業の支援を行っています。
社団法人発明協会京都支部　京都発明協会は４月１日より新たに一般社団法人京都発明協会として活動する
ことになりました。これからもいままでの事業を継続して参りますとともに、中小企業等の知財に関する様々な課
題の解決に支援を行って参ります。

 特許等取得活用支援事業 
★弁理士による無料相談

相談日 担当弁理士（敬称略）
年　月 日（曜日） (9：00～ 12：00) (13：00～ 16：30)

平成23年５月

11日（水） 佐藤　明子 大坪　隆司
12日（木） 福本　將彦 佐野　禎哉
18日（水） 浦　　利之 大坪　隆司
19日（木） 大西　雅直 奥田　和雄
25日（水） 上村　喜永 久留　　徹
26日（木） 河野　広明 佐藤　明子

平成23年６月

 1日（水） 佐野　禎哉 福本　將彦
 2日（木） 河野　広明 大西　雅直
 8日（水） 奥田　和雄 浦　　利之
 9日（木） 久留　　徹 上村　喜永
15日（水） 佐藤　明子 河野　広明
16日（木） 福本　將彦 佐野　禎哉
22日（水） 浦　　利之 大坪　隆司
23日（木） 大西　雅直 奥田　和雄
29日（水） 上村　喜永 久留　　徹
30日（木） 河野　広明 佐藤　明子

場　所：京都発明協会 相談室（京都リサーチパーク内 京都府産業支援センター２階）
京都発明協会宛お申し込み下さい。電話：075-315-8686　(相談時間は30分以内とさせて頂きます。)

★窓口支援担当者による無料相談
日　　　時：毎週　月曜日～金曜日(休日、祝日を除く)　事前予約制です。
場　　　所：京都発明協会 相談室（京都リサーチパーク内 京都府産業支援センター２階）
相談時間帯：9:30～ 12:00 ＆ 13:00～ 16:30
　窓口では中小企業等が抱える知的財産に関する悩みや課題をワンストップで解決できる支援を行います。また、その場で支援が困難な場合には、知財専
門家の派遣や支援機関との連携により課題等の解決を図ります。
京都発明協会宛お申し込み下さい。電話：075-326-0066又は075-315-8686

 京都府知的財産総合サポートセンター(京都府知的所有権センター)事業 
★無料発明相談：企業知財OB相談員が皆様の特許、実用新案、意匠、商標のご質問にお答えします。

時 間 帯 月曜日 火曜日 金曜日
 9:30～ 12:00 相談員 相談員 相談員
13:00～ 16:30 相談員 相談員 相談員

（水曜日、木曜日は「☆弁理士による無料相談」をご利用ください。休日：土・日・祝日及び年末年始）

場　　　所：京都発明協会 相談室（京都リサーチパーク内 京都府産業支援センター２階）
・予約制ですので、必ず事前にご予約ください。相談時間は30分間です。
・相談のご予約は、電話：075－315－8686まで「発明相談」とお申し出下さい。 

★府内巡回無料相談：弁理士が府内の商工会議所・商工会等で出張無料相談を開催します。お近くの方は是非ご利用下さい。
日　時 場          所 相　談　員

5月20日（金）
13:30～ 16：30

亀岡商工会議所(ガレリア)　　申込み： TEL0771-22-0053
住所：亀岡市余部町宝久保1-1（相談時間は、30分以内とさせて頂きます。） 弁理士　河野　広明 氏

6月17日（金）
13:30～ 16：30

福知山商工会議所　　申込み： TEL0773-22-2108
住所：福知山市字中ノ27（相談時間は、30分以内とさせて頂きます。） 弁理士　大西　雅直 氏

【お問い合せ先】 一般社団法人京都発明協会 TEL：075-315-8686  FAX：075-321-8374
E-mail：hatsumei@ninus.ocn.ne.jp
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発注コーナー

受注コーナー

発注コーナー
業種
No. 発 注 品 目 加 工 内 容

地 域
資 本 金
従 業 員

必 要 設 備 数 量 金 額 希望地域 支払条件 運搬等・希望

機－１ 治具配線、組立 検査用治具製作
久御山町
3000万円
80名

拡大鏡、半田付キット（レ
ンタル可） 話合い 話合い 久御山から

60分以内
月末〆
翌月末日支払

継続取引希望、当社
内での内職作業も可

機－２ 精密機械部品 切削加工
南区

1000万円
40名

MC、NC旋盤、NCフライス
盤他 話合い 話合い 不問

月末〆
翌月末日支払、
 全額現金

運搬受注側持ち、継
続取引希望

繊－１ 婦人、紳士物布製バック 縫製
東山区
個人
1名

関連設備一式
ロット20個～、
月産数量は能力
に合わせ話合い

話合い 不問
月末〆
翌月末日支払、
 全額現金

運搬片持ち、継続取
引希望

繊－２ ウェディングドレス 裁断～縫製～仕上
福井県（本社中京区）
18000万円
130名

関連設備一式 10～50着/月 話合い 不問
25日〆
翌月10日支払、
 全額現金

運搬片持ち、内職加工先持
ち企業・特殊ミシン（メ
ローがけ）可能企業を優先

繊－３ 婦人服 裁断～仕上
亀岡市
個人
5名

裁断、ミシン、ロックミシ
ン 50～100着／月 話合い 不問

20日〆
翌月10日支払、
 全額現金

運搬片持ち

業種
No. 加 工 内 容

主 要 加 工
（ 生 産 ）
品 目

地 域
資 本 金
従 業 員

主 要 設 備 話合い 備 考

機－1
MC・汎用フライスによる精
密機械加工（アルミ、鉄、ステ
ン、チタン他）

半導体関連装置部品、包装機
等

南区
300万円
5名

立型MC3台、汎用フライス4台、CAD/CAM3
台、汎用旋盤1台、画像測定機1台 試作品～量産品 京都・滋賀・

大阪 運搬可能

機－2 切削加工・溶接加工一式（ア
ルミ・鉄・ステン・真鍮）

液晶製造装置・産業用ロボッ
ト・省力化装置等精密部品

京都市南区
500万円
21名

汎用旋盤5台、NC旋盤3台、汎用フライス3
台、MC6台、アルゴン溶接機5台他 単品～中ロット 不問

運搬可能、切削加工から
真空機器部品のアルゴ
ン溶接加工までできる。

機－3 金属部品の精密切削加工
（AL、SUS、SSなど）

工作機械部品、車輌部品、油
圧部品、電機部品

京丹後市弥栄町
5300万円
30名

NC旋盤、マシニングセンター各15台、平面研
削盤1台 中～大ロット 不問

高品質、高い技術、豊な人間性をモットーに、
ＮＣ旋盤、マシニングセンターにより、車両・
電機・機械など金属部品加工をしています

機－4 パーツ・フィーダ設計・製作、省力機器設計・制作
宇治市
個人
１名

縦型フライス、ボール盤、メタルソー、半自動
溶接、TIG溶接、コンタ、CAD、その他工作機械 話合い 不問

自動機をパーツ・フィーダから組立・電
気配線・架台までトータルにて製作し
ますので、低コストでの製作が可能。

機－5
電線・ケーブルの切断・圧着･圧接・
ピン挿入、ソレノイド加工、シール
ド処理、半田付け、布線、組立、検査

ワイヤーハーネス、ケーブ
ル、ソレノイド、電線、コネク
タ、電子機器等の組立

下京区
3000万円
80名

全自動圧着機（25台）、半自動圧着機（50台）、全
自動圧接機（15台）、半自動圧接機（30台）、アプ
リケータ（400台）、導通チェッカー（45台）他

少ロット（試作品）
～大ロット（量産

品）
不問

経験30年。国内及び海外に十数社の協力
工場を含む生産拠点を持ち、お客様の
ニーズに応えるべく、ｽﾋﾟｰﾃﾞｨでより低コ
ストかつ高品質な製品を提供します。

機－6 プレス加工・板金加工̃アル
マイト表面処理 アルミ材

八幡市
5000万円
30名

プレス機、深絞り用プレス、油圧プレス機、自
動アルマイト処理設備一式（硫酸皮膜・蓚酸皮
膜対応）他

話合い 不問
全て自社工場内で行い、お客
様にアルミ加工技術をご提
供したいと考えております。

機－7
SUS・AL・SS板金・製缶、電
子制御板等一式組立製品出
荷まで

SUS・AL・SS製品、タンク槽、ボ
イラー架台等、大物、小物、設計・
製造,コンポスト型生ゴミ処理機

南丹市
１000万円
８名

ターレットパンチプレス、シャー各種、ベンダー各
種、Tig・Migアーク溶接機各5台以上、2.8tクレー
ン2基、1t3基、フォークリフト2.5t2台、その他

話合い 不問 2t車、4t車輌、継続取引
希望、単発可

機－8
MC,汎用フライスによる精
密機械加工（アルミ、鉄、ステ
ンレス）

半導体関連装置部品、包装機
等、FA自動機

南区
1000万円
30名

三次元測定器、MC、NC旋盤、NCフライス盤、
汎用フライス盤、CAD他 試作品～量産品 京都・滋賀・

大阪 運搬可能

機－9
プレス加工（抜き、絞り、曲
げ、穴あけ）溶接加工(アル
ミ、真鍮、鉄）

産業用機械部品等金属製品
右京区
個人
３名

トルクパックプレス35～80t、トランス
ファープレス、スケヤシャー、多軸タッピング
マシン他

話合い 府内企業希
望 継続取引希望

機－10 切削加工、複合加工 産業用機械部品、電機部品、
自動車部品

長岡京市
1000万円
10名

NC自動旋盤、カム式自動旋盤 中～大ロット 近畿府県
小径・小物（φ1～φ20・
～600ミリ）、量産加工
（500～50万個程度）

機－11 切削加工 産業用機械部品
伏見区
個人
２名

NC立フライス、旋盤5～9尺、フライス盤#1
～2、平面研削盤等 話合い 不問 継続取引希望

機－12 プレス加工
（抜き、曲げ、絞り、タップ）

自動車部品、機械部品、工芸
品、園芸品等小物部品

福知山市
300万円
８名

機械プレス15T～100T（各種） 話合い 不問
NCロール、クレードル
によるコイルからの加
工も可

機－13 精密切削加工（アルミ、鉄、ス
テンレス、真鍮、樹脂） 各種機械部品

南区
1000万円
18名

MC、NC旋盤、NC複合旋盤　20台 話合い 不問
丸・角・複合切削加工、
10個～1000個ロット
まで対応します。

機－14 ユニバーサル基板(手組基板）、ケース・BOX加工組立配線、装
置間ケーブル製作、プリント基板修正改造

伏見区
個人
1名

組立・加工・配線用工具、チェッカー他 単品試作品～小
ロット 京都府内

経験33年。性能・ノイズ対策を
考えた組立、短納期に対応、各
種電子応用機器組立経験豊富

機－15 産業用基板組立、制御盤組立、ハーネス、ケーブル加工
宇治市
300万
5名

静止型ディップ槽・エアーコンプレッサー・エ
アー圧着機・ホットマーカー・電子機器工具一
式

話合い 京都・滋賀・
大阪

継続取引希望、トラッ
ク・フォークリフト有り

機－16 プラスチック成形加工
カメラ用ストロボ小型部品
他各種精密小型センサー部
品

八木町
個人
３名

名機35t、32t日精70t射出成形機 話合い 南丹市以南
宇治市以北

経験30年。発注先要請
にに誠実に対応。継続取
引希望

機－17 プレス加工（抜き・曲げ・絞
り・カシメ他） 一般小物金属

久御山町
個人
４名

機械プレス7t～35t 話合い 京都・滋賀・
大阪 自動機有り

機－18 プラスチックの成型･加工
真空成型トレー、インジェク
ションカップ・トレー等ブ
ロー成型ボトル等

伏見区
1000万
１９名

真空成型機、射出成型機、中空成型機、オイル
プレス機 話合い 京都・大阪・

滋賀
金型設計、小ロット対応
可

機－19
自動化・省力化などの装置及
び試作、試験ジグなどの設
計・製作

FA自動機
亀岡市
8000万円
110名

CAD、旋盤、ボール盤、フライス盤、コンタマシ
ン、平面研削盤、コンプレッサー、ワイヤー加
工機、マシニングセンター

話合い 不問 継続取引希望
単発取引可

機－20 切削加工(丸物）、穴明けTP 自動車部品、一般産業部品
伏見区
個人
３名

ＮＣ旋盤、単能機、ボール盤、ホーニング盤 話合い 近畿地区

機－21 SUS・SS板金、製缶、溶接加
工一式

工作機械部品、産業用機械部
品、油圧ポンプ用オイルタン
ク、各種フレーム

宇治市
1000万円
９名

汎用旋盤、立型フライス、油圧式C型プレス、NC溶
断機、走行用クレーン（2.8t）5台、半自動溶接機8
台、アーク溶接機2台、アルゴン溶接機8台他

話合い 京都・滋賀・
奈良

多品種小ロット可、短納
期対応、運搬可能
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機－22
電子回路・マイコンプログラム（C、
ASM）・アプリケーションソフト（VB）・
プリント基板の設計、BOX加工配線組立

電子応用機器、試作品、自動
検査装置

北区
300万円
2名

オシロスコープ3台、安定化電源3台、恒温槽1
台 話合い

アナログ回路とデジタル回路の混在し
たマイコン制御の開発設計に20年以上
携わっています。単品試作品～小ロット

機－23
振動バレル、回転バレル加
工、穴明け加工、汎用旋盤加
工

鋼材全般の切断
精華町
1000万円
8名

超硬丸鋸切断機10台、ハイス丸鋸切断機2台、
帯鋸切断機7台 話合い 運搬可能、単品可能、継

続取引希望

機－24
MC,NC,汎用フライスによる
精密機械加工（アルミ、鉄､
銅、ステン他）

半導体装置、包装機、医療器、
産業用機械部品

南区
300万円
5名

立型MC2台、立型NC3台、汎用フライス5台、
CAD/CAM1台、自動コンターマシン2台 試作品～量産品 京都・滋賀・

大阪 運搬可能、継続取引希望

機－25 超硬、セラミック、焼入鋼等、
丸、角研磨加工一式

半導体装置部品、産業用機械
部品

南区
個人
1名

NCフライス1台、NC平面研削盤2台、NCプロ
ファイル研削盤3台、銀、ロー付他 話合い 不問 単品、試作、修理、部品加

工大歓迎

機－26 精密機械加工前の真空気密溶接
久御山町
個人
1名

アルゴン溶接機1台、半自動溶接機1台、アー
ク溶接機、クレーン1t以内1台、歪み取り用プ
レス1台

話合い 不問 単発取引可

機－27 精密寸法測定 プラスチック成形品、プレス
部品、プリント基板等

宇治市
6000万円
110名

三次元測定機（ラインレーザー搭載機あり）、
画像測定機、測定顕微鏡、表面粗さ形状測定
機、その他測定機、CAD等

話合い 不問
3DCADとのカラー段階
評価モデリング対応可、
CAD2D⇔3D作成

機－28 SUS、SS、アルミ、銅の配管
工事、製缶 機械・設備・船舶の配管

舞鶴市
1000万円
15名

自動鋸盤、シャーリング、アイアンワーカー、
パイプベンダー、旋盤、ラジアルボール盤 話合い 近畿圏 継続取引希望・単発取引

可

機－29
機械設計・製図、精密板金・製
缶、気密溶接（ステン・アル
ミ・チタン）、組立、調整

液晶、半導体関連装置、自動
省力化機械装置、食品検査装
置

南区
2200万円
39名

レーザー加工機、NCタレットパンチプレス、
NCベンダープレス、溶接設備（Tig、半自動、
アーク）、リークデテクター他検査機

話合い 不問 機械設計から部品加工、
組立迄一貫システム

機－30 MC、NCによる切削加工 産業用機械部品、精密機械部
品

亀岡市
1,000万円
12名

NC、MC縦型、横型、大型5軸制御マシニング 試作品～量産品 不問

機－31 NC旋盤、マシニングによる
精密機械加工

産業用機械部品、半導体関連
装置部品、自動車関連部品

伏見区
1,000万円
11名

NC旋盤6台、マシニング2台、フライス盤、旋
盤多数 話合い 不問 継続取引希望、多品種少

量生産～大量生産まで

機－32
溶接加工一式（アルミ、鉄、ス
テン）板金ハンダ付、けロー
付け

洗浄用カゴ、バスケット、ス
テン網（400メッシュまで）
加工修理

城陽市
個人
4名

旋盤、シャーリング、ロールベンダー、アイア
ンワーカ、スポット溶接機、80tブレーキ、コー
ナシャー

話合い 京都府南部

機－33 コイル巻き、コイルブロック
仕上 小型トランス全般

南区
500万
3名

自動ツイスト巻線機2台、自動巻線機8台 話合い 京都近辺 短納期対応

機－34 3次元切削加工、FC・AL鋳物
加工、各種木型金型製作 各種機械部品

南区
300万
2名

マシニング、3DCAD/CAM、汎用フライス、旋
盤他 話合い 不問 試作歓迎

機－35 切削加工、複合加工 大型五面加工、精密部品加
工、鋳造品加工

南区
3000万
20名

五面加工機、マシニングセンター、NC複合旋
盤 話合い 不問 継続取引希望

機－36 LED基板実装、小型電子機器配線組立、基板ディップ、画像用
LED手実装、画像処理用LED照明

宇治市
個人
9名

卓上リフロー炉、卓上型クリーム半田印刷機、
半田槽、リードカッター、実体顕微鏡 話合い 京都、滋賀、

大阪 小ロット可

機－37 超硬合金円筒形状の研磨加
工、ラップ加工

冷間鍛圧造用超硬合金パン
チ、超硬円筒形状部品

八幡市
300万円
6名

CNCプロファイル、円筒研削盤2台、平面研削
盤、細穴放電、形状測定機、CNC旋盤

単品試作品、小
ロット 不問

鏡面ラップ加工に定評
あります。品質・納期・価
格に自信あります。

機－38
ステン・アルミ・鉄・チタン・真
鍮・銅の板金加工、溶接、表面
処理（塗装、メッキ、酸洗い等）

精密機械部品、電機関係制御
BOX、建築金物、設備関係部
品、理科学系部品

京都市
個人
3名

タレットパンチプレス、プレスブレーキ8尺
100t、4尺35t、シャーリング8尺6t、セット
プレス2m、コーナシャー

京都、滋賀、
大阪

機－39 一般家電製品の組立、検査、電源BOXユニット組立、制御盤組
立、ハーネス加工

笠置町
1000万円
5名

作業用ベルトコンベア、電動工具各種、エア工
具各種、電線オートカッター、電線オートス
トッパー、ハーネスチェッカー

不問
経験35年発注先要望、
納期等に確実に対応し
ます。継続取引希望

繊－1 仕上げ（縫製関係）、検査 婦人服全般
北区

300万円
8名

仕上げ用プレス他 話合い 話合い

繊－2 和洋装一般刺繍加工及び刺繍ソフト制作
山科区
1000万円
3名

電子刺繍機、パンチングマシン 話合い 不問
タオルや小物など雑貨類
の刺繍も承ります。多品種
小ロットも可。運搬可能.

繊－3 縫製品裁断加工 ナイトウェアー、婦人服他縫
製品全般

綾部市
100万円
3名

延反機、延反台、自動裁断システム 話合い 不問

繊－4 縫製仕上げ 婦人服ニット
八幡市
個人
4名

平3本針、2本針オーバーロック、千鳥、メ
ロー、本縫各ミシン 話合い 話合い 継続取引希望

繊－5 繊維雑貨製造、小物打抜、刺繍加工、転写、プリント
舞鶴市
850万
9名

電子刺繍機、パンチングマシン、油圧打抜プレ
ス、熱転写プレス 話合い 不問 単発取引可

繊－6 ボタンホール加工（両止め、ハトメ、眠り）、　機械式釦付け,縫
製婦人パンツ、スカート

東山区
個人
1名

デュルコップ558、高速単糸環縫ボタン付け
ミシン 話合い 不問

繊－7 縫製加工 祝帯、ゆかた帯
右京区
個人
3名

本縫ミシン、平3本針オーバーロックミシン 話合い 京都市内

他－1 HALCONによる認識ソフト
開発、制御ソフト開発

対応言語:C/C++、VC++、
VB、NET系、Delphi、JAVA、
PHP

右京区
2000万円
25名

Windowsサーバー4台、Linuxサーバー3台、
開発用端末30台,DBサーバー3台 話合い

京都、大阪、
滋賀、その
他相談

小規模案件から対応可
能

他－2
情報処理系　販売・生産管理
システム開発、　計測制御
系　制御ソフト開発

対応言語：VB.NET、JAVA、
C/C++、PLCラダー、SCADA
（RS-VIEW/iFIX）他

下京区
1000万円
54名

Windowsサーバー10台、Linuxサーバー5
台、開発用端末35台 話合い 不問

品質向上・トレーサビリ
ティ・見える化を実現し
ます。ご相談のみ大歓迎。

他－3 印刷物・ウェブサイト等企業運営のためのデザイン制作
左京区
個人
1名

デザイン・製作機材一式 話合い 京都・大阪・
滋賀

グラフィックデザインを中
心に企業運営の為のデザ
イン企画を行っています。

他－4
知能コンピューティングに
よるシステム開発、学術研究
システム開発

画像認識、高速度カメラ画像処理、
雑音信号除去、音声合成、振動解析、
統計解析などのソフトウエア開発

下京区
300万
8名

開発用コンピューター10台 話合い 不
問

数理理論やコンピュータサイエンスに
強い集団です。通常では難しい検品のた
めの画像解析や制御解析等が得意です。

※ 受発注あっせん情報を提供させていただいておりますが、実際の取引に際しては書面交付など、当事者間で十分に話し合いをされ、双方の責任において行っていただき
ますようお願いします。



代表 TEL 075-315-9234　　FAX 075-315-9240
けいはんな支所 〒 619-0237 京都府相楽郡精華町光台 1丁目７（けいはんなプラザ ラボ棟）
 TEL 0774-95-5028　FAX 0774-98-2202
北部支援センター 〒 627-0004 京都府京丹後市峰山町荒山 225
 TEL 0772-69-3675　　FAX 0772-69-3880
上海代表処 上海市長寧区延安西路 2201 号　上海国際貿易中心 1013 室
 TEL +86-21-5212-1300

代表 TEL 075-315-2811　　FAX 075-315-1551
中丹技術支援室 〒 623-0011 京都府綾部市青野町西馬場下 38-1
 TEL 0773-43-4340　FAX 0773-43-4341
けいはんな分室 〒 619-0237 京都府相楽郡精華町光台 1丁目７（けいはんなプラザ ラボ棟）
 TEL 0774-95-5027　FAX 0774-98-2202

http://kyoto-isc.jp/　〒 600-8813 京都市下京区中堂寺南町 134

http://www.ki21.jp http://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp/

編集協力／石田大成社

̶知ろう　守ろう　考えよう　みんなの人権！̶

行事予定表

お問い合せ先： 財団法人 京都産業21 主催　 京都府中小企業技術センター 主催

日 名　　称 時間 場所
2011. 5.
〜
11
（水）

 京都イタリア抽象記号
交流支援事業「アルティ
ナジャート2011」出展

トスカーナ州フィレンツェ
市バッソ要塞

13
（金）

 KIIC交流会事業
　「Kyoohoo例会」 18:30 ～ 21:00 京都府産業支援センター2F

16
（月）

 第1回試作グループ連
絡会議 15:00 ～17:00 京都府産業支援センター2F

 KIIC交流会事業
　 「Kyoohoo造 形 プ ロ
ジェクト」

18:00 ～ 21:00 京都造形大学

17
（火）

 下請かけこみ寺巡回相
談（無料弁護士相談） 13:00 ～15:00 久御山町商工会

 3次元CAD等体験講
習会（ソリッドコース）
【ThinkDesign】

13:30 ～16:00 京都府産業支援センター1F

19
（木）

 下請かけこみ寺巡回相
談（無料弁護士相談） 13:00 ～15:00 ガレリアかめおか

 KIIC交流会事業「Web
ショップ研究会」 17:00 ～19:00 京都府産業支援センター5F

20
（金）

 工芸品お直し無料相談
会 13:00 ～15:00 京都リサーチパーク4号館

7F

 品質工学講演会「技術
開発・製品開発の革新
と品質工学」

13:30 ～17:00 京都府産業支援センター5F

23
（月）

 京都府異業種交流会連絡会
議 第32回総会・「2011講
演と交流のつどい」

14:30 ～19:00 京都府産業支援センター5F

24
（火）

 下請けかけこみ寺巡回
相談（無料弁護士相談）13:00 ～15:00

丹後・知恵のものづくり
パーク

25
（水）

 下請かけこみ寺巡回相
談 13:00 ～15:00 北部産業技術支援セン

ター・綾部

 工芸品お直し無料相談
会 13:00 ～15:00 京都リサーチパーク4号館

7F

日 名　　称 時間 場所

26
（木）

 KIIC交流会事業
　「Kyoohoo例会」 18:30 ～ 21:00 京都府産業支援センター2F

30
（月）

 KIIC交流会事業
　 「Kyoohoo造 形 プ ロ
ジェクト」

18:00 ～ 21:00 京都造形大学

2011. 6.

3
（金）

 中小企業ものづくり技術
スキルアップ研修「機械設
計基礎講座」（材料力学編）

9:30 ～16:30 京都府産業支援センター5F

6
（月）

 KIIC交流会事業
　 「Kyoohoo造 形 プ ロ
ジェクト」

18:00 ～ 21:00 京都造形大学

7
（火）

 KIIC交流会事業
　「Kyoohoo例会」 18:30 ～ 21:00 京都府産業支援センター2F

13
（月）

 KIIC交流会事業
　 「Kyoohoo造 形 プ ロ
ジェクト」

18:00 ～ 21:00 京都造形大学

 京都職人修理ネット6
月例会 18:00 ～ 20:00 京都府産業支援センター2F

16
（木）

 下請けかけこみ寺巡回
相談（無料弁護士相談）13:00 ～15:00 ガレリアかめおか

17
（金）

 京 都 産 業21環 の 会
（KSR）定期総会 京都センチュリーホテル

20
（月）

 新工芸研究会6月例会 16:00 ～18:00 京都府産業支援センター4F

 KIIC交流会事業
　 「Kyoohoo造 形 プ ロ
ジェクト」

18:00 ～ 21:00 京都造形大学

21
（火）

 下請けかけこみ寺巡回
相談（無料弁護士相談）13:00 ～15:00 久御山町商工会

22
（水）
〜
24
（金）

 第22回設計・製造ソ
リューション展出展 10:00 ～18:00 インテックス大阪

22
（水）

 工芸品お直し無料相談
会 13:00 ～15:00 京都リサーチパーク4号館7

階

約１万５千人の方々にお読みいただいております京都府中小企業技術センターのメ－ルマガジンは、当センターや(財)京都
産業21、府関連機関が主催する講習会や研究会・セミナーなどの催し物や各種ご案内、助成金制度等のお知らせなど旬の話題
をタイムリーにお届けしています。皆様の情報源として是非ご活用ください。
ご希望の方は、ホームページからお申し込みください。▲

http://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp/mtnews/get_mtnews.htm

メールマガジン「Ｍ＆Ｔ NEWS FLASH」（無料）をご活用ください！

専門家特別相談日
（毎週木曜日　13：00 ～16：00）

○事前申込およびご相談内容について、㈶京都産業21　お客様相談室まで
ご連絡ください。 TEL 075-315-8660　FAX 075-315-9091

取引適正化無料法律相談日
（毎月第二火曜日　13：30 ～16：00）

○事前の申込およびご相談内容について、㈶京都産業21　事業推進部　市場開拓グルー
プまでご連絡ください。 TEL 075-315-8590　FAX 075-323-5211

「東日本大震災」に関する京都産業21の取組について
１　（財）京都産業２１では、義援金の募金箱を設置しています。
　　・本部 （ 京都府産業支援センター内　１階：お客さま相談室）　・北部支援センター（丹後・知恵のものづくりパーク内）
　　※頂戴しました義援金は、日本赤十字社に送金し、日本赤十字社を通じて被災地に送金されます。
　　なお、口座振込の場合、下記の日本赤十字社の口座あて直接振り込みをお願いします。
　　【郵便口座】　口座番号 ： 00140-8-507　　加入者名 ： 日本赤十字社　東日本大震災義援金
　　　　　　　　取扱期間 平成23年３月22日（火）から平成23年９月30日（金）
　　＊受領書を希望される場合は、通信欄に「受領書希望」と明記ください。
　　＊郵便窓口での取扱いの場合、送金手数料は免除されます。ATMの場合、手数料が発生します。
　　　<お問い合わせ先>　日本赤十字社　京都府支部　　TEL：075-541-9326

２　特別相談窓口を開設しています。
　　・本部（京都府産業支援センター内　１階　お客様相談室）　TEL：075-315-8660
　　・北部支援センター（丹後・知恵のものづくりパーク内）　TEL：0772-69-3675

研修名 開催日時 場所
機器分析セミナー（分析走査電子顕微鏡） ５月１７日（火） １３：００～１６：００ B棟小研修室及び精密測定（材料分析）室
技術開発･製品開発の革新と品質工学（遠隔セミナー） ５月２０日（金） １３：３０～１７：００ B棟小研修室

◆北部地域人材育成事業


