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（公財）京都産業21上海代表処の事務所がある上海国際貿易センタービル近隣の複合
商業ビル“上海世貿商城”（上海マート）において、８月２日（木）に国際輸入商品貿易センタ
ーの開幕式が行われました。国際輸入商品貿易センターは、台湾、香港といった近隣の
アジア諸国をはじめ、マレーシアやトルコ、ベルギーといった世界23カ国の名産品が展示
される総合ショウルームです。

開幕式当日は、上海市長寧区副区長の杲雲（ガオウン）氏をはじめとした要人の挨拶もあり、上
海市を中心に数多くの来場者が集まり、盛大な賑わいを見せました。この日は、同じ上海マートの
３階に常設している「日本 京都館」でも、多くの来場者で溢れました。

「日本 京都館」は６月15日（金）にオープンし、京都の物産・伝統工芸系企業と、ものづくり企業
の計85社（2012年８月現在）が一同に会して出展している常設展示場です。約100平方メート
ルの展示場に、精密機器や金属加工の製造業をはじめ、京焼・清水焼や漆器、表具など伝統工芸
品やカタログ、会社案内のパネルなどを展示し、中国のメーカーや、商社の仕入担当者に売り込
むBtoBの中国市場開拓のための拠点です。ここで自社の看板商品や加工技術のPRを処狭しと並
べ、接客対応のための中国人スタッフを常時配置して、現地企業との商談に日々つなげています。

「日本 京都館」が参画する
上海 国際輸入商品貿易センター開幕

盛夏の８月２日（木）、国際輸入商品貿易センターのグランドオ
ープンにより、上海常設展示場「日本 京都館」は、かつてないほど
の活気に包まれました。

［国際輸入商品貿易センターの開幕式の様子］

［物産・伝統工芸系（左）と、ものづくり系（右）とに分けて展示しています］ ［目を引くショウルームも併設］
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出展者からは、ここを拠点に様々な商談会やイベントに参加し、
京都の商材をPRしていきたいという声や、商談・視察ツアーに
参加して製造現場を訪問し、現地バイヤーとも交流を広げたい
との声などをいただいております。

《出展者の声（一部を掲載）》
◦�中国国内に販売拠点がないが、実際に商品を見てもらう機
会が重要だと考えて出展した。
◦�「日本�京都館」は自社の中国拠点として宣伝でき、中国の
バイヤーの興味を引けると思う。

◦�市場調査のつもりで出展したが、予想以上の反応があり、
今後は販売先の獲得を本格的に進めたい。

「日本 京都館」は、オープンから２ヶ月で約1900名の来場者
があり、引き合いは約90件です（2012年８月現在）。来場者は、
品質を確かめるように熱心に商材を手に取っておられます。特に、
ビーズを散りばめたバッグや清水焼、和装小物や寝具用品、金
銀糸などの商材が注目を集めています。

国際輸入商品貿易センターのグランドオープンにより、「日本 
京都館」は、今後ますます集客が見込まれます。

成長著しい中国市場の活力を取り込み、自社の発展につなげ
る“攻めのマーケティ
ング”を、（公財）京都
産業21は京都企業
と協力し、今後も取
り組んで参ります。

京都の先端技術
（株）アカツキ製作所
（株）エスケーエレクトロニクス
（株）大木工藝
木下電子工業（株）
（株）木村製作所
（株）協進精機
五大エンボディ（株）
コフロック（株）
（株）魁半導体
佐々木化学薬品（株）
（株）Ｊ・Ｐ・Ｆ
（株）シオガイ精機
城陽富士工業（株）
(有)塚口鉄工所
（株）日光電機製作所
日本蚕毛染色（株）
ハムス（株）
マシーン・システム・デベロップメント（株）
マップエンジニアリング（株）
上海日申金銀線有限公司
（株）山岡製作所
山形城南農業科技(上海)有限公司
（株）ヤマト油機

京都自動設備支援ネットワーク
秀峰自動機（株）
福知山重工業（株）
（株）メカニック
（株）坂製作所
NKE（株）
（株）アートプラン
（株）日光電機製作所
（株）セブン・エンジニアリング
コニテク（株）
旭光精工（株）
（株）秋田製作所
（株）イー・ピー・アイ
(有)木村技研
亀岡電子（株）
ハムス（株）
大東工業（株）
（株）タイヨーアクリス
共進電機（株）

京都の伝統・物産品
（株）アイル
（株）味京
（有）アップル・ワイズ
（株）ＩＧＮＩＳ
（株）井助商店
（株）ウエダ・テクニカルエントリー
（株）芸艸堂
（有）奥村企画
（株）香鳥屋
川並鉄工（株）
（株）木村桜士堂
（株）京ウィンド
（株）京都イシハラ
京都・京北つけもの工房いぶり
京都市
（有）京都佛画研究所
（株）熊谷聡商店
（有）コーロク
五明金箔工芸
（株）サン・クロレラ
（株）髙岡
（株）谷口松雄堂
（株）たにぐち
（株）谷商店
（株）種田
（株）丹波豆福堂
都舞手合同会社
となみ織物（株）
（株）鳥羽屋
（株）西川貞三郎商店
（株）西村松寿堂
（株）野田屋
（株）橋本光厳堂
（株）八代目儀兵衛
ギャラリー平文
藤平陶芸（有）
舞妓の茶本舗　
（株）マツモト
（有）丸益西村屋
丸和商業（株）
（有）み彌け
もとやま畳店
（株）山田松香木店
（株）ロマンス小杉

【お問い合せ先】 （公財）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

「日本 京都館」が参画する 上海 国際輸入商品貿易センター開幕

［上海常設展示場「日本 京都館」出展企業］

「日本 京都館」は中国市場の真ん中にあります
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１．表彰の種類
（1）京都中小企業技術大賞　１企業

特に顕著な功績が認められるものについて授与します。
（2）京都中小企業優秀技術賞　４～６企業

特に優れたものについて授与します。

２．応募資格
以下の各項に該当するものを対象とします。

（1）京都府内に本社を置く中小企業
（2）経常利益が直近３年間連続して赤字でないこと
（3）対象となる技術・製品の売上実績があること

３．応募方法
（1）募集期間　平成24年９月10日（月）～ 10月10日（水）
（2）提出書類　①必須書類

・申請書　　・直近３年の各年度決算書
②任意書類
・企業紹介パンフレット
・対象となる技術・製品がわかる資料
・その他必要と思われる資料

（3）提出方法　 申請書に必要な事項を記入の上、関係書類を添
付して、郵送（当日消印有効）してください。

※ 募集要項及び申請書については、財団ホームページから
ダウンロードしてください。
→ http://www.ki21jp/technology/youkou/

※提出先　〒600-8813　京都市下京区中堂寺南町134
京都府産業支援センター　公益財団法人京都産
業21連携推進部　技術顕彰事務局

４．審査方法
自薦及び当財団が実施する中立機関による推薦企業に対し、

当財団に設置された調査連絡会及び有識者で構成する委員会を
設置し、１次、２次審査による選考を経て、受賞企業の選出を
行います。

５．審査項目
　次の項目を総合的に勘案し、審査を行います。

（1） 京都ブランドにふさわしい独創性のある技術、または製品
であること

（2）時宜に適し、かつ必要で優秀な技術、または製品であること
（3） 優秀な技術・製品を保有するなど、研究開発に積極的であること
（4） 健全な経営により、企業の成長発展が顕著に認められ、か

つ将来性があること
（5） 京都産業の振興発展に貢献するなど他の中小企業の模範で

あること

６．受賞者の発表・表彰式
（１）受賞者の発表　平成24年12月末を予定しています。
（２）表彰式　　　　平成25年2月頃を予定しています。

平成24年度「京都中小企業技術大賞」募集について

平成24年度「京都中小企業技術大賞」募集について

【お問い合せ先】 （公財）京 都 産 業 2 1 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

京都中小企業技術大賞は、技術水準の向上と研究意欲の高揚に資することを目的に、京都にふさわしい優
れた技術・製品の開発に成果を上げ、京都産業の発展に貢献された中小企業に授与し、顕彰するものです。

今年度からは自薦も受付けることになりました。皆様方のご応募をお待ちしております。
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京都府と公益財団法人京都産業２１では、京都パルスプラザ（京都府総合見本市会館）において
「京都ビジネス交流フェア２０１３」を開催します。

現在、京都府内の中小企業の優れた加工技術を展示する〈もの
づくり加工技術展〉への出展企業を募集しています。

新規取引先の開拓や、今後の企業戦略・事業展開等に役立つも
のと考えています。ぜひ、ご出展ください。

申込・詳細につきましては、財団ホームページをご覧ください。
→　http://www.ki21.jp/bp2013/shutten_boshu/

京都ビジネス交流フェア2013〈ものづくり加工技術展〉出展者等募集

【お申し込み・
お問い合せ先】 （公財）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

1　会　　期 　平成25年２月21日（木）～ 22日（金） 午前10時～午後５時
2　会　　場 　京都パルスプラザ（京都府総合見本市会館）　大展示場
3　出 展 料 　６万円／小間（税込）　＊角小間希望　２万円（追加）

システムパネル仕様 W3000mm×D3000mm×H2500mm
展示台１台・パイプイス２脚・蛍光灯１本

4　出展対象 　 京都府内に事業所を有する機械、電気、精密、プラスチッ
ク、木工、繊維等の製品及びその部品等（ソフトを含む）を
製造するものづくり系中小企業・グループ
※中小企業とは資本金３億円以下及び従業員300名以下の企業

5　募集規模 　150小間

■展示会参加企業の声
⃝ 商談会が併催されているので資材

関係の担当者様が多く来場。

⃝出展費用がリーズナブル。

⃝営業の勉強になった。

⃝ 取引先が増えた。PRの場になった。

⃝多くの情報収集が出来た。

京都ビジネス交流フェア2013
〈ものづくり加工技術展〉出展者等募集

出展申込締切日　２０１２年９月２８日（金） 間もなく締切です。

また、昨年度に引き続き、「近畿・四国合同緊急広域商談会」を開催することとしており、現在参加発注メーカーを募集中です。
申込・詳細は財団ホームページをご覧ください。　→　http://www.ki21.jp/bp2013/godo_shoudankai/
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公益財団法人京都産業２１では、各分野での起業をめざしている方、または創業間もない方を対
象に、起業家セミナーを開催します。起業支援において全国各地で活躍されている増田紀彦氏に講
演いただくほか、豊富な内容で経営に必要な基礎的知識と実践力を身につけていただきます。

起業家セミナー受講生募集
事業を始めたい、会社を創りたい。起業のノウハウを学ぶチャンスです。

開催日時　平成24年10月13日（土）～ 12月８日（土）＜7日間＞10:00 ～ 17:00　但し11月３日及び11月24日は休講
会　　場　京都府産業支援センター　５階研修室（京都市下京区中堂寺南町134）
定　　員　40名（先着順　ビジネスプランの内容によって選考させていただく場合があります。）
受 講 料　5,000円（テキスト、資料代含む）

詳細はこちら　→　http://www.ki21.jp/information/entre_semi/2012/

平成24年度　起業家セミナー カリキュラム
月日 時間 内容 講師

【課程１】
１0月１3日(土)

10:00～10:30 ■開講式、オリエンテーション、セミナー全体の流れについての説明

10:30～12:00 ■基調講演
　起業成功の原動力は「知恵」と「つながり」

一般社団法人
起業支援ネットワークNICe
代表理事　増田 紀彦 氏

13:00～17:00
■ビジネスゲーム　“バトルクレイン・起業家版”
　（実習）チーム対抗で企業経営（仕入、生産、販売など）を実践学習
　・“バトルクレイン”で学んだことの振り返り（グループ討論）
　・経営者としての長所や弱点に気づき、自己の学習目標を明確にする

一般社団法人
バトルクレイン・プロジェクト

17:30～19:00 ■キックオフミーティング
　受講生同士及び講師との交流を図り、これからのセミナーを通じた人脈形成と親睦を図る

【課程2】
１0月20日(土) 10:00～17:00

■ビジネスプランとは
　・ビジネスプランはなぜ必要か？（創業体験談・各社の事例）
　・ビジネスプラン策定の基礎知識
　（実習）キャリアの棚卸
　・ビジネスプラン構築の準備
　（実習）経営ビジョンと経営理念の策定
　（実習）環境分析（SWOT分析とポジショニング分析）
　・経営戦略とマーケティング（事業計画立案に必要な戦略的思考方法）
■ビジネスイプランの策定
　（実習）ビジネスプラン策定の基礎となるビジネスイメージ図の作成
　・ビジネスイメージのプレゼンテーション
　（実習）ビジネスイメージ図に基づくグループ内プレゼンテーション

（有）中小企業診断所
代表取締役所長　米田 明 氏

【課程3】
１0月27日(土) 10:00～17:00

■起業時の会計・税務の基礎知識
　・経理のイロハ
　・決算書のしくみ
　・事業に係る税金、起業時の届出書類
■ビジネスプランに必要な数値計画
　・損益分岐点分析と損益予測
　・収支計画、資金計画の立て方
　（実習）ビジネスプランに必要な数値計画の作成

京都御池税理士法人
代表税理士　福島 重典 氏

【課程4】
１１月１0日(土) 10:00～17:00

■コミュニケーションとリーダーシップ
　・起業に不可欠なコミュニケーション力
　・対人関係力向上～見た目も仕事のうち～
　・相手を理解する「聴く」力
　・周りに影響を及ぼすリーダーシップ
■プレゼンテーション
　・プレゼンテーションとは「相手の心、行動を動かすこと」
　・コンサルティングセールススキル
　・聞き手分析とプレゼンテーション力
　（実習）プレゼンテーション演習

（株）ビジネスプラスサポート
代表取締役　藤井 美保代 氏

【課程5】
１１月１7日(土)

10:00～13:00
■起業時の顧客開拓術 ～販路を開拓して売上を上げる方法を学ぶ～
　・商品・サービスが売れるための仕組みを学ぶ
　・顧客開拓の「失敗事例」「成功事例」
　・顧客からファンになってもらう企業を創る

（有）ブルーム
代表取締役　松尾 裕司 氏

14:00～15:00
■起業時に必要なアイテム
　・名刺が持つ伝える力と伝わる印象
　・印刷物を作る際のコツ

エムエスギア
仲 奈々子 氏

15:00～17:00

■Web戦略
　・サイトの役割と目標 ～顧客への問題解決ツール～
　・サイトの制作と公開 ～導線を意識したサイト制作～
　・アクセス解析とサイトの更新
　・クラウドの利用

エムエスギア
代表　仲 博司 氏

【課程6】
１2月１日(土)

10:00～12:30
■創業体験談とパネルディスカッション
　・ 起業家グループKyoto eggsメンバーや起業経験者を交えたパネルディス

カッション
（株）テクノクリエイト
代表取締役　井上 忠男 氏　他

13:30～17:00
■受講生によるビジネスプランプレゼンテーション
　・ ビジネスプランの発表とバトルクレイン・プロジェクトスタッフによる多方面

からのフィードバック
一般社団法人
バトルクレイン・プロジェクト

【課程7】
１2月8日(土)

10:00～11:00 ■起業時の資金調達
　・新規開業ローンなど日本政策金融公庫からの案内

日本政策金融公庫
国民生活事業担当者

11:00～16:30
■ビジネスゲーム“バトルクレイン・経営者版”
　（実習）今までの学習成果をもとに、財務諸表を作成しチームで業績を競う
　・“バトルクレイン”で学んだことの総括
　・事業計画の検証と企業経営の重要ポイントの理解

一般社団法人
バトルクレイン・プロジェクト

16:30～17:00 ■閉講式

17:30～19:00
■受講生交流会
　 受講生同士及び講師との交流、先輩起業家の苦労話などを聞く機会を設定し、起業にとって重要なネットワーク

構築の支援を行う<参加者実費負担>
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起業家セミナー受講生募集

●辻　優佳さん
当店近幸は、３年前に町家に移り住んだことを契機に、資金も計画も無く、玄関先
でぼちぼち始めたのがスタートでした。その時、１つでも商品を増やしたくて、大好
きなアンティークの着物（特に子供の晴着）を使ってオリジナルの商品を創り、それ
を発展させて今に至ります。
「起業家セミナー」の壮大な名称に初めは物怖じしましたが、８人のキャンセル待ち
の後、運よく受講できました。そして、セミナーが始まり、緊張したのは１日目だけ、後
は楽しくて待ち遠しい程でした。
受講生は新しい分野に踏み込もうとされている方、独立を考えておられる方、今の
仕事をさらに飛躍させるべく試行錯誤されている方、また、年齢層も幅広く、想像を
はるかに超えており、改めて自分の視野の狭さを痛感しました。
講義は駆け足でしたが、一連の流れはわかりやすく、現役奮闘中の講師陣の溢れ
んばかりの愛ある講義からは、たくさんの知識とエネルギーをいただきました。
セミナーを終えて、現在も、受講者同期で３ヶ月毎に「勉強会」を当店の２階で開い
ております。第１回（３月27日）、第２回（６月23日）も新規の方を含み約20名の出
席で、楽しく交流しました。
このセミナーのおかげで広がった「人の輪」と注ぎ込んで頂いた「頑張る力」を大
切に前に進めるよう、今日も試行錯誤しながら、入りやすい雰囲気づくりと商品を手にとってもらいやすいように店の模様替えをしています。

平成23年度受講生から、受講の感想、近況が寄せられましたので紹介します。
●木村　ひろみさん
親族経営の佃煮屋から、突然、夫が独立することに…。私自身はそれまで家業に携
わっていなかったので戸惑うばかりでした。そんな時、目にしたのが起業家セミナー
の募集記事。藁にもすがる思いで電話をかけたのが始まりです。
私のような主婦が受けられるものだろうかと不安でしたが、率直に募集動機を書
いて送ったところOKをいただくことができました。具体的なプランと「思い」が大切
なようです。
セミナーの内容は、起業のいろはから高度な知識まで多岐にわたり、受講者自身も
参加できるよう様々な工夫がされています。なにしろ「ビジネスプラン」を作成し提出
することが最終課題です。絶えず実際に起業した状況を想定し、緊張感をもって受講
することができました。のめりこむあまり、もう起業したかのような錯覚に陥ることも。
セミナー終了後すぐに始まった開店準備も、受講内容を念頭に置きながらするこ
とができました。いざとなると、わからないことも多いものですが、個別相談が用意
されていて本当に助かりました。起業家セミナーに心から感謝しています。

〈京じゃこ山椒　しののめ寺町〉
〒604-0993
京都市中京区寺町通夷川上ル西側久遠院前町669-3
TEL　075-255-7008
URL　http://www.kyoto-jako.jp/

【お問い合せ先】 （公財）京 都 産 業 2 1 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

〈祇園新橋　近
きん

幸
こう

〉
京都市東山区新橋通花見小路東入ル林下町418
TEL　080-3802-8434
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京都府元気印中小企業認定制度のご案内

京都府元気印中小企業認定制度のご案内
イノベーションに取り組む府内中小企業の方々を応援します！

（京都府中小企業応援条例に基づき「研究開発等事業計画」を京都府知事が認定する制度です）

 対 象 者 　 京都府内に事業所のある中小企業（法人・個
人）、組合等、有限責任事業組合（LLP）

 対象事業 　●新たな技術の研究開発及び事業化
●役務の新たな提供方式
●新たな商品の研究開発や生産
●新たな役務の研究開発や提供
●商品の新たな生産、販売方式
●事業化に必要な需要の開拓
● 独自の技術等の高度化による新たな需要の開拓

 認定企業に対する京都府の支援策 

融 資
限度額
５億6,000万円
10年以内
年1.9%以内

補助金
補助率
１/２以内
限度額
1,000万円

不動産
取得税の

軽減

販路開拓
支援

（チャレンジバイ）

（平成24年６月末現在）

※ ご利用には、別途審査等が必要です。また、補助金については、24年度
の募集は終了しました。

 京都産業21の支援 
　当財団では相談・申請窓口だけでなく、下記の支援も行っ
ています。
◇事前相談
　中小企業の方々のお話を伺い、事業計画作成等の助言を
行います。

◇審査会プレゼンテーションのブラッシュアップ
　審査会プレゼンテーションの前に模擬練習を行い、当財
団の専門家がアドバイスを行います。
◇コーディネーターによるフォローアップ
　当財団のコーディネーターが、販路開拓、設備投資、雇
用等の支援制度の紹介をはじめ、経営上及び技術上の課題
解決等に必要な情報提供、助言等を行います。

 相談・申請窓口 　※まずは、該当する窓口へご連絡ください。

京都市、向日市、長岡京市、大山
崎町の方

公益財団法人京都産業21
経営革新部
TEL：075-315-8848

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津
川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠
置町、和束町、精華町、南山城村の方

京都府山城広域振興局
商工労働観光室
TEL：0774-21-2103

亀岡市、南丹市、京丹波町の方
京都府南丹広域振興局
商工労働観光室
TEL：0771-23-4438

福知山市、舞鶴市、綾部市の方
京都府中丹広域振興局
商工労働観光室
TEL：0773-62-2506

宮津市、京丹後市、与謝野町、伊
根町の方（織物業・機械金属業関係
を除く）

京都府丹後広域振興局
商工労働観光室
TEL：0772-62-4304

丹後地域の織物業、機械金属業の
方

公益財団法人京都産業21
北部支援センター
TEL：0772-69-3675

【お問い合せ先】（公財）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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「京都産業２１環（リング）の会」（略称：ＫＳＲ）のご紹介

「京都産業２１環（リング）の会」（略称：ＫＳＲ）のご紹介
京都産業21環（リング）の会（会長 田中 稔<株式会社タナカテック 代表取締役>会員数200名）

は、1971年に発足し、40年以上の歴史があります。京都府内の意欲ある中小企業を対象とした会
員組織で、会員相互の連携・協力・交流を推進し、活性化、自立化を図り、新たな成長・発展を目指すこ
とを目的としています。

【交流事業】仲間と交流を深める
会員同士の「交流事業」を通してお互いのビジネスを広げた

り、ビジネスパートナーを見つけています。人気講師による講
演会や交流会で語り合ったり、お互いの意見を交換したりと、
会員同士が自然に気軽に交流し合える場を提供しています。
「キラメキ交流サロン」として、話題の講師による講演で社会

の動向を捉え、講師を交えた交流会で、もっと聞きたいもっと
知りたいビジネスに関する話を聞くことで、今後のビジョン策
定、ビジネスプランの立案などに役立てられます。

【グループ活動】環をつくり新連携ビジネスに挑戦!!
会員同士の強みを活かし、弱みを助け合ったり、異業種の視

点で発想したりと、連携の強みが最大限に発揮され、新たな分
野へ挑戦していくことで、無限の可能性が開けます。現在、次
の５つのグループが活発に活動しています。
○F2H … 「森・食・人」を元気にする

F2Hとは、Forest（森）、Food（食）、Human（人）の頭文
字を取り、それぞれを元気にする取り組みを行っています。

○知恵の会 … 知恵の経営で勝負する!
数値化できない知的資産を可視化して報告書にまとめる

「知恵の経営」に取り組み、自社の企業価値の向上を図りま
す。（現在、第４期目として活動中）

○PS21 … 文章力を高め、表現力を養います!!
会社の説明、魅力、強みや社長の想いなどについて、講師

と共にみんなで学びながら、各種メディアコンテンツのブ
ラッシュアップや作成に取り組みます。

○ ICT・クラウド塾 … 知らなきゃ損する!情報や通信に関する
最新技術の活用塾!

会員間のコミュニケーションや会員の事業に役立つICT・ク
ラウドを活用するために必要なセミナーや勉強会、講演会な
どを開催します。

○ 京都産業21 環（リング）の会「ビジネスリンク」 … メーリン
グリストで情報発信!!

会員専用のメーリングリスト等を活用し、各社のビジネス
チャンスの拡大と環（リング）の会の活性化を図ります。

以上、主な活動をご紹介しましたが、各グループとも自主的
に取り組み、活動は年々活発になっています。詳しくは、ホー
ムページ（http://www.ksr-ring.jp/）をご覧ください。ご入会
等については、下記までお問合せください。

<入会について>入会金：1,000円　　年会費：5,000円

※ P9-10に「平成24年度KSR定期総会記念講演会」の講演録を
掲載しています。

【お問い合せ先】 京都産業21環（リング）の会（略称：KSR）事務局
（公財）京都産業 21 連携推進部

TEL：075-315-8677  FAX：075-314-4720
E-mail：renkei@ki21.jp     URL：http://www.ksr-ring.jp/


