
10/23(水)
13:00～15:00

京都試作センター㈱工芸品お直し（修理）無料相談会
10/25(金)～27(日)
11:00～19:00

赤坂サカスCool Kyoto 2013

10/ 3(木)
13:00～15:00

南丹市園部公民館下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

10/12(土)
10:00～17:00

京都府産業
支援センター5F起業家セミナー 課程1

10/11(金)
13:30～16:45

京都府産業
支援センター研究室

機械操作講習会
（材料分析コース）

10/10(木)
13:30～17:00

京都府産業
支援センター研修室

京の知財エンジニアリングセミナー
（第2回特許情報検索基礎編他）

10/23(水)
10:00～19:00

ホテルグランヴィア
京都第17回異業種京都まつり

10/19(土)
10:00～17:00

京都府産業
支援センター5F起業家セミナー 課程2

10/15(火)
13:00～15:00

久御山町商工会下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

10/23(水)
13:00～15:00

北部産業技術
支援センター・綾部下請かけこみ寺巡回相談

10/22(火)
13:00～15:00

丹後・知恵の
ものづくりパーク

下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

10/17(木)
13:00～15:00

ガレリアかめおか下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

10/22(火)
10:00～16:00

同志社大学 京田辺校ビジネスフェアin京たなべ2013

10/4(金)～6(日)
10:00～17:00

京都パルスプラザ第57回京都大アンティークフェア

10/19(土)・20(日)
10:00～翌17:00

京都府立
ゼミナールハウス

経営者育成大学 宿泊研修
（第8回）

10/ 2(水)
18:00～21:00

京都府産業
支援センター５F

経営者育成大学
（第7回）

10/ 4(金)
13:30～17:00

京都府産業
支援センター研修室

京の知財エンジニアリングセミナー
（第1回技術者に必要な知財の知識他）

10/ 9(水)
13:30～16:30

京都府産業
支援センター研修室

ものづくり基盤技術セミナー
（透明酸化物材料で創る未来のディスプレイ）

10/ 7(月)
9:00～17:00

京都府産業
支援センター研修室

京都ものづくり若手リーダー育成塾
（企画・発想①）

9/11(水)
13:30～16:00

京都府産業
支援センター研究室

3次元CAD体験講習会
（3次元CADソリッドコース）

9/12(木)
13:30～16:00

京都府産業
支援センター交流サロン

3次元CAD体験講習会
（リバースエンジニアリング）

9/11(水)・12(木)
9:00～17:00

中国上海マート
３，４Ｆ日中モノづくり商談会 in 上海

9/17(火)
13:00～15:00

久御山町商工会下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

9/19(木)
13:00～15:00

ガレリアかめおか下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

9/24(火)
13:00～15:00

丹後・知恵の
ものづくりパーク

下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

9/25(水)
13:00～15:00

京都試作センター㈱工芸品お直し（修理）無料相談会

9/27(金)
10:00～17:00

マイドームおおさか
2Fモノづくり受発注広域商談会

9/21(土)
12:00～16:00

京都市立伏見工業高校
呉竹館ホール第18回京都府高等学校ロボット大会

9/18(水)
18:00～21:00

京都府産業
支援センター５F

経営者育成大学
（第6回）

9/11(水)
13:30～16:30

京都府産業
支援センター研修室実装技術スキルアップセミナー

9/13(金)
13:30～17:00

京都府産業
支援センター研修室品質工学研究会

9/13(金)
10:00～17:00

京都府産業
支援センター研修室CAE技術研究会

9/17(火)
13:30～17:00

京都府産業
支援センター研修室

EMC技術セミナー
（第4回ノイズ対策部品の基礎と使い方）

9/27(金)
10:00～17:00

京都府産業
支援センター研修室CAE技術研究会

9/19(木)
13:30～17:00

京都府産業
支援センター研修室ナノ材料応用セミナー①

9/20(金)
13:30～16:45

京都府産業
支援センター研究室

機械操作講習会
（非破壊検査コース）

9/26(木)
13:30～16:30

京都府産業
支援センター研修室食品・バイオ技術セミナー①

9/26(木)
13:30～17:00

京都府産業
支援センター研究室映像制作技術講座

9/25(水)
13:00～17:00

京都府産業
支援センター研修室

光ものづくりセミナー
（第６回超短光パルスレーザーの応用と新展開）

10/1(火)～5(土)
10:00～17:00

幕張メッセCEATEC JAPAN 2013

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

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

http://www.ki21.jp

代表 TEL 075-315-9234　FAX 075-315-9240
北部支援センター 〒627-0004 京丹後市峰山町荒山２２５
 TEL 0772-69-3675　FAX 0772-69-3880
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
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１０３１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 綾部市青野町西馬下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

編集協力／為国印刷株式会社

http://kyoto-isc.jp/
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シリーズ「イノベーションの風」―二九精密工業（株）

京都ビジネス交流フェア2014
●出展企業募集
●近畿・四国合同緊急広域商談会発注メーカー募集

起業家セミナー受講生募集

京都産業21環（リング）の会〔KSR〕定期総会講演会

上海代表処だよりVol.16

農商工連携ファンド交流会

設備貸与制度

設備貸与企業紹介―（株）TOKO

京都発！ 我が社の強み―（株）ジェイ・サイエンス・ラボ

ものづくり基盤技術セミナーのご案内

食品･バイオ技術セミナーのご案内

技術トレンド寄稿「脂肪燃焼・体熱産生と食品機能：健康維持・増進のための褐色脂肪の再生と活用」

技術トレンド情報「3Dプリンターによる高速試作」

京都発明協会行事のお知らせ

受発注あっせん情報

行事予定

行事予定表 担当：■公益財団法人 京都産業21　■京都府中小企業技術センター
日  時 名  称 場  所

丹後・知恵の
ものづくりパーク

ものづくりのための教育訓練
「現場における『個』の力を『組織』の力に
変えるためのしくみを知る」

若手人材育成セミナー

電気系保全実践技術研修

◆北部地域人材育成事業
9/11（水）～
10/31（木）
（月～金曜日）
９：0０～１６：0０
※昼休み1時間

9/18（水）
9/25（木）
９：3０～１６：3０
※昼休み1時間

9/27（金）
10/25（金）

9/13（金）
９：3０～１６：3０
※昼休み1時間

9/19（木）
13：0０～１7：0０

9/20（金）
13：0０～１7：0０

丹後・知恵の
ものづくりパーク

丹後・知恵の
ものづくりパーク

北部産業技術
支援センター・綾部

北部産業技術
支援センター・綾部

ものづくり基礎技術習得研修

有接点シーケンス制御実践技術研修

ＰＬＣ実践的制御技術習得研修

中小企業者のためのFacebook活用セミナー

日  時 名  称 場  所

事前申込およびご相談内容について、（公財）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

【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、（公財）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

【取引適正化無料法律相談日】（毎月第二火曜日 １３：３０～１６：００）

がんばる企業をサポートする
ビジネス情報誌

Sep.2013
No.09209

18：3０～20：3０

10/  9（水）
10/16（水）
10/23（水）
9：3０～16：3０
※昼休み1時間
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ニーズに十分には対応できていま
せんでした。当社独自の技術を広
めたいとの思いもあり、βチタン眼
鏡フレーム専門メーカーとしてノウ
ハウを有するフジイオプチカル株
式会社と連携し、安定供給するため
の一貫生産と量産技術の確立を成
し遂げることを決意しました。

一貫した品質管理体制と高効率化を実現

　最も苦心したのは、いかに品質を安定させ、高効率化を図るかという
点です。パイプの生産では、金属棒に穴をあけた後、引っ張って伸ばす
圧延と、加工によって硬くなった金属を元の硬さに戻す熱処理を繰り返
しますが、それまで当社はそれらの工程をパイプメーカーに外注してい
ました。分業制なので10社ほどの協力を得ることになります。品質管理

1 Management & Technology for Creative Kyoto 2013.9

シリーズ「イノベーションの風」―二九精密機械工業㈱

お問い合わせ先

（公財）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

βチタン合金パイプの安定供給を目指し
共同研究を始動

　金属微細加工技術に特化してきた当社は、2007（平成19）年、世界で
初めてβチタン合金の小径パイプ化に成功しました。βチタン合金は軽
量かつ高耐食・高強度・非磁性でバネ性や生体適合性も高いことから、
医療機器・生化学分析機器メーカーやその関連分野で注目を集めてい
る素材です。削りかすが刃に付着しやすいため切削加工が困難で、パイ
プ化は不可能とされていました。挑戦したのは、当社製品の一部品とし
てβチタン合金パイプが必要だったからです。血球計測装置メーカーの
「血液の分注ノズルに使う、曲がっても戻る錆びないパイプを」という要
望がきっかけでした。世に存在しないうえ、小ロットゆえに外注も難し
い。それなら自分たちで作るしかないと考えたのです。
　成功後は、医療・分析機器業界のほか、釣り具メーカーなど意外な分
野からも引き合いがあり、成約した新規顧客は100社以上にのぼりま
す。ただしチタンの特性上、細くて滑らかなパイプ加工は難しく、市場

Comp a n y  D a t a
代表取締役社長／二九 良三
所　在　地／京都市南区唐橋経田町33-3
資　本　金／3,000万円
事 業 内 容／精密切削加工機械部品事業、βチタン合金パイプ及び

微細加工品の製造・販売

二九精密機械工業株式会社

企業連携・産学公連携による
研究開発補助金を活用し
イノベーション創出を目指す
中小企業を紹介します。

シリーズ

チタン合金小径シームレスパイプ量産技術の確立と
分析・医療機器への商品展開
平成22～24年度「京都企業戦略的共同研究推進事業」で
共同研究に取り組まれたグループの事業内容や今後の展開等について、グループの代表を務められた
二九精密機械工業株式会社 代表取締役社長 二九良三氏にお話をうかがいます。

が困難で、各工程に時間がかかるため、受注から納品まで約7カ月を要
していました。
　そこで、全工程の機械設備を導入すると同時に、品質管理マニュアル
の作成に着手。これには完成まで多くの時間を費やしました。高効率化
に向けては、例えば圧延加工なら、機械に新たな装置を搭載するなどし
て単に金属棒を引っ張るのではない独自仕様とし、いかに一工程で金属
棒を細くするのかを追求。熱処理の温度・時間などの設定にも変更を加
えました。これらは、フジイオプチカルのβチタンに関するノウハウが
あってこそ成し得たことです。さらに当社の金属微細加工に関する技
術・ノウハウを活かし、パイプの内径研磨の工程を、特別な工法を開発
することにより研磨にかかる時間を大幅に短縮した結果、品質を一定に
保ち、今までの約5分の1の期間で納品することが可能となりました。

分析・医療機器業界への展開を見据えた
新技術・新製品を開発

　共同研究では、オンリーワン加工技術の高度化、新製品の開発にも積
極的に取り組みました。従来に比べてそれぞれ0.05mm細い、外径
0.3mm、内径0.15mmのβチタン合金パイプが生産可能となり、研磨
技術の開発によって内径面粗度の低下も実現。レーザー微細加工、レー
ザー微細溶接の技術向上にも注力し、柔軟性やバネ性を部分ごとにコ
ントロールできる「βチタンスパイラルパイプ」や、耐薬品性に優れた「異
種材料ハイブリッドパイプ」などの開発に成功しました。
　現在βチタン合金パイプは、製薬メーカーでは薬品充填用のノズル
に、医療の現場では心臓
の不整脈を見つける医
療器具のパーツや、腹腔
鏡手術で使用する鉗子と
いう道具のパーツに採用
されています。また、皮下
注射向けニードル、試薬
採取用ニードル、内視鏡

代表取締役社長 二九 良三 氏

取  材

イノベーションの
代表企業／二九精密機械工業株式会社
構成企業／フジイオプチカル株式会社第2回

向けフレキシブルパイプなど、国内外の企業・大学から依頼を受け進行
中の開発案件は10件以上あります。今後は、βチタン合金パイプのさら
なる小径化や、あらゆる用途に適した製品、生体適合性部材の器具を供
給できるような体制づくりなどを進めながら、医療の発展に対応した新
製品の開発に向けて、次なるテーマにも挑んでいくつもりです。

βチタン合金パイプのさらなる用途拡大と
海外進出に向けて

　当社のβチタン合金パイプは、計り知れない可能性を秘めているので
はないかと感じています。というのも、釣竿の穂先やリールの部品、最近
では、宇宙空間での実験において超低温保存容器の作業を行うための
器具など、想像もしなかった分野で多く採用されているからです。
　目下の目標は、βチタンの特性、βチタン合金パイプ、それに付随する
技術も含めて、世の中に広く知っていただくことです。展示会やメディア
などを活用して広くアピールし、用途の拡大を図りたいと思っています。
世界市場での販路拡大も視野に入れ、すでに参加しているドイツの展
示会に加えて、今後はヨーロッパ各国やアメリカの展示会にも出展する
予定です。また、βチタン合金パイプのPRの一環として、
ヨーロッパ市場向けのβチタン合金パイ
プを使用した自転車の製品化も始
動させました。幅広い分野におい
て当社の技術が採用される
ことを通じて、社会貢献を
果たしていければと考えて
います。

耐薬品性に優れた「異種材料ハイブリッドパイプ」

医療器具に採用されている「チタンメディカルパーツ」

βチタン合金パイプ製の自転車

ふた　く
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Comp a n y  D a t a
代表取締役社長／二九 良三
所　在　地／京都市南区唐橋経田町33-3
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微細加工品の製造・販売

二九精密機械工業株式会社

企業連携・産学公連携による
研究開発補助金を活用し
イノベーション創出を目指す
中小企業を紹介します。

シリーズ

チタン合金小径シームレスパイプ量産技術の確立と
分析・医療機器への商品展開
平成22～24年度「京都企業戦略的共同研究推進事業」で
共同研究に取り組まれたグループの事業内容や今後の展開等について、グループの代表を務められた
二九精密機械工業株式会社 代表取締役社長 二九良三氏にお話をうかがいます。
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採取用ニードル、内視鏡

代表取締役社長 二九 良三 氏

取  材

イノベーションの
代表企業／二九精密機械工業株式会社
構成企業／フジイオプチカル株式会社第2回

向けフレキシブルパイプなど、国内外の企業・大学から依頼を受け進行
中の開発案件は10件以上あります。今後は、βチタン合金パイプのさら
なる小径化や、あらゆる用途に適した製品、生体適合性部材の器具を供
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βチタン合金パイプのさらなる用途拡大と
海外進出に向けて

　当社のβチタン合金パイプは、計り知れない可能性を秘めているので
はないかと感じています。というのも、釣竿の穂先やリールの部品、最近
では、宇宙空間での実験において超低温保存容器の作業を行うための
器具など、想像もしなかった分野で多く採用されているからです。
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耐薬品性に優れた「異種材料ハイブリッドパイプ」

医療器具に採用されている「チタンメディカルパーツ」

βチタン合金パイプ製の自転車

ふた　く
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京都ビジネス交流フェア２０１４
「ものづくり加工技術展」、「製品開発型・京都企業展」出展企業の募集

１ 日　　時 平成２６年２月２０日（木）～２１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（京都市伏見区竹田）
３ 主　　催 京都府　公益財団法人京都産業２１
４ 出 展 料 １小間　7万円（Ｗ３ｍ×Ｄ３ｍ×Ｈ２．５ｍ）※角小間希望は２万円増し。　
５ 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
 ・京都府内に事業所を有する設計能力があり、かつ自社製品の売上がある製品開発型中小企業
６ 募集規模 ものづくり加工技術展／１７０小間、製品開発型・京都企業展／５０小間

　京都府と公益財団法人京都産業２１では、平成２６年２月２０日(木)・２１日
(金)の２日間にわたり、京都パルスプラザ（京都府総合見本市会館）にお
いて、京都最大のビジネスフェア「京都ビジネス交流フェア２０１４」を開催
します。
　現在、「ものづくり加工技術展」、「製品開発型・京都企業展」の出展企
業を募集しています。  
「ものづくり加工技術展」では、京都府内の中小企業の優れた加工技術や
独自技術を展示し、新たなビジネスパートナーの発掘や今後の企業戦
略・事業展開等を目的としています。また、「製品開発型・京都企業展」で
は、オープンイノベーションのニーズに応える共同研究開発パートナー
の発掘、販路開拓を目的としています。
　自社のPR、また、情報収集の場として是非ご出展ください。
詳しい開催概要・出展募集内容は財団ホームページをご覧下さい。

◆ 会　　期 平成２６年２月２０日（木）～２１日（金） 午前１０時３０分～午後４時4０分
 ※２０日、２１日いずれか１日のみの参加も可能です。
◆ 面談時間 １社あたり１５分面談、５分休憩　事前予約制
◆ 会　　場 京都パルスプラザ（京都府総合見本市会館）第２展示場（２階）
◆ 参 加 費  無　料
◆ 募集締切 １１月１５日（金）

　このたび「京都ビジネス交流フェア２０１４」において、近畿（鳥取県を
含む、奈良県を除く）・四国（徳島県を除く）の府県が合同で、今なお厳
しい経済状況に置かれている中小企業の新規取引先開拓のための商
談会を開催することになりました。
　合同での開催は今回で４回目となり、過去に参加していただいた発
注メーカー様からは、一度に近畿・四国の優秀な中小企業と数多く出
会えて大変良かったと、高い評価を数多く頂いています。
新規外注先開拓の場、将来に向けた情報収集の場として、ぜひ、ご参
加ください。
　申込方法・詳細につきましては、財団ホームページをご覧ください。

出展申込締切日 平成25年9月30日 間もなく締切です。

http://www.ki21.jp/bp2014/shutten_boshu/
http://www.ki21.jp/bp2014/godo_shodankai/

京都ビジネス交流フェア２０１４

『近畿・四国合同緊急広域商談会』
発注メーカー募集

発注１33社、受注530社　商談件数１,５４４件前回実績

お問い合わせ先

（公財）京都産業２１ 事業推進部 市場開拓グループ（ものづくり加工技術展） TEL：075-315-8590 FAX：075-323-5211 E-mail：market@ki21.jp
 連携推進部 企業連携グループ（製品開発型・京都企業展） TEL：075-315-8677 FAX：075-314-4720 E-mail：renkei@ki21.jp

京都ビジネス交流フェア2014 近畿・四国合同緊急広域商談会 発注メーカー募集京都ビジネス交流フェア2014 出展企業募集

お問い合わせ先

（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
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起業家セミナー受講生募集起業家セミナー受講生募集

お問い合わせ先

（公財）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本　社　〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36　TEL（075）621-7841　FAX（075）621-0936
JASDAQ証券コード 6387 www.samco.co.jp

私たちの快適な暮らしを支える半導体や電子部品。スマートフォンや電気自動車にも使われる
非常に身近な存在です。その加工のために半導体製造装置は使われています。

1979 年に京都に設立して以来、私たちは、半導体製造装置を世界中の生産現場や研究者の　　
皆さまに提供してきました。環境負荷低減に寄与するパワー半導体や LEDといった
グリーンデバイス分野へも、独創的なプロセスソリューションを提案することで、
低炭素社会の実現に貢献しています。

これからも、薄膜技術のパイオニアとして世界の産業科学の未来を明るく照らし続けていきます。

起業家セミナー受講生募集
　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知識と実践力を身に
つけていただきます。

開催日程：平成２５年１０月１２日（土）～１１月３０日（土）（７日間）１０：００～１７：００ ※但し１0月２６日（土）は休講
会　　場：京都府産業支援センター（京都市下京区中堂寺南町１３４）５階研修室
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）

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。

《平成23・24年度受講生から、受講の感想、近況報告が寄せられました。》

詳細はこちら → http://www.ki21.jp/information/entre_semi/2013/

平成２５年度 起業家セミナー カリキュラム

■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
■基調講演
■ビジネスゲーム“バトルクレイン・起業家版”
■キックオフミーティング

■プレゼンテーションスキル
■起業時に必要なアイテム
■Web戦略
■起業時の資金調達
■創業体験談とパネルディスカッション
■受講生によるビジネスプランプレゼンテーション
■ビジネスゲーム“バトルクレイン・経営者版”
■閉講式
■受講生交流会〈参加者実費負担〉

■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～
■コミュニケーションとリーダーシップ

■ビジネスプランとは
■ビジネスプランの策定
■プレゼンテーションとは

■起業時の会計・税務・法務の基礎知識
■ビジネスプランに必要な数値計画

●修了者は、セミナー終了後にビジネスプラン等起業に関する専門家の個別指導を受けることができます。
●京都府中小企業融資制度「創業・経営承継支援融資」〈創業支援型〉の融資支援要件の指定セミナーです。

10：00～10：30
10：30～12：00
13：00～17：00
17：30～19：00

10：00～17：00

10：00～13：00
14：00～17：00

10：00～17：00

10：00～12：00
13：00～14：00
14：00～16：00
16：00～17：00
10：00～12：30
13：30～17：00
10：00～16：30
16：30～17：00
17：30～19：00

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

(有)中小企業診断所 代表取締役所長　米田 明 氏

(有)中小企業診断所 代表取締役所長　米田 明 氏

エムエスギア　仲 奈々子 氏

エムエスギア 代表　仲 博司 氏

日本政策金融公庫 国民生活事業担当者

(株)テクノクリエイト 代表取締役　井上 忠男 氏他

一般社団法人バトルクレイン・プロジェクト

一般社団法人バトルクレイン・プロジェクト

(有)ブルーム 代表取締役　松尾 裕司 氏

(株)ビジネスプラスサポート 代表取締役　藤井 美保代 氏

京都御池税理士法人 代表税理士　福島 重典 氏

一般社団法人バトルクレイン・プロジェクト

　「京都で仲間をつくりたい」そう思ったことが、この起業家セミ
ナー参加のきっかけでした。京漆器の作家として活動していた
友人と起業を決意し、漆という日本の素晴らしい伝統素材を
もっと現代生活にあったデザインで発信していきたい、そんな
思いから私たちはスタートしました。しかし、それまで東京で働
いていた私には、京都では友人さえほとんどありません。京都
でのつながりをつくりたいと考え、このセミナーにチャレンジし
てみたのです。
　全7回のセミナーは、刺激的で、毎週末をとても楽しみにして
いました。講義の内容はもちろんのこと、起業家の先輩である
講師の先生方や、同じ志を持つ受講生の皆さまとの出会いは何
よりの財産となりました。修了後も交流は続き、つながりは広が
り、希望や不安を共有できる存在です。
　そのような勉強も経てスタートした「さやまり。」では、上質な
漆を用いて、シャンパングラスやアクセサリーなどパーティシー
ンに華を添えるアイテムの企画・販売、そして日本のみならず海
外への発信を目指しています。

　「“貼る”化粧水や“貼る”くすりの開発を通じて美と健康に貢
献したい」という夢の実現に向けた起業を考えながらも、不安と
基礎知識の無さから、起業しようかどうしようかと悩んでいた時
に、起業家セミナーを知り、参加させていただきました。
　多彩な講師による充実したカリキュラムにより、起業の前後
に必要な基礎知識と心構えを学ぶことができました。そして、セ
ミナー終了1か月後の平成25年1月に、研究開発型ベンチャー
の株式会社リタファーマを無事立ち上げることができました。
　起業は誰にでもできますが、会社を継続、発展させることが
本当に大切であり、困難なことだと思います。起業してからも何
かと悩み、くじけそうになります。そのような時に、先生方や事
務局の方々から専門的なアドバイスや貴重な情報をいただい
ています。また、何よりも目標に向かって頑張っている同期の受
講生との交流によってたくさんの“元気”をもらっています。　
　これらのネットワークを大切にしながら、夢の実現を目指した
研究開発に日々挑戦し続けています。

「さやまり。」 中山 真理子
〒616-8204 京都市右京区宇多野御池町39-2透彩ぎるど内
TEL：075-756-2668

平成２３年度起業家セミナー受講生

株式会社リタファーマ　代表取締役　米戸 邦夫
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町１３４ 京都高度技術研究所８Ｂ１0
ＴＥＬ：090-6328-4356

平成２4年度起業家セミナー受講生

【課程１】
10月12日(土)

【課程2】
10月19日(土)

【課程3】
11月2日(土)
【課程4】
11月9日(土)

【課程5】
11月16日(土)

【課程6】
11月23日(土)

【課程7】
11月30日(土)

月　日 時　間 内　容 講　師

漆を使用したアクセサリーやグラス

新製品の開発に向けて研究中
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起業家セミナー受講生募集起業家セミナー受講生募集

お問い合わせ先

（公財）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本　社　〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36　TEL（075）621-7841　FAX（075）621-0936
JASDAQ証券コード 6387 www.samco.co.jp

私たちの快適な暮らしを支える半導体や電子部品。スマートフォンや電気自動車にも使われる
非常に身近な存在です。その加工のために半導体製造装置は使われています。

1979 年に京都に設立して以来、私たちは、半導体製造装置を世界中の生産現場や研究者の　　
皆さまに提供してきました。環境負荷低減に寄与するパワー半導体や LEDといった
グリーンデバイス分野へも、独創的なプロセスソリューションを提案することで、
低炭素社会の実現に貢献しています。

これからも、薄膜技術のパイオニアとして世界の産業科学の未来を明るく照らし続けていきます。

起業家セミナー受講生募集
　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知識と実践力を身に
つけていただきます。

開催日程：平成２５年１０月１２日（土）～１１月３０日（土）（７日間）１０：００～１７：００ ※但し１0月２６日（土）は休講
会　　場：京都府産業支援センター（京都市下京区中堂寺南町１３４）５階研修室
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）

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。

《平成23・24年度受講生から、受講の感想、近況報告が寄せられました。》

詳細はこちら → http://www.ki21.jp/information/entre_semi/2013/

平成２５年度 起業家セミナー カリキュラム

■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
■基調講演
■ビジネスゲーム“バトルクレイン・起業家版”
■キックオフミーティング

■プレゼンテーションスキル
■起業時に必要なアイテム
■Web戦略
■起業時の資金調達
■創業体験談とパネルディスカッション
■受講生によるビジネスプランプレゼンテーション
■ビジネスゲーム“バトルクレイン・経営者版”
■閉講式
■受講生交流会〈参加者実費負担〉

■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～
■コミュニケーションとリーダーシップ

■ビジネスプランとは
■ビジネスプランの策定
■プレゼンテーションとは

■起業時の会計・税務・法務の基礎知識
■ビジネスプランに必要な数値計画

●修了者は、セミナー終了後にビジネスプラン等起業に関する専門家の個別指導を受けることができます。
●京都府中小企業融資制度「創業・経営承継支援融資」〈創業支援型〉の融資支援要件の指定セミナーです。

10：00～10：30
10：30～12：00
13：00～17：00
17：30～19：00

10：00～17：00

10：00～13：00
14：00～17：00

10：00～17：00

10：00～12：00
13：00～14：00
14：00～16：00
16：00～17：00
10：00～12：30
13：30～17：00
10：00～16：30
16：30～17：00
17：30～19：00

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

(有)中小企業診断所 代表取締役所長　米田 明 氏

(有)中小企業診断所 代表取締役所長　米田 明 氏

エムエスギア　仲 奈々子 氏

エムエスギア 代表　仲 博司 氏

日本政策金融公庫 国民生活事業担当者

(株)テクノクリエイト 代表取締役　井上 忠男 氏他

一般社団法人バトルクレイン・プロジェクト

一般社団法人バトルクレイン・プロジェクト

(有)ブルーム 代表取締役　松尾 裕司 氏

(株)ビジネスプラスサポート 代表取締役　藤井 美保代 氏

京都御池税理士法人 代表税理士　福島 重典 氏

一般社団法人バトルクレイン・プロジェクト

　「京都で仲間をつくりたい」そう思ったことが、この起業家セミ
ナー参加のきっかけでした。京漆器の作家として活動していた
友人と起業を決意し、漆という日本の素晴らしい伝統素材を
もっと現代生活にあったデザインで発信していきたい、そんな
思いから私たちはスタートしました。しかし、それまで東京で働
いていた私には、京都では友人さえほとんどありません。京都
でのつながりをつくりたいと考え、このセミナーにチャレンジし
てみたのです。
　全7回のセミナーは、刺激的で、毎週末をとても楽しみにして
いました。講義の内容はもちろんのこと、起業家の先輩である
講師の先生方や、同じ志を持つ受講生の皆さまとの出会いは何
よりの財産となりました。修了後も交流は続き、つながりは広が
り、希望や不安を共有できる存在です。
　そのような勉強も経てスタートした「さやまり。」では、上質な
漆を用いて、シャンパングラスやアクセサリーなどパーティシー
ンに華を添えるアイテムの企画・販売、そして日本のみならず海
外への発信を目指しています。

　「“貼る”化粧水や“貼る”くすりの開発を通じて美と健康に貢
献したい」という夢の実現に向けた起業を考えながらも、不安と
基礎知識の無さから、起業しようかどうしようかと悩んでいた時
に、起業家セミナーを知り、参加させていただきました。
　多彩な講師による充実したカリキュラムにより、起業の前後
に必要な基礎知識と心構えを学ぶことができました。そして、セ
ミナー終了1か月後の平成25年1月に、研究開発型ベンチャー
の株式会社リタファーマを無事立ち上げることができました。
　起業は誰にでもできますが、会社を継続、発展させることが
本当に大切であり、困難なことだと思います。起業してからも何
かと悩み、くじけそうになります。そのような時に、先生方や事
務局の方々から専門的なアドバイスや貴重な情報をいただい
ています。また、何よりも目標に向かって頑張っている同期の受
講生との交流によってたくさんの“元気”をもらっています。　
　これらのネットワークを大切にしながら、夢の実現を目指した
研究開発に日々挑戦し続けています。

「さやまり。」 中山 真理子
〒616-8204 京都市右京区宇多野御池町39-2透彩ぎるど内
TEL：075-756-2668

平成２３年度起業家セミナー受講生

株式会社リタファーマ　代表取締役　米戸 邦夫
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町１３４ 京都高度技術研究所８Ｂ１0
ＴＥＬ：090-6328-4356

平成２4年度起業家セミナー受講生

【課程１】
10月12日(土)

【課程2】
10月19日(土)

【課程3】
11月2日(土)
【課程4】
11月9日(土)

【課程5】
11月16日(土)

【課程6】
11月23日(土)

【課程7】
11月30日(土)

月　日 時　間 内　容 講　師

漆を使用したアクセサリーやグラス

新製品の開発に向けて研究中
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お問い合わせ先

（公財）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

「その気」のスイッチが夢をかなえる原動力に
　小さい頃から僕は、「4番でエース」というカッコいい兄と比
べられ、劣等感を抱えて育ちました。「どうせ僕はダメ」と、力を
出す前にあきらめていた僕の人生が変わったのは、高校の三
者面談でした。
　担任の先生に卒業後の進路を問われ、苦し紛れに「吉本興業
へ行く」と言ってしまったのが始まり。もちろん本気ではありま
せんでした。ところが翌日、担任の先生がクラス皆の前で「軌保
（てんつくマン氏の本名）が吉本へ行くことになった」と言った
から大変です。引っ込みがつかなくなった僕は、尊敬していた
化学の先生に不安な気持ちを打ち明けました。そうしたら先生
は豪快に笑って「大丈夫に決まってる！」と太鼓判を押してくれ
たのです。その一言で、迷いが消えました。心から尊敬してい
る人の言葉には、とてつもない力があるんですね。
　吉本興業に入って漫才コンビを組み、漫才コンクールで新
人賞を受賞するなど順調にキャリアを積み重ねていた頃、出
会ったのが映画でした。これもある記者から夢を尋ねられ、で
まかせに「映画監督」と答えたことがきっかけです。それから映
画を観るようになり、気づけば本当に夢中になっていました。
映画の魅力は、「やる気」ではなく、「その気」にさせてくれるこ
と。「絶対にできる」という「その気」のスイッチが、夢をかなえる
原動力になるのだと思います。
　「映画に携わりたい」とことあるごとに言っていたら、ある日、
映画に出演するチャンスが巡ってきました。「この世界で生き
たい」と本気で思ったのはこの時です。撮影現場で命をかけて
危険なアクションに挑むスタントマンの姿を見て、魂を揺さぶ
られました。そこで漫才を辞め、映画の世界に飛び込む決意を
固めたのでした。

〜
今
で
き
る
こ
と
。今
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
〜

あきらめなければ、必ずゴールにたどり着く
　最初は役者志望でしたが、次第に自分のメッセージを伝えた
いと思うようになり、脚本を書いてみました。プロデューサーに
相談したところ、映画化するには6,000万円かかると言いま
す。どうしたらそんな大金を集めることができるだろう。考えた
末にひらめいたのが、先に映画のキャラクターグッズを売っ
て、映画資金を集めることでした。まずはそのための資金とし
て500万円を集めようと、企画書を作り始めました。とはいえ
500万円も大金です。「たくさんの人に借金をして、返せなかっ
たらどうしよう」などと考えると、企画書は一向に進みません。
そんな時、驚くべきことが起こりました。なんと、二日連続で交
通事故に遭ったんです（笑）。バイクから投げ出されて首から地
面に叩きつけられ、大けがを負いました。けれど幸か不幸かを
決めるのは、できごとではないんですね。病院のベッドで「一度
死んだと思えば、これからの人生はおまけや」と開き直ったこ
とが転機に。企画書を書き上げ、包帯姿で友達や知り合いに頭
を下げて回ったら、あっという間に500万円が集まりました。
　しかしうまくいったのは、ここまででした。全額をつぎ込んで
台湾で製作した7万個のグッズのうち、6万個が不良品だった
のです。「俺のせいでこんなことになった」。毎日自分を責め、
「死んだ方がましや」とまで思いつめました。そんな僕を救って
くれたのは、以前つき合っていた女性でした。「自分を責めても

取  材
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京都産業21環（リング）の会〔KSR〕定期総会講演会京都産業21環（リング）の会〔KSR〕定期総会講演会

何も変わらない。私がめいっぱい責めてあげるから、あなたは前に進む
ことを考えて」。彼女の言葉で気がついたんです。自分を責めることで
僕は現実から逃げ、楽な道を選んでいたんだと。改めて未来を考え、頭
に浮かんだのは、とにかく最後まで映画を作ろうということでした。
　けれど、どうしても行動に移す自信を取り戻すことができません。自分
を奮い立たせるために、絶対無理だと思うことをやり遂げてみよう。そ
んな気持ちで挑戦したのが、1ヵ月間、毎日フルマラソンを走り、支援者
を募るという試みです。あまりの過酷さに何度も根をあげそうになりな
がら走るうち、悟ったことがありました。それは苦しくてもあきらめず、一
歩でも歩を進めれば、必ずゴールにたどり着けるということ。どんなに自
分や他人が無理だと言っても、「すべてはやってみなければわからない」
のです。そしてとうとう32日間、フルマラソンを走り切ったのでした。

7年半でたどり着いた映画の完成
　しかし映画はできませんでした。800万円もの借金を抱えた上に、制
作がとん挫してしまったのです。それでも僕はあきらめませんでした。
協力を申し出てくれた友達と二人、毎日どうしようかと考えました。必死
で考えていたら、ある日、言葉が浮かんだんです。それを次々に紙に書
いていくと、その日のうちに72もの言葉が生まれました。「これや、この
言葉を売って借金を返し、映画を作ろう」。
　翌日から原宿の表参道に座り、頭に浮かんだ言葉を書いては売ること
を始めました。初日の売上は350円。それからもなかなか売れません。
それでも「昨日の自分を毎日超えろ」と言い聞かせ、書き続けました。「自
分に誇りを持った時に花が咲く」。そう紙に書いた言葉が現実になった
のは、数か月後。気づけば人だかりができ、1日の売上は2万円を数える
までになりました。
　そんな折、僕の字を「素人」と大声でけなす人物が現れました。プロの
書道家だというその女性は、大勢の前でさんざんけなした後、捨て台詞
のように「毛筆は細く、太く、強弱をつけて書かなければダメなんだよ」
などとアドバイスとも悪口ともつかない言葉を残して去っていくので
す。最初は腹を立てたけれど「すべての出会いは良き出会い。すべての
できごとは良きできごと」と言い聞かせて彼女の言葉を受け止めたら、
字がどんどん良くなっていくではありませんか。再びくだんの女性が
やって来たのは、数週間後。僕の書いた字をしばらく見つめた後、「それ、
もらうよ」と言ってくれたのです。嬉しかったですね。それから出版社の

目に留まって本を出版し、百貨店で個展も開けるようになり、借金を返
すことができました。
　その後しばらくして、全国の百貨店を自転車で訪ねる旅を開始。1年
間、百貨店で個展を開いたら、映画資金6,000万円を集められるかもし
れないと考えたからでした。しかし思うようにはいきません。半年経って
集まったのは、2,000万円ほど。ダメ押しともいうべきできごとが起こっ
たのは、その矢先でした。事務所が火事で全焼です（笑）。けれど僕は、も
うめげたりはしませんでした。どうしても映画を作りたい。あきらめたく
ない。その熱意だけで火事現場を撮影し、写真を手に営業に回りまし
た。それに応えてくれたのが、香川県のある百貨店です。「わかった。うち
でやれ」。そう言うと、テレビの地方局でCMまで流し、応援してくれまし
た。おかげで1週間の個展は大盛況。最終日は、うちのスタッフも百貨店
の店員さんも涙、涙でした。結局11カ月で、目標の6,000万円を達成。
映画作りを思い立ってから実に7年半を経て、とうとう「107＋1～天国
はつくるもの～」という映画を完成させたのでした。

世の中の人をハッピーにしたい
　映画を作って気づいたことがあります。それは、映画はツールにすぎ
ないということです。僕が本当にやりたいのは、世の中の人々をハッ
ピーにすること。そこでNPO法人を立ち上げ、植林などのボランティア
活動を続けています。2011年3月、東日本大震災が起こった時も、5日
後に現地に入りました。被災地でも声を
かけると多くの人が集まり、清掃やがれ
きの撤去に協力してくれました。一人ひ
とりは微力でも、多くの人が動けば少し
ずつ変わっていく。あきらめず、できるこ
とを一つひとつしていけば、未来は変
わっていくんだと今、確信しています。
　最後に、皆さんのエネルギーを感じな
がら言葉を書いて、終わりにします。あり
がとうございました。

平成25年6月14日（金）、京都センチュリーホテルで「京都産
業21環（リング）の会（KSR）」定期総会を開催しました。総会
に続いて、「力の出し方 すべての人が力を持っている～今で
きること。今だからできること～」と題して、てんつくマン氏の
講演会を行いましたので、その概要をご紹介します。
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を退職後、インスピレーションで言葉を書く路上詩人に。2003年、映画「107＋1～天国はつく
るもの～」を制作。2004年にNPO法人“MAKE THE HEAVEN”を設立し、植林などの海外支
援を開始。2011年の東日本大震災後“め組みJAPAN”を結成し、支援活動に取り組む。

【てんつくマン氏が書いた言葉】
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お問い合わせ先

（公財）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

「その気」のスイッチが夢をかなえる原動力に
　小さい頃から僕は、「4番でエース」というカッコいい兄と比
べられ、劣等感を抱えて育ちました。「どうせ僕はダメ」と、力を
出す前にあきらめていた僕の人生が変わったのは、高校の三
者面談でした。
　担任の先生に卒業後の進路を問われ、苦し紛れに「吉本興業
へ行く」と言ってしまったのが始まり。もちろん本気ではありま
せんでした。ところが翌日、担任の先生がクラス皆の前で「軌保
（てんつくマン氏の本名）が吉本へ行くことになった」と言った
から大変です。引っ込みがつかなくなった僕は、尊敬していた
化学の先生に不安な気持ちを打ち明けました。そうしたら先生
は豪快に笑って「大丈夫に決まってる！」と太鼓判を押してくれ
たのです。その一言で、迷いが消えました。心から尊敬してい
る人の言葉には、とてつもない力があるんですね。
　吉本興業に入って漫才コンビを組み、漫才コンクールで新
人賞を受賞するなど順調にキャリアを積み重ねていた頃、出
会ったのが映画でした。これもある記者から夢を尋ねられ、で
まかせに「映画監督」と答えたことがきっかけです。それから映
画を観るようになり、気づけば本当に夢中になっていました。
映画の魅力は、「やる気」ではなく、「その気」にさせてくれるこ
と。「絶対にできる」という「その気」のスイッチが、夢をかなえる
原動力になるのだと思います。
　「映画に携わりたい」とことあるごとに言っていたら、ある日、
映画に出演するチャンスが巡ってきました。「この世界で生き
たい」と本気で思ったのはこの時です。撮影現場で命をかけて
危険なアクションに挑むスタントマンの姿を見て、魂を揺さぶ
られました。そこで漫才を辞め、映画の世界に飛び込む決意を
固めたのでした。

〜
今
で
き
る
こ
と
。今
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
〜

あきらめなければ、必ずゴールにたどり着く
　最初は役者志望でしたが、次第に自分のメッセージを伝えた
いと思うようになり、脚本を書いてみました。プロデューサーに
相談したところ、映画化するには6,000万円かかると言いま
す。どうしたらそんな大金を集めることができるだろう。考えた
末にひらめいたのが、先に映画のキャラクターグッズを売っ
て、映画資金を集めることでした。まずはそのための資金とし
て500万円を集めようと、企画書を作り始めました。とはいえ
500万円も大金です。「たくさんの人に借金をして、返せなかっ
たらどうしよう」などと考えると、企画書は一向に進みません。
そんな時、驚くべきことが起こりました。なんと、二日連続で交
通事故に遭ったんです（笑）。バイクから投げ出されて首から地
面に叩きつけられ、大けがを負いました。けれど幸か不幸かを
決めるのは、できごとではないんですね。病院のベッドで「一度
死んだと思えば、これからの人生はおまけや」と開き直ったこ
とが転機に。企画書を書き上げ、包帯姿で友達や知り合いに頭
を下げて回ったら、あっという間に500万円が集まりました。
　しかしうまくいったのは、ここまででした。全額をつぎ込んで
台湾で製作した7万個のグッズのうち、6万個が不良品だった
のです。「俺のせいでこんなことになった」。毎日自分を責め、
「死んだ方がましや」とまで思いつめました。そんな僕を救って
くれたのは、以前つき合っていた女性でした。「自分を責めても
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何も変わらない。私がめいっぱい責めてあげるから、あなたは前に進む
ことを考えて」。彼女の言葉で気がついたんです。自分を責めることで
僕は現実から逃げ、楽な道を選んでいたんだと。改めて未来を考え、頭
に浮かんだのは、とにかく最後まで映画を作ろうということでした。
　けれど、どうしても行動に移す自信を取り戻すことができません。自分
を奮い立たせるために、絶対無理だと思うことをやり遂げてみよう。そ
んな気持ちで挑戦したのが、1ヵ月間、毎日フルマラソンを走り、支援者
を募るという試みです。あまりの過酷さに何度も根をあげそうになりな
がら走るうち、悟ったことがありました。それは苦しくてもあきらめず、一
歩でも歩を進めれば、必ずゴールにたどり着けるということ。どんなに自
分や他人が無理だと言っても、「すべてはやってみなければわからない」
のです。そしてとうとう32日間、フルマラソンを走り切ったのでした。

7年半でたどり着いた映画の完成
　しかし映画はできませんでした。800万円もの借金を抱えた上に、制
作がとん挫してしまったのです。それでも僕はあきらめませんでした。
協力を申し出てくれた友達と二人、毎日どうしようかと考えました。必死
で考えていたら、ある日、言葉が浮かんだんです。それを次々に紙に書
いていくと、その日のうちに72もの言葉が生まれました。「これや、この
言葉を売って借金を返し、映画を作ろう」。
　翌日から原宿の表参道に座り、頭に浮かんだ言葉を書いては売ること
を始めました。初日の売上は350円。それからもなかなか売れません。
それでも「昨日の自分を毎日超えろ」と言い聞かせ、書き続けました。「自
分に誇りを持った時に花が咲く」。そう紙に書いた言葉が現実になった
のは、数か月後。気づけば人だかりができ、1日の売上は2万円を数える
までになりました。
　そんな折、僕の字を「素人」と大声でけなす人物が現れました。プロの
書道家だというその女性は、大勢の前でさんざんけなした後、捨て台詞
のように「毛筆は細く、太く、強弱をつけて書かなければダメなんだよ」
などとアドバイスとも悪口ともつかない言葉を残して去っていくので
す。最初は腹を立てたけれど「すべての出会いは良き出会い。すべての
できごとは良きできごと」と言い聞かせて彼女の言葉を受け止めたら、
字がどんどん良くなっていくではありませんか。再びくだんの女性が
やって来たのは、数週間後。僕の書いた字をしばらく見つめた後、「それ、
もらうよ」と言ってくれたのです。嬉しかったですね。それから出版社の

目に留まって本を出版し、百貨店で個展も開けるようになり、借金を返
すことができました。
　その後しばらくして、全国の百貨店を自転車で訪ねる旅を開始。1年
間、百貨店で個展を開いたら、映画資金6,000万円を集められるかもし
れないと考えたからでした。しかし思うようにはいきません。半年経って
集まったのは、2,000万円ほど。ダメ押しともいうべきできごとが起こっ
たのは、その矢先でした。事務所が火事で全焼です（笑）。けれど僕は、も
うめげたりはしませんでした。どうしても映画を作りたい。あきらめたく
ない。その熱意だけで火事現場を撮影し、写真を手に営業に回りまし
た。それに応えてくれたのが、香川県のある百貨店です。「わかった。うち
でやれ」。そう言うと、テレビの地方局でCMまで流し、応援してくれまし
た。おかげで1週間の個展は大盛況。最終日は、うちのスタッフも百貨店
の店員さんも涙、涙でした。結局11カ月で、目標の6,000万円を達成。
映画作りを思い立ってから実に7年半を経て、とうとう「107＋1～天国
はつくるもの～」という映画を完成させたのでした。

世の中の人をハッピーにしたい
　映画を作って気づいたことがあります。それは、映画はツールにすぎ
ないということです。僕が本当にやりたいのは、世の中の人々をハッ
ピーにすること。そこでNPO法人を立ち上げ、植林などのボランティア
活動を続けています。2011年3月、東日本大震災が起こった時も、5日
後に現地に入りました。被災地でも声を
かけると多くの人が集まり、清掃やがれ
きの撤去に協力してくれました。一人ひ
とりは微力でも、多くの人が動けば少し
ずつ変わっていく。あきらめず、できるこ
とを一つひとつしていけば、未来は変
わっていくんだと今、確信しています。
　最後に、皆さんのエネルギーを感じな
がら言葉を書いて、終わりにします。あり
がとうございました。

平成25年6月14日（金）、京都センチュリーホテルで「京都産
業21環（リング）の会（KSR）」定期総会を開催しました。総会
に続いて、「力の出し方 すべての人が力を持っている～今で
きること。今だからできること～」と題して、てんつくマン氏の
講演会を行いましたので、その概要をご紹介します。
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を退職後、インスピレーションで言葉を書く路上詩人に。2003年、映画「107＋1～天国はつく
るもの～」を制作。2004年にNPO法人“MAKE THE HEAVEN”を設立し、植林などの海外支
援を開始。2011年の東日本大震災後“め組みJAPAN”を結成し、支援活動に取り組む。

【てんつくマン氏が書いた言葉】
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農商工連携ファンド交流会

お問い合わせ先

（公財）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：E-mail:renkei@ki21.jp

上海の街を歩くと超安値の商品から超高級なブランド品まで売られ
ています。例えば一応は動く自動巻時計が１５００円、一方でスイスブラ
ンド時計は何百万円で売られています。何れにしてもどうしてそのよう
な価格設定になるのか頭が空回りします。使ってみると安物は本当に
すぐに壊れて使い物にならず、普及品は実用に問題なし、ブランド品だ
と単に使うだけでなく、持つ喜び、心の満足まで満たしてくれる、従って
長く使える。この法則は物だけでなく、食品、レストランでの食事、設備
から建築物まで全てに当てはまります。
上海代表処では、京都の物産、設備などの売込み支援をする訳です
が、大切なポイントは、低価格での勝負は出来ないし、しない方が得策
だということです。日本製は高品質、グッドデザイン、長寿命がセールス
ポイントですから、中国でもその基本ポリシーを守りながら市場開拓す
るのが正しい戦略と言えます。
そこで「チーム京都」活動では、物産、製造、サービスなど業種、業態
に関係なく、《「京都ブランド」＝高品質》の確立を主要な活動方針にし
ています。

物産販売、飲食関係では：
１．どこに価値が生まれているか（ストーリーで説明）
①商品の由来、歴史
②素材、材料の吟味
③製作、製造するのにいかなるノウハウ、技術、経験を駆使したか
④使用、利用、食することで、いかなる効用、価値（利益）が得られるか
＊日本人は自分の良い所はあまりアピールしないのが美徳と考え、遠慮がちに
なります。しかしこれでは良さが顧客に伝わりません。黙っていては理解して
もらえない世界です。
＊プレゼンテーション、アピールする力を身につけたいところです。
＊製造業にも当てはまります。

２．目指す市場
①市中の店舗での販売

＊所得の上位階級を狙い、沿海部の大都市から、また、市街の中心にある百貨
店、ショッピングモールなどから売込む事になります。
＊留意すべき点は、代理店経由になりますから日本からの出荷価格は売価の
30％前後の設定となります。
②ネット販売
＊国土が大きく、都市も多数ありますから、効率よく販売する方法として検討し
ていく必要がありそうです。この場合は配送と代金回収など仕組みの構築が
必要です。
③食品の販売と飲食業
＊日本からの輸送、到着後の通関、検査等の手続きがあり、時間がかかる事から
賞味期限は６ヶ月以上ある事が望ましい。
＊さらに積極的な作戦としては、殆どの食材が調達出来るため、現地生産も検
討に値します。菓子、パンなど現場での製造、販売は人気があります。
＊飲食業も、上海では現地の人も日本食になじんでおり、事業を始める良い時
期になって来ています。ラーメン、うどん屋から高級日本料理店まで多数進出
してきており、新しくオープンする大型のショッピングモール、百貨店内のレス
トラン街、フードコートでは目立つ存在になっています。

中国ではあらゆる分野で構造変化が始まっており、これからは日本で
培ってきた、技術、経験、ノウハウなどが求められ、サービス業も含め大
きなビジネスチャンスがありそうです。
中国事業への参入形態も、１００％自前で準備する方策もありますが、
技術提携、技術指導など協業する方法も様々あります。全世界の企業
が参入していますから競争も厳しいので、それぞれのセールスポイント
を明確にし、人材、資源を集中して取りかかると、チャンスも大きいだけ
に成果が得られます。
代表処でも、こうした様々な情況に応じて支援活動が出来る体制を
整えていますので是非活用してください。

中国での事業展開を成功させる為に！

藤原 二郎
京都府上海ビジネスサポートセンター
公益財団法人京都産業21 上海代表処 首席代表

だ よ り vol 16
上 海 代 表 処

　今回は、発展する中国市場で事業を成功させる為の具体的な対
応策として、商品、製品についての考え方、取組み方を紹介します。

お問い合わせ先

（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

上海代表処だより

農林漁業者と中小企業者の新たな連携のかたち
～お互いの強みを生かした新商品開発を目指す～

農   商   工 連携ファンド交流会

７月３０日（火）、きょうと農商工連携応援ファンド事業連携グルー
プ交流会を開催しましたので、その概要を紹介します。

■農商工連携とは
　農林漁業者と商工業者が、お互いの強みを活かして売れる新商
品や新サービスを開発して需要の開拓を行うことにより、売上げや
利益の増加を目指そうとする取り組みです。
　（公財）京都産業２１では農商工連携を積極的に進めていくため、
平成２１年度に「きょうと農商工連携応援ファンド支援事業」を創設し
ました。平成２５年度までに６４の事業計画を採択し、府内で生産され
た野菜、果実、米、茶葉などを活用したスイーツや酒、弁当等の新商
品開発など、新たなチャレンジを支援しています。

■交流会の概要
　今回、農商工連携に取り組む方々が情報交換・共有することで課
題の解決や新たな連携のきっかけを見出していただくことを目的
に、きょうと農商工連携応援ファンド事業では初めての交流会を開
催しました。

　最初に、「農商工連携に求めること」として、農業ビジネスセンター
京都 参事（農業ビジネス課長）の小倉 訓氏から取り組み事例の紹
介がありました。
　農商工連携等でがんばっている農家は、企業経営者的な思考で
農業経営に取り組んでおり、その共通点は、①Ｕターン・Ｉターンで就
農した人は、商業者や消費者の視点を持っている ②コスト計算がで
きる ③自ら先頭に立って営業する ④本人以外に現場を任せられる
人がいる ⑤常に新商品開発に取り組む ⑥市場の微妙な変化をつ
かむセンスがある ⑦交友関係が広い と分析されていました。

　次いで、参加者全員から農商工連携の取組状況等を中心に報告
していただき、その後、交流会を行いました。
　交流会では、「各々の商品を持ち寄って意見交換ができる場を設
定してほしい」「次は北部地域で交流会の開催を」「お互いの事業所
等の見学をしてみたい」など、今後の交流・連携活動につながる多く
の意見が寄せられました。

■今後の取組
　来る１０月２３日（水）にホテルグランヴィア京都で開催予定の「第
17回異業種京都まつり」において、新商品等を展示、紹介します。
　また、（公財）京都産業２１では、今回、大変好評であった交流会を
今後も続けていくとともに、メーリングリストの活用等により情報交
換ができる環境を整えていく予定です。このような取組を通し、将
来的には農商工連携による商品開発、販路開拓に関する情報交換
や新たな連携体の創出の場となる開けたネットワークづくりを進
め、農林漁業者と中小企業者の連携による新ビジネスの創出を応
援していきますので、関心のある方はぜひご連絡ください。

その②商品―1〈物産販売、飲食関係〉

（次回vol.17では、その②商品―2〈製造業〉についてご紹介します。）

きょうと農商工連携応援ファンド支援事業に関する情報は、財団のホームペー
ジをご覧ください。新しく生み出された商品の数々もご紹介しています。

http://www.ki21.jp/fund/noshoko/
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農商工連携ファンド交流会

お問い合わせ先

（公財）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：E-mail:renkei@ki21.jp

上海の街を歩くと超安値の商品から超高級なブランド品まで売られ
ています。例えば一応は動く自動巻時計が１５００円、一方でスイスブラ
ンド時計は何百万円で売られています。何れにしてもどうしてそのよう
な価格設定になるのか頭が空回りします。使ってみると安物は本当に
すぐに壊れて使い物にならず、普及品は実用に問題なし、ブランド品だ
と単に使うだけでなく、持つ喜び、心の満足まで満たしてくれる、従って
長く使える。この法則は物だけでなく、食品、レストランでの食事、設備
から建築物まで全てに当てはまります。
上海代表処では、京都の物産、設備などの売込み支援をする訳です
が、大切なポイントは、低価格での勝負は出来ないし、しない方が得策
だということです。日本製は高品質、グッドデザイン、長寿命がセールス
ポイントですから、中国でもその基本ポリシーを守りながら市場開拓す
るのが正しい戦略と言えます。
そこで「チーム京都」活動では、物産、製造、サービスなど業種、業態
に関係なく、《「京都ブランド」＝高品質》の確立を主要な活動方針にし
ています。

物産販売、飲食関係では：
１．どこに価値が生まれているか（ストーリーで説明）
①商品の由来、歴史
②素材、材料の吟味
③製作、製造するのにいかなるノウハウ、技術、経験を駆使したか
④使用、利用、食することで、いかなる効用、価値（利益）が得られるか
＊日本人は自分の良い所はあまりアピールしないのが美徳と考え、遠慮がちに
なります。しかしこれでは良さが顧客に伝わりません。黙っていては理解して
もらえない世界です。
＊プレゼンテーション、アピールする力を身につけたいところです。
＊製造業にも当てはまります。

２．目指す市場
①市中の店舗での販売

＊所得の上位階級を狙い、沿海部の大都市から、また、市街の中心にある百貨
店、ショッピングモールなどから売込む事になります。
＊留意すべき点は、代理店経由になりますから日本からの出荷価格は売価の
30％前後の設定となります。
②ネット販売
＊国土が大きく、都市も多数ありますから、効率よく販売する方法として検討し
ていく必要がありそうです。この場合は配送と代金回収など仕組みの構築が
必要です。
③食品の販売と飲食業
＊日本からの輸送、到着後の通関、検査等の手続きがあり、時間がかかる事から
賞味期限は６ヶ月以上ある事が望ましい。
＊さらに積極的な作戦としては、殆どの食材が調達出来るため、現地生産も検
討に値します。菓子、パンなど現場での製造、販売は人気があります。
＊飲食業も、上海では現地の人も日本食になじんでおり、事業を始める良い時
期になって来ています。ラーメン、うどん屋から高級日本料理店まで多数進出
してきており、新しくオープンする大型のショッピングモール、百貨店内のレス
トラン街、フードコートでは目立つ存在になっています。

中国ではあらゆる分野で構造変化が始まっており、これからは日本で
培ってきた、技術、経験、ノウハウなどが求められ、サービス業も含め大
きなビジネスチャンスがありそうです。
中国事業への参入形態も、１００％自前で準備する方策もありますが、
技術提携、技術指導など協業する方法も様々あります。全世界の企業
が参入していますから競争も厳しいので、それぞれのセールスポイント
を明確にし、人材、資源を集中して取りかかると、チャンスも大きいだけ
に成果が得られます。
代表処でも、こうした様々な情況に応じて支援活動が出来る体制を
整えていますので是非活用してください。

中国での事業展開を成功させる為に！

藤原 二郎
京都府上海ビジネスサポートセンター
公益財団法人京都産業21 上海代表処 首席代表

だ よ り vol 16
上 海 代 表 処

　今回は、発展する中国市場で事業を成功させる為の具体的な対
応策として、商品、製品についての考え方、取組み方を紹介します。

お問い合わせ先

（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

上海代表処だより

農林漁業者と中小企業者の新たな連携のかたち
～お互いの強みを生かした新商品開発を目指す～

農   商   工 連携ファンド交流会

７月３０日（火）、きょうと農商工連携応援ファンド事業連携グルー
プ交流会を開催しましたので、その概要を紹介します。

■農商工連携とは
　農林漁業者と商工業者が、お互いの強みを活かして売れる新商
品や新サービスを開発して需要の開拓を行うことにより、売上げや
利益の増加を目指そうとする取り組みです。
　（公財）京都産業２１では農商工連携を積極的に進めていくため、
平成２１年度に「きょうと農商工連携応援ファンド支援事業」を創設し
ました。平成２５年度までに６４の事業計画を採択し、府内で生産され
た野菜、果実、米、茶葉などを活用したスイーツや酒、弁当等の新商
品開発など、新たなチャレンジを支援しています。

■交流会の概要
　今回、農商工連携に取り組む方々が情報交換・共有することで課
題の解決や新たな連携のきっかけを見出していただくことを目的
に、きょうと農商工連携応援ファンド事業では初めての交流会を開
催しました。

　最初に、「農商工連携に求めること」として、農業ビジネスセンター
京都 参事（農業ビジネス課長）の小倉 訓氏から取り組み事例の紹
介がありました。
　農商工連携等でがんばっている農家は、企業経営者的な思考で
農業経営に取り組んでおり、その共通点は、①Ｕターン・Ｉターンで就
農した人は、商業者や消費者の視点を持っている ②コスト計算がで
きる ③自ら先頭に立って営業する ④本人以外に現場を任せられる
人がいる ⑤常に新商品開発に取り組む ⑥市場の微妙な変化をつ
かむセンスがある ⑦交友関係が広い と分析されていました。

　次いで、参加者全員から農商工連携の取組状況等を中心に報告
していただき、その後、交流会を行いました。
　交流会では、「各々の商品を持ち寄って意見交換ができる場を設
定してほしい」「次は北部地域で交流会の開催を」「お互いの事業所
等の見学をしてみたい」など、今後の交流・連携活動につながる多く
の意見が寄せられました。

■今後の取組
　来る１０月２３日（水）にホテルグランヴィア京都で開催予定の「第
17回異業種京都まつり」において、新商品等を展示、紹介します。
　また、（公財）京都産業２１では、今回、大変好評であった交流会を
今後も続けていくとともに、メーリングリストの活用等により情報交
換ができる環境を整えていく予定です。このような取組を通し、将
来的には農商工連携による商品開発、販路開拓に関する情報交換
や新たな連携体の創出の場となる開けたネットワークづくりを進
め、農林漁業者と中小企業者の連携による新ビジネスの創出を応
援していきますので、関心のある方はぜひご連絡ください。

その②商品―1〈物産販売、飲食関係〉

（次回vol.17では、その②商品―2〈製造業〉についてご紹介します。）

きょうと農商工連携応援ファンド支援事業に関する情報は、財団のホームペー
ジをご覧ください。新しく生み出された商品の数々もご紹介しています。

http://www.ki21.jp/fund/noshoko/
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設備投資なら、財団の割賦販売･リース
設備貸与（割賦販売・リース）制度〈小規模企業者等設備貸与制度〉

お支払いシミュレーション ・ご利用のご案内

企業の方が必要な設備を導入する際、財団がご希望の設備を
メーカーやディーラーから購入し、 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。
■ご利用のメリットと導入効果
　●信用保証協会の保証枠外でご利用できます。 
　●金融機関借入枠外でご利用できます。 
　　→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 
　　→安心して長期事業計画が立てられます。 先行投資の調達手段として有効です。 

財団HPにてご利用できます。設備金額を入力すると、毎月のお支払金額が表示されます。

■お支払シミュレーション■　
月賦・半年賦・リースご利用の際の毎月のお支払いをご自由に試算頂けます。
http://www.ki21.jp/business/setubi/simulation/

設備投資の際は、是非一度お問い合わせください。

企　業

財　団 設備販売業者
設備代金支払

売買契約締結

割賦・リース
契約締結 設備納入

割賦・
リース料支払

設備選定

区　　分

対象企業

対象設備

対象設備の金額

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

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名以下の方も利用可能です。
**個人創業１ヶ月前・会社設立２ヶ月前～創業５年未満の企業者（創業者）も対象です。

機械設備等（中古の機械設備及び土地、建物、構築物、賃貸借用設備等は対象外）

１００万円～８,０００万円／年度まで利用可能です。（消費税込み）

原則1名（法人企業の場合は代表者、個人事業の場合は申込者本人以外の方）でお申し込みできます。

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

お問い合わせ先

（公財）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

設備貸与企業紹介―㈱TOKO設備貸与制度

Compa n y  D a t a
代表取締役／安藤　豪 氏
所　在　地／
●本　　社　京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町14-24
 TEL.075-313-3900
 FAX.075-203-5824
●京都物流　京都市伏見区竹田藁屋町99
 TEL.075-604-5550
 FAX.075-604-5657
事 業 内 容／物流コンサルタント、物流の総合請負、倉庫内商品仕分け・管理、

商品企画・製造・販売、経営指導など

株式会社TOKO

受発注管理から在庫管理、配送までを一括して請け負う
　当社の創業は2003（平成15）年。関西の各地に点在する量販店に商品
を届ける物流業務から事業をスタートさせました。現在扱うのは、食品とそ
れに関連する商品が中心です。単に荷物の運送を請け負うだけでなく、受
発注管理から商品のピッキング（仕分け）、在庫管理、配車、そして配送まで、
流通に関わる業務を一括して引き受けることで、お客様の物流業務の効率
化、サービスの向上、コスト削減に貢献しています。インターネット通信販売
の増加に伴い、近年は効率的なネット通販システムの構築・運営をお手伝
いすることも増えています。
　また、当社自ら加工食品や通信販売商品を企画・開発してお客様に提案。
お客様の事業に貢献しつつ、物流のニーズを創出することにも注力しています。

3温度帯すべてに対応する倉庫を備え、
品質を徹底管理
　お客様から厚い信頼をいただいているのは、
輸送・管理品質の高さです。生鮮野菜など外
的な影響を受けやすい食品の輸送で培ってき
たノウハウが、当社の強み。商品の特性に合わ
せて流通過程での温度や湿度などを徹底管
理し、品質を維持しながら着実に指定の日時、
場所に商品を届けます。そのために当社では、
常温品（20℃～10℃）を保管する常温庫、冷蔵
品（10℃～0℃）用の冷蔵庫、そして冷凍品（－20℃～－30℃）を保管できる冷
凍庫と、3種類の温度帯に対応した倉庫を備えています。3温度帯すべてに
対応しているのは、京都市内では当社の他にありません。

新規顧客のニーズに対応する設備を導入
　全国に展開する大手製パン企業から、西日本各地の店舗へのパンの配送

を依頼されたことがきっかけでした。
岡山にあるお客様の工場から毎日出
荷されるパンを当社の京都物流セン
ターに集約し、そこから各店舗に配
送します。短時間で、数多くの店舗向
けにパンをピッキングするためのデジ
タルピッキングシステムに加えて、お客
様からの要望により、バッカンと呼ば
れるパンの容器を倉庫で洗浄するた
めのバッカン洗浄機が必要になりまし
た。一度に二つの設備を導入するに
は数千万円もの資金を要しましたが、
京都産業21の支援のおかげで導入
が可能になりました。
　2013年3月から配送を開始。西日
本全域に点在する100を超える店舗へ、毎朝開店前にパンを届けています。
お客様からの評判も上 で々、着 と々配送店舗数を増やしています。
　今後を見すえた新たな取り組みとしては、現在、日本ミツバチの蜂蜜を使っ
た商品開発を考えています。当社自ら養蜂を手がけ、京都のお菓子メーカー
などと一緒に蜂蜜を使った商品を開発し、新たな物流ニーズを生み出そうと
構想しています。これからもお客様の事業を多様な側面からサポートすること
で、物流事業の拡大に努めていくつもりです。

新規顧客のニーズに応え
新たな物流システムを構築

株式会社TOKO
http://www.toko-kyoto.com/

設備貸与企業紹介

取  材

センター

デジタルピッキングシステム

代表取締役　安藤 豪 氏
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設備貸与（割賦販売・リース）制度〈小規模企業者等設備貸与制度〉

お支払いシミュレーション ・ご利用のご案内

企業の方が必要な設備を導入する際、財団がご希望の設備を
メーカーやディーラーから購入し、 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。
■ご利用のメリットと導入効果
　●信用保証協会の保証枠外でご利用できます。 
　●金融機関借入枠外でご利用できます。 
　　→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 
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財団HPにてご利用できます。設備金額を入力すると、毎月のお支払金額が表示されます。

■お支払シミュレーション■　
月賦・半年賦・リースご利用の際の毎月のお支払いをご自由に試算頂けます。
http://www.ki21.jp/business/setubi/simulation/

設備投資の際は、是非一度お問い合わせください。

企　業

財　団 設備販売業者
設備代金支払

売買契約締結

割賦・リース
契約締結 設備納入

割賦・
リース料支払

設備選定

区　　分

対象企業

対象設備

対象設備の金額

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

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名以下の方も利用可能です。
**個人創業１ヶ月前・会社設立２ヶ月前～創業５年未満の企業者（創業者）も対象です。

機械設備等（中古の機械設備及び土地、建物、構築物、賃貸借用設備等は対象外）

１００万円～８,０００万円／年度まで利用可能です。（消費税込み）

原則1名（法人企業の場合は代表者、個人事業の場合は申込者本人以外の方）でお申し込みできます。

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

お問い合わせ先

（公財）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

設備貸与企業紹介―㈱TOKO設備貸与制度

Compa n y  D a t a
代表取締役／安藤　豪 氏
所　在　地／
●本　　社　京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町14-24
 TEL.075-313-3900
 FAX.075-203-5824
●京都物流　京都市伏見区竹田藁屋町99
 TEL.075-604-5550
 FAX.075-604-5657
事 業 内 容／物流コンサルタント、物流の総合請負、倉庫内商品仕分け・管理、

商品企画・製造・販売、経営指導など

株式会社TOKO

受発注管理から在庫管理、配送までを一括して請け負う
　当社の創業は2003（平成15）年。関西の各地に点在する量販店に商品
を届ける物流業務から事業をスタートさせました。現在扱うのは、食品とそ
れに関連する商品が中心です。単に荷物の運送を請け負うだけでなく、受
発注管理から商品のピッキング（仕分け）、在庫管理、配車、そして配送まで、
流通に関わる業務を一括して引き受けることで、お客様の物流業務の効率
化、サービスの向上、コスト削減に貢献しています。インターネット通信販売
の増加に伴い、近年は効率的なネット通販システムの構築・運営をお手伝
いすることも増えています。
　また、当社自ら加工食品や通信販売商品を企画・開発してお客様に提案。
お客様の事業に貢献しつつ、物流のニーズを創出することにも注力しています。

3温度帯すべてに対応する倉庫を備え、
品質を徹底管理
　お客様から厚い信頼をいただいているのは、
輸送・管理品質の高さです。生鮮野菜など外
的な影響を受けやすい食品の輸送で培ってき
たノウハウが、当社の強み。商品の特性に合わ
せて流通過程での温度や湿度などを徹底管
理し、品質を維持しながら着実に指定の日時、
場所に商品を届けます。そのために当社では、
常温品（20℃～10℃）を保管する常温庫、冷蔵
品（10℃～0℃）用の冷蔵庫、そして冷凍品（－20℃～－30℃）を保管できる冷
凍庫と、3種類の温度帯に対応した倉庫を備えています。3温度帯すべてに
対応しているのは、京都市内では当社の他にありません。

新規顧客のニーズに対応する設備を導入
　全国に展開する大手製パン企業から、西日本各地の店舗へのパンの配送

を依頼されたことがきっかけでした。
岡山にあるお客様の工場から毎日出
荷されるパンを当社の京都物流セン
ターに集約し、そこから各店舗に配
送します。短時間で、数多くの店舗向
けにパンをピッキングするためのデジ
タルピッキングシステムに加えて、お客
様からの要望により、バッカンと呼ば
れるパンの容器を倉庫で洗浄するた
めのバッカン洗浄機が必要になりまし
た。一度に二つの設備を導入するに
は数千万円もの資金を要しましたが、
京都産業21の支援のおかげで導入
が可能になりました。
　2013年3月から配送を開始。西日
本全域に点在する100を超える店舗へ、毎朝開店前にパンを届けています。
お客様からの評判も上 で々、着 と々配送店舗数を増やしています。
　今後を見すえた新たな取り組みとしては、現在、日本ミツバチの蜂蜜を使っ
た商品開発を考えています。当社自ら養蜂を手がけ、京都のお菓子メーカー
などと一緒に蜂蜜を使った商品を開発し、新たな物流ニーズを生み出そうと
構想しています。これからもお客様の事業を多様な側面からサポートすること
で、物流事業の拡大に努めていくつもりです。

新規顧客のニーズに応え
新たな物流システムを構築

株式会社TOKO
http://www.toko-kyoto.com/

設備貸与企業紹介

取  材

センター

デジタルピッキングシステム

代表取締役　安藤 豪 氏



主力製品はガスクロマトグラフと有機微量元素分析装置
　主力製品は「ガスクロマトグラフ」です。「クロマトグ
ラフィー」とは分離分析という意味をもっています。そ
の方法で分析を行う装置を「クロマトグラフ」といいま
す。例えば空気には窒素や酸素を
はじめその他様々な成分が含まれ
ています。このような混合したもの
をその成分ごとに分けて各
濃度を求めるのがガスクロマ
トグラフの測定原理です。
　ガスクロマトグラフの国内
初の開発は1957年頃で、弊社（現会社の独立前）ではそれに遅
れることおよそ1年で開発しました。
　また、「有機微量元素分析装置」は、国内最初に開発した装置
で未知の物質の中に炭素・窒素・酸素・硫黄の有機元素がどのく
らいの割合で入っているかを調べる装置です。大学の薬学部や
製薬会社の創薬研究、天然物や化成品、燃料に至るまで幅広く
ご使用頂いております。
　現在、全体の販売額でガスクロマトグラフが6割、有機微量元
素分析装置が4割を占めています。
　分析機器は国内の他にも海外との競争も激しくなってきて
います。ガスクロマトグラフは国内・アメリカとの競合が激しく、
有機微量分析装置は国内唯一でアメリカ、ヨーロッパと競合し
ています。また、韓国、台湾や中国も自国に限り販売されている
ようですが、歴史が浅く日本・欧米製の性能に追いついていま
せん。
　分析機器とは信用を得るための評価に使う装置であり、いい
加減な評価では信用に値しません。だから、少々高級・高額でも、
顧客は性能などをよく確かめて選定をすることになります。
分析機器は精度、感度そして安定性が重要です。姿形は一緒で
も性能が悪いと意味がありません。この３つが揃った機器を製
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お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 企画連携課 企画・情報担当　TEL：075-315-8635  FAX：075-315-9497  E-mail：kikaku@mtc.pref.kyoto.lg.jp

京都発！我が社の強み

経験豊富な技術者集団による新製品開発と技術継承へ
　平成13年京都市伏見区で創業。平成19年11月に現在地に
移転し、主に分析機器を製造しています。
　元会社の「㈱柳本製作所」が各事業部に分社された後、ガス
クロマトグラフ、有機元素分析装置部門の技術者たちが資本強
化を図り独立、現在の会社を設立しました。
　過去に納入した分析装置等のアフターサービスと新製品の
開発を2本柱として事業を行っています。設立当初は従来の装
置の後継機種を製造していましたが、その後、新たな分野に視
野を広げ、新製品開発を模索し、この7年間で10件以上の新製
品も発表しており、他社にない魅力的な新製品を生み出す会
社にしたいと努めています。
　新製品開発には若い人の力が不可欠です。そこで悩みとな
るのは、若手技術者をいかに育てるか、ベテラン社員から若い
人への技術の継承をいかに行うかです。特に分析機器の技術
は一般的には普及していないため、経験のある技術者を探す
のは難しく、現在もベテランの方々の力をお借りし、長年培った
そのすばらしい技術を若い人に技術移転、継承できるようにし
て行きたいと思っています。

ジェイ・サイエンスグループとして開発・製造から販売まで
　開発・製造を行うグループ会社として、弊社以外に同じ社屋
内に(株)ラウンドサイエンスがあり、主にプロセス用分析装置
や環境大気汚染監視用自動計測器等を製作しています。ラボ
用ガスクロマトグラフから自動ガスクロマトグラフへと発展さ
せたメンバーが、様々な応用技術を駆使して、産業用計測･分
析・試験装置を中心とした事業へと発展しています。
　これに対して、弊社では主に大学や企業の技術者や研究者
等が使用されるラボ用分析装置を手がけています。サイズとし
てはテーブルトップで実験室に置いて現場の人が使いやすい
機器をつくっています。「ジェイ・サイエンス・ラボ」のラボはラ
ボラトリーを意味しています。
　平成13年に資本強化した際に販売会社5社と「ジェイ・サイ
エンスグループ」を結成し、東日本、東海、関西、中国、西日本と
それぞれ担当地域を分担しています。
　“メーカー”と“販売”がグループとして対応することにより、
時代のニーズへの迅速な対応が可能になるとの考えでグルー
プ化を行いました。

最先端技術を駆使した分析・計測装置の研究・開発により、今までにない魅力的な新技術・新製品の
提供を目指し続ける(株)ジェイ・サイエンス・ラボの河合 龍三郎 社長にお話を伺いました。

作することはかなり難しく、それゆえ中国や韓国製の分析機器
が販売されていても、性能面で弊社の分析機器は負けないと
考えています。

強み…それは、顧客ひとりひとりのニーズに答えること
　「システムガスクロマトグラフ」を20年前程から製造・発売して
います。ガスクロマトグラフ単品では他の大手企業など多数の同
業者との競争が厳しくなります。そこで、ガスクロマトグラフのシ
ステム化を行い、他社との差別化をしようと考えました。
　分析装置単品だけでなくサンプリング装置を一緒にできない
か、分析装置に試料ガスの配管をつなぎ不純物を常時測れるよ
うにはできないかなど顧客の要求を聞き、要望にあわせた分析
装置システムを製品化しています。
　「こんなものを作って欲しい」という要望を言って貰えれば、「測
りたい成分は何ですか」「試料ガスの濃度範囲や圧力はどの程度
ですか」など様々な要望を訊いて「では、こういうのではどうで
しょう」といった提案が出来ます。この点が弊社の得意としている
ところであり強みでもあると言えます。
　他の大手企業等でもシステム化をして量産し、安く販売してい
ますが、弊社のように顧客ごとに特注で一つひとつやるという細
かなニーズには応えられません。何故ならば大手企業にはマー
ケットサイズが合わず、専任が必要である事や時間が掛かり過ぎ
て採算が取りにくいし、またそのような技術を担っていた団塊世
代の技術者が定年退職で抜けたため技術を継承して行くことが
難しいなどの理由からで、現在ではそこまで細かくはやれないと
いうのが実情だと思います。
　システム化した製品として、鋼材の水素脆化に大きく関わる鋼
材中水素測定システム、超高感度プラズマ検出器HPIDを搭載し
た高純度ガス中の微量不純物測定システム、自動濃縮システム
を搭載した悪臭物質自動測定システム、都市ガス分析専用であ
る自動燃料ガス分析システム、医療用酸素・笑気ガスなどを対象
とした自動医療用ガス分析計など多くのシステムを製品化して
います。

他の企業ができないこと、世の中に無い製品開発
　常に世の中に無いような新しい製品を創りたいと考え、現在は
様々な新製品の開発に取り組んでいます。
　新製品として、ICP-MS（誘導結
合プラズマ質量分析計）用の「気
体試料導入装置」があります。こ
れは、世界で初めて弊社が開発し
たものです。
　ICP-MSは溶液中の微量金属
元素を測定する装置で、従来は
気体試料の測定はできませんで
した。たとえば、空気中に浮遊し
ている有害金属を含む微粒子を

株式会社ジェイ・サイエンス・ラボ
計測するためには、従来法では、１～2週間かけ空気を吸い込み
続け、ろ紙フィルターに捕集し、そのろ紙を酸分解後、水溶液とし
てICP-MSで測定する方法でした。しかし、この方法では空気中の
微粒子を捕集した期間の金属元素の平均値だけしか得られず、
計測日や時間ごとの値をピンポイントで知ることはできません。
　そこで、空気中に浮遊する微粒子を直接リアルタイムで測定
可能にしたのが、弊社のICP-MS用気体試料導入装置です。
　中国のPM2.5問題が起こってからは、問い合わせが増えてき
ており、現在では福島の原発事故において放射性核種の測定や
研究にも使用されつつあります。
　また他の新製品として「マイクロ波化学反応装置」があります。
これは、電子レンジと同じ原理を利用した有機合成装置で、マイ
クロ波の特徴は従来法と比べ1/10～1/1000に反応時間が短
縮でき、しかも高純度で高収率な結果を得ることが可能です。例
えば、新幹線の塗料にも使用されている銅フタロシアニンの合
成では、従来法では110℃で10時間加熱しなければならないと
ころ、この装置では、５分の加熱で合成できてしまいます。
　現在、実験室レベルから生産レベルに対応するため、連続反応
が可能なフロー式導波管炉を開発し、生産スケールの液相化学
合成ができる装置を試作しています。

　現在の新社屋に移転した平成19年当時はリーマンショック前
でサブプライム問題が表面化した頃です。そこから現在までの５
年間は景気が芳しくなく苦しい状況が続きましたがそのような状
況下でも安定した利益を出せる会社にするためには、どうすれば
よいかを学ぶことができました。現在12期が終わっており、僅か
ずつではありますが12期連続して黒字決算が出来ているのは弊
社の歴史の中で一番自慢できるところと考えています。
　いままでにない魅力的な新技術、新製品を創り続けたいという
理念を念頭に置き、研究開発型のオンリーワン企業として将来に
向け開発を行い、ひたすら製品化に向けて走りつづけています。

京都発！ 我が社の強み

常に最新の分析技術・計測技術で
未来を創造する

Comp a n y  D a t a
代表取締役／河合 龍三郎 氏
所　在　地／〒601-8144 京都市南区上鳥羽火打型町3番地1
電　　　話／075-693-9480
設　　　立／2001年5月
資　本　金／4000万円
事 業 内 容／
・ ガスクロマトグラフの研究・開発・製造
・ 有機元素分析装置の研究・開発・製造
・ その他ラボ用分析・測定装置の受託開発・製造

株式会社ジェイ・サイエンス・ラボ
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〈ガスクロマトグラフ〉

〈有機微量元素分析装置〉

〈気体試料導入装置〉

〈マイクロ波化学反応装置〉
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素分析装置が4割を占めています。
　分析機器は国内の他にも海外との競争も激しくなってきて
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ています。また、韓国、台湾や中国も自国に限り販売されている
ようですが、歴史が浅く日本・欧米製の性能に追いついていま
せん。
　分析機器とは信用を得るための評価に使う装置であり、いい
加減な評価では信用に値しません。だから、少々高級・高額でも、
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お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 企画連携課 企画・情報担当　TEL：075-315-8635  FAX：075-315-9497  E-mail：kikaku@mtc.pref.kyoto.lg.jp

京都発！我が社の強み

経験豊富な技術者集団による新製品開発と技術継承へ
　平成13年京都市伏見区で創業。平成19年11月に現在地に
移転し、主に分析機器を製造しています。
　元会社の「㈱柳本製作所」が各事業部に分社された後、ガス
クロマトグラフ、有機元素分析装置部門の技術者たちが資本強
化を図り独立、現在の会社を設立しました。
　過去に納入した分析装置等のアフターサービスと新製品の
開発を2本柱として事業を行っています。設立当初は従来の装
置の後継機種を製造していましたが、その後、新たな分野に視
野を広げ、新製品開発を模索し、この7年間で10件以上の新製
品も発表しており、他社にない魅力的な新製品を生み出す会
社にしたいと努めています。
　新製品開発には若い人の力が不可欠です。そこで悩みとな
るのは、若手技術者をいかに育てるか、ベテラン社員から若い
人への技術の継承をいかに行うかです。特に分析機器の技術
は一般的には普及していないため、経験のある技術者を探す
のは難しく、現在もベテランの方々の力をお借りし、長年培った
そのすばらしい技術を若い人に技術移転、継承できるようにし
て行きたいと思っています。

ジェイ・サイエンスグループとして開発・製造から販売まで
　開発・製造を行うグループ会社として、弊社以外に同じ社屋
内に(株)ラウンドサイエンスがあり、主にプロセス用分析装置
や環境大気汚染監視用自動計測器等を製作しています。ラボ
用ガスクロマトグラフから自動ガスクロマトグラフへと発展さ
せたメンバーが、様々な応用技術を駆使して、産業用計測･分
析・試験装置を中心とした事業へと発展しています。
　これに対して、弊社では主に大学や企業の技術者や研究者
等が使用されるラボ用分析装置を手がけています。サイズとし
てはテーブルトップで実験室に置いて現場の人が使いやすい
機器をつくっています。「ジェイ・サイエンス・ラボ」のラボはラ
ボラトリーを意味しています。
　平成13年に資本強化した際に販売会社5社と「ジェイ・サイ
エンスグループ」を結成し、東日本、東海、関西、中国、西日本と
それぞれ担当地域を分担しています。
　“メーカー”と“販売”がグループとして対応することにより、
時代のニーズへの迅速な対応が可能になるとの考えでグルー
プ化を行いました。

最先端技術を駆使した分析・計測装置の研究・開発により、今までにない魅力的な新技術・新製品の
提供を目指し続ける(株)ジェイ・サイエンス・ラボの河合 龍三郎 社長にお話を伺いました。

作することはかなり難しく、それゆえ中国や韓国製の分析機器
が販売されていても、性能面で弊社の分析機器は負けないと
考えています。

強み…それは、顧客ひとりひとりのニーズに答えること
　「システムガスクロマトグラフ」を20年前程から製造・発売して
います。ガスクロマトグラフ単品では他の大手企業など多数の同
業者との競争が厳しくなります。そこで、ガスクロマトグラフのシ
ステム化を行い、他社との差別化をしようと考えました。
　分析装置単品だけでなくサンプリング装置を一緒にできない
か、分析装置に試料ガスの配管をつなぎ不純物を常時測れるよ
うにはできないかなど顧客の要求を聞き、要望にあわせた分析
装置システムを製品化しています。
　「こんなものを作って欲しい」という要望を言って貰えれば、「測
りたい成分は何ですか」「試料ガスの濃度範囲や圧力はどの程度
ですか」など様々な要望を訊いて「では、こういうのではどうで
しょう」といった提案が出来ます。この点が弊社の得意としている
ところであり強みでもあると言えます。
　他の大手企業等でもシステム化をして量産し、安く販売してい
ますが、弊社のように顧客ごとに特注で一つひとつやるという細
かなニーズには応えられません。何故ならば大手企業にはマー
ケットサイズが合わず、専任が必要である事や時間が掛かり過ぎ
て採算が取りにくいし、またそのような技術を担っていた団塊世
代の技術者が定年退職で抜けたため技術を継承して行くことが
難しいなどの理由からで、現在ではそこまで細かくはやれないと
いうのが実情だと思います。
　システム化した製品として、鋼材の水素脆化に大きく関わる鋼
材中水素測定システム、超高感度プラズマ検出器HPIDを搭載し
た高純度ガス中の微量不純物測定システム、自動濃縮システム
を搭載した悪臭物質自動測定システム、都市ガス分析専用であ
る自動燃料ガス分析システム、医療用酸素・笑気ガスなどを対象
とした自動医療用ガス分析計など多くのシステムを製品化して
います。

他の企業ができないこと、世の中に無い製品開発
　常に世の中に無いような新しい製品を創りたいと考え、現在は
様々な新製品の開発に取り組んでいます。
　新製品として、ICP-MS（誘導結
合プラズマ質量分析計）用の「気
体試料導入装置」があります。こ
れは、世界で初めて弊社が開発し
たものです。
　ICP-MSは溶液中の微量金属
元素を測定する装置で、従来は
気体試料の測定はできませんで
した。たとえば、空気中に浮遊し
ている有害金属を含む微粒子を

株式会社ジェイ・サイエンス・ラボ
計測するためには、従来法では、１～2週間かけ空気を吸い込み
続け、ろ紙フィルターに捕集し、そのろ紙を酸分解後、水溶液とし
てICP-MSで測定する方法でした。しかし、この方法では空気中の
微粒子を捕集した期間の金属元素の平均値だけしか得られず、
計測日や時間ごとの値をピンポイントで知ることはできません。
　そこで、空気中に浮遊する微粒子を直接リアルタイムで測定
可能にしたのが、弊社のICP-MS用気体試料導入装置です。
　中国のPM2.5問題が起こってからは、問い合わせが増えてき
ており、現在では福島の原発事故において放射性核種の測定や
研究にも使用されつつあります。
　また他の新製品として「マイクロ波化学反応装置」があります。
これは、電子レンジと同じ原理を利用した有機合成装置で、マイ
クロ波の特徴は従来法と比べ1/10～1/1000に反応時間が短
縮でき、しかも高純度で高収率な結果を得ることが可能です。例
えば、新幹線の塗料にも使用されている銅フタロシアニンの合
成では、従来法では110℃で10時間加熱しなければならないと
ころ、この装置では、５分の加熱で合成できてしまいます。
　現在、実験室レベルから生産レベルに対応するため、連続反応
が可能なフロー式導波管炉を開発し、生産スケールの液相化学
合成ができる装置を試作しています。

　現在の新社屋に移転した平成19年当時はリーマンショック前
でサブプライム問題が表面化した頃です。そこから現在までの５
年間は景気が芳しくなく苦しい状況が続きましたがそのような状
況下でも安定した利益を出せる会社にするためには、どうすれば
よいかを学ぶことができました。現在12期が終わっており、僅か
ずつではありますが12期連続して黒字決算が出来ているのは弊
社の歴史の中で一番自慢できるところと考えています。
　いままでにない魅力的な新技術、新製品を創り続けたいという
理念を念頭に置き、研究開発型のオンリーワン企業として将来に
向け開発を行い、ひたすら製品化に向けて走りつづけています。

京都発！ 我が社の強み

常に最新の分析技術・計測技術で
未来を創造する

Comp a n y  D a t a
代表取締役／河合 龍三郎 氏
所　在　地／〒601-8144 京都市南区上鳥羽火打型町3番地1
電　　　話／075-693-9480
設　　　立／2001年5月
資　本　金／4000万円
事 業 内 容／
・ ガスクロマトグラフの研究・開発・製造
・ 有機元素分析装置の研究・開発・製造
・ その他ラボ用分析・測定装置の受託開発・製造

株式会社ジェイ・サイエンス・ラボ
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〈ガスクロマトグラフ〉

〈有機微量元素分析装置〉

〈気体試料導入装置〉

〈マイクロ波化学反応装置〉
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ものづくり基盤技術セミナーのご案内 食品・バイオ技術セミナーのご案内

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 基盤技術課 材料・機能評価担当　TEL：075-315-8633   FAX：075-315-9497  E-mail：kiban@mtc.pref.kyoto.lg.jp

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 食品・バイオ担当　TEL：075-315-8634  FAX：075-315-9497  E-mail：ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp

当センターでは、府内中小企業の「ものづくり基盤技術の高度化」を支援す
るため、基盤技術の熟成発展に役立つ先端技術シーズや研究の最前線の
状況を基礎から紹介するものづくり基盤技術セミナーを年4回開催してい
ます。次回セミナーでは、酸化物薄膜トランジスタについて、その基礎から
最新動向までをご紹介します。

今年度はものづくり基盤技術センターを4回開催します。

ものづくり基盤技術セミナーのご案内

平成24年度実施報告

第1回
セミナー

「機械の摩擦・摩耗・潤滑の基礎と応用」
［講師］ 同志社大学 理工学部 エネルギー機械工学科 准教授　平山 朋子 氏

機械工学において、要素間の摩擦、摩耗、潤滑に関わる諸問題の解決は重要な課題であり、トライボロジーと呼ぶ学問領域において
多くの研究がなされている。本講演では、トライボロジーの考え方の基礎と近年の応用事例（コーティング、テクスチャリング、添加剤
など）について概説いただいた。

第2回
セミナー

「金属ガラスの基礎と応用 ～新素材開発の最前線～」
［講師］ 東北大学 金属材料研究所 附属研究施設関西センター 教授　早乙女 康典 氏

金属ガラス（アモルファス合金）は、高強度、低ヤング率、大きな弾性限界ひずみ(2%)など、従来の金属材料には無い、ユニークな機
械的性質を持つ一方、超耐蝕性や電磁特性、超精密・ナノ微細成形特性など，機能材料としても優れた性質を有しており、２１世紀に最
も期待される新金属材料の一つである。本講演では、材料特性とその応用可能性、実用化事例の紹介，今後の課題と展望について紹
介いただいた。

第4回
セミナー

「光で着色する分子材料 ～サングラス、サンシェードから先端ディスプレイまで～」
［講師］ 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授　河合　壯 氏

光を吸収して化学反応が進行するいわゆる光化学反応材料は、古くは写真や印刷の基盤技術として発達し、さらにはレジストや光硬
化樹脂などのフォトポリマーへと展開されてきた。また可逆に着色、消色が可能ないわゆるフォトクロミック材料はサングラス等の調
光材料としての利用が進んでいる。その一方で最近では、バイオイメージングや有機ELの光制御などが提案されるなど幅広い開発
が進められている。本講演では、フォトクロミック分子材料を中心とする光反応材料の最近の研究の動向や今後の研究展開の可能性
について紹介いただいた。

第3回
セミナー

「軽金属材料の接合技術の基礎と応用」
［講師］ 大阪大学大学院工学研究科 准教授　福本 信次 氏 他

軽金属材料の代表であるアルミニウム合金は、その優れた特徴により生活必需品から航空機までに使用されている。そのような製品
に加工する場合、重要な加工方法として「接合・溶接」がある。本講演では、アルミニウム合金の「接合・溶接」に注目し、昨今話題になっ
ている接合法について紹介いただいた。

テーマ
「透明酸化物材料で創る未来のディスプレイ」
～次世代ディスプレイを実現する新材料と高性能化技術～

［講師］ 
奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授 
浦岡 行治 氏

近年、IGZOを中心とした透明酸化物薄膜への関心が高まっている。本セミナーでは、次世代ディスプレイを駆動する酸化物薄
膜トランジスタの基礎から応用まで広く紹介する。特に、高性能化、高信頼性化に向けた取り組みについて、材料設計、デバイス
構造、プロセス技術の観点から概説する。また、センサーやメモリーなど、新しい応用技術についても紹介する。

概 要

当セミナーでは、食品等に関わる技術的課題について様々な角度から検討を行うとともに、情報交換の場を提供することを
目的に講演会及び見学会を行っています。講演会では、前年度の参加者に行ったアンケートの結果を基に講演テーマを検討
し、企業や大学等から講師を招いています。また見学会では、主に食品関連企業の製造現場を見学し、製造方法や品質管理な
どについて企業の取り組みを学んでいます。

食品・バイオ技術セミナーのご案内

今年度は食品・バイオ技術セミナーを４回（講習会３回、見学会１回）開催します。

昨年度は、以下のテーマで講習会2回、見学会1回を開催しました。

平成２５年度第１回食品・バイオ技術セミナーのご案内

平成25年度第1回ものづくり基盤技術セミナーのご案内

内容●食中毒事故を防止するためには、まず製造者が食中毒に対する知識を身につけることが重要です。過去に発生した食中毒事例を分析しな
がら「つけない・増やさない・やっつける」の食中毒防止三原則や、原因特徴、製造現場で留意するポイントを分かりやすく解説します。

テーマ①「食中毒事例から学ぶ衛生管理」
（一財）日本食品分析センター大阪支所 微生物試験課 課長　小田 俊一 氏

内容●異物混入クレームは企業にとってスピードと慎重さが求められるデリケートな問題です。昨今は食品に限らず、化粧品、医薬品、飼料、工業
用品と異物混入クレームの幅はどんどん広がりを見せています。本講演では明日から使える異物検査の分析手法をご紹介すると共に、異
物混入の原因究明や発生防止に役立つ多くの事例をご紹介します。

テーマ②「クレーム対策に役立つ異物検査～分析手法と事例の紹介～」
（一財）日本食品分析センター 無機分析課 主任　冨田 早由 氏

第２回（講習会）を平成２５年１０月３１日(木)、第３回（講習会）を平成２５年１１月２８日(木)、第４回（見学会）を平成２６年１月下旬に
計画しています。

■日　時　平成２５年９月２６日（木） １３時３０分～１６時３０分
■場　所　京都府産業支援センター　５階研修室

■定　員　６０名
■参加費　無料

第１回セミナー講演風景

第１回 開催日／平成２４年１０月３０日（火）

講習会
「ＧＭＰ（適正製造基準）の重要性と内容の理解」（製造環境管理、製造工程管理を中心に）
シーアンドエス株式会社　津田 訓範 氏

第3回 開催日／平成２５年１月２５日（金）

工場見学
株式会社ニチレイフーズ関西工場（大阪府高槻市東上牧１－２－５）

第2回 開催日／平成２４年１１月２９日（木）

講習会
「新規機能性成分の開拓と開発、そして製品展開」
株式会社Ｉｇ－Ｍ 研究開発部 マネジャー　秦　信子 氏

「食品・スキンケア製品の機能性成分の開発研究例」
神戸学院大学 栄養学部 栄養学科 准教授　水品 善之 氏

「タンパク質の構造解析を利用した、より効果的な機能性成分の構築」
株式会社Ｉｇ－Ｍ 代表取締役社長　松本 悠史 氏

■日　時　平成25年１０月９日（水） 13：30～16：30　　■会　場　京都府産業支援センター5階研修室



16Management & Technology for Creative Kyoto 2013.915 Management & Technology for Creative Kyoto 2013.9
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京都府中小企業技術センター 応用技術課 食品・バイオ担当　TEL：075-315-8634  FAX：075-315-9497  E-mail：ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp

当センターでは、府内中小企業の「ものづくり基盤技術の高度化」を支援す
るため、基盤技術の熟成発展に役立つ先端技術シーズや研究の最前線の
状況を基礎から紹介するものづくり基盤技術セミナーを年4回開催してい
ます。次回セミナーでは、酸化物薄膜トランジスタについて、その基礎から
最新動向までをご紹介します。
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平成24年度実施報告
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［講師］ 同志社大学 理工学部 エネルギー機械工学科 准教授　平山 朋子 氏

機械工学において、要素間の摩擦、摩耗、潤滑に関わる諸問題の解決は重要な課題であり、トライボロジーと呼ぶ学問領域において
多くの研究がなされている。本講演では、トライボロジーの考え方の基礎と近年の応用事例（コーティング、テクスチャリング、添加剤
など）について概説いただいた。

第2回
セミナー

「金属ガラスの基礎と応用 ～新素材開発の最前線～」
［講師］ 東北大学 金属材料研究所 附属研究施設関西センター 教授　早乙女 康典 氏

金属ガラス（アモルファス合金）は、高強度、低ヤング率、大きな弾性限界ひずみ(2%)など、従来の金属材料には無い、ユニークな機
械的性質を持つ一方、超耐蝕性や電磁特性、超精密・ナノ微細成形特性など，機能材料としても優れた性質を有しており、２１世紀に最
も期待される新金属材料の一つである。本講演では、材料特性とその応用可能性、実用化事例の紹介，今後の課題と展望について紹
介いただいた。

第4回
セミナー

「光で着色する分子材料 ～サングラス、サンシェードから先端ディスプレイまで～」
［講師］ 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授　河合　壯 氏

光を吸収して化学反応が進行するいわゆる光化学反応材料は、古くは写真や印刷の基盤技術として発達し、さらにはレジストや光硬
化樹脂などのフォトポリマーへと展開されてきた。また可逆に着色、消色が可能ないわゆるフォトクロミック材料はサングラス等の調
光材料としての利用が進んでいる。その一方で最近では、バイオイメージングや有機ELの光制御などが提案されるなど幅広い開発
が進められている。本講演では、フォトクロミック分子材料を中心とする光反応材料の最近の研究の動向や今後の研究展開の可能性
について紹介いただいた。

第3回
セミナー

「軽金属材料の接合技術の基礎と応用」
［講師］ 大阪大学大学院工学研究科 准教授　福本 信次 氏 他

軽金属材料の代表であるアルミニウム合金は、その優れた特徴により生活必需品から航空機までに使用されている。そのような製品
に加工する場合、重要な加工方法として「接合・溶接」がある。本講演では、アルミニウム合金の「接合・溶接」に注目し、昨今話題になっ
ている接合法について紹介いただいた。

テーマ
「透明酸化物材料で創る未来のディスプレイ」
～次世代ディスプレイを実現する新材料と高性能化技術～

［講師］ 
奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授 
浦岡 行治 氏

近年、IGZOを中心とした透明酸化物薄膜への関心が高まっている。本セミナーでは、次世代ディスプレイを駆動する酸化物薄
膜トランジスタの基礎から応用まで広く紹介する。特に、高性能化、高信頼性化に向けた取り組みについて、材料設計、デバイス
構造、プロセス技術の観点から概説する。また、センサーやメモリーなど、新しい応用技術についても紹介する。

概 要

当セミナーでは、食品等に関わる技術的課題について様々な角度から検討を行うとともに、情報交換の場を提供することを
目的に講演会及び見学会を行っています。講演会では、前年度の参加者に行ったアンケートの結果を基に講演テーマを検討
し、企業や大学等から講師を招いています。また見学会では、主に食品関連企業の製造現場を見学し、製造方法や品質管理な
どについて企業の取り組みを学んでいます。

食品・バイオ技術セミナーのご案内

今年度は食品・バイオ技術セミナーを４回（講習会３回、見学会１回）開催します。

昨年度は、以下のテーマで講習会2回、見学会1回を開催しました。

平成２５年度第１回食品・バイオ技術セミナーのご案内

平成25年度第1回ものづくり基盤技術セミナーのご案内

内容●食中毒事故を防止するためには、まず製造者が食中毒に対する知識を身につけることが重要です。過去に発生した食中毒事例を分析しな
がら「つけない・増やさない・やっつける」の食中毒防止三原則や、原因特徴、製造現場で留意するポイントを分かりやすく解説します。

テーマ①「食中毒事例から学ぶ衛生管理」
（一財）日本食品分析センター大阪支所 微生物試験課 課長　小田 俊一 氏

内容●異物混入クレームは企業にとってスピードと慎重さが求められるデリケートな問題です。昨今は食品に限らず、化粧品、医薬品、飼料、工業
用品と異物混入クレームの幅はどんどん広がりを見せています。本講演では明日から使える異物検査の分析手法をご紹介すると共に、異
物混入の原因究明や発生防止に役立つ多くの事例をご紹介します。

テーマ②「クレーム対策に役立つ異物検査～分析手法と事例の紹介～」
（一財）日本食品分析センター 無機分析課 主任　冨田 早由 氏

第２回（講習会）を平成２５年１０月３１日(木)、第３回（講習会）を平成２５年１１月２８日(木)、第４回（見学会）を平成２６年１月下旬に
計画しています。

■日　時　平成２５年９月２６日（木） １３時３０分～１６時３０分
■場　所　京都府産業支援センター　５階研修室

■定　員　６０名
■参加費　無料

第１回セミナー講演風景

第１回 開催日／平成２４年１０月３０日（火）

講習会
「ＧＭＰ（適正製造基準）の重要性と内容の理解」（製造環境管理、製造工程管理を中心に）
シーアンドエス株式会社　津田 訓範 氏

第3回 開催日／平成２５年１月２５日（金）

工場見学
株式会社ニチレイフーズ関西工場（大阪府高槻市東上牧１－２－５）

第2回 開催日／平成２４年１１月２９日（木）

講習会
「新規機能性成分の開拓と開発、そして製品展開」
株式会社Ｉｇ－Ｍ 研究開発部 マネジャー　秦　信子 氏

「食品・スキンケア製品の機能性成分の開発研究例」
神戸学院大学 栄養学部 栄養学科 准教授　水品 善之 氏

「タンパク質の構造解析を利用した、より効果的な機能性成分の構築」
株式会社Ｉｇ－Ｍ 代表取締役社長　松本 悠史 氏

■日　時　平成25年１０月９日（水） 13：30～16：30　　■会　場　京都府産業支援センター5階研修室
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技術トレンド寄稿 技術トレンド寄稿

はじめに
　私たちは食品を摂取する際、その“食品自体の温度”に由来する熱
量以上に、体温が上昇することを体験している。この現象は、以前は特
異動的作用と呼ばれていたが、現在では、食事誘導（性）体熱産生
（diet-induced thermogenesis: DIT）といわれている。DITは基本
的に２つの構成要素から成り立っている。ひとつは、味覚、嗅覚などの
口腔内感覚神経系を介するエネルギー代謝の上昇であり、もうひと
つは、食品の消化吸収による上昇である。　
　前者には食事摂取に伴う多様な因子が絡むことが判明してきた。
PETやMRIなどの近年の測定技術の目覚しい進展による精密なエネ
ルギー代謝像の解析が可能となった結果、従来から知られているエネ
ルギー性食品成分のみならず、匂いや味などの“非エネルギー性食品
成分”が“感覚神経刺激”を介して、褐色脂肪での脂肪燃焼を伴うDIT
の発現亢進に深く関係していることが明らかになってきた。褐色脂肪
細胞は、一般的によく知られている体脂肪を構成している白色脂肪と
は役割が全く異なり、生体内で唯一体熱産生に特化した細胞であり、
新生児時期に特に発達している（図１）。さらに最近、この褐色脂肪の
加齢に伴う退縮が、いわゆる「中年太り」の主要因であることが指摘さ
れてきている。

食事の摂取量、カロリー量と体熱産生
　正常な実験動物に摂取カロリー量を極端に増加させることは意外
と難しい。1976年、SclafaniとSpringerはヒトが日常的に摂取してい
るような美味しい食品(今日のいわゆる「カフェテリア食＊」)を用いて、
ラットのエネルギー摂取総量を増大させることに成功した。現在
「DIT」に関する研究においては、単に摂取総カロリーの問題というより
は、むしろ後述するような各栄養素、食品成分の機能から感覚刺激の作
用に至るまでの「広義の摂食行動」に関わるすべての因子の褐色脂肪
組織（brown adipose tissue: BAT）への“個別的”な影響を考えるこ
とが重要となってきている。

タンパク質摂取と体熱産生
　食事摂取後、基礎代謝よりも増加するエネルギーの消費量は、食事
の“質と量”によって大きく異なり、摂取エネルギー量に対する比率で
示すと、タンパク質の場合約30％と特に高く、糖質、脂質では約7％
で、日本人の通常の食事では約8％である。これらのいわゆる「特異動
的作用」のなかで、とくに“タンパク質”摂取により引き起こされる現象
の存在は、古くから比較的よく知られていた。しかしながら、後述する
“糖質”や“非栄養素成分”の場合に比べると、詳細な機構に関しては
いまだ不明な部分が多く残されている。その最も大きな原因は、この
系が「内分泌系因子」と「神経系因子」との両方に関与する実に複雑な
作用機構を持つ点にあると考えられる。

糖質摂取と体熱産生、褐色脂肪機能
　砂糖などの糖質の摂取に伴う体熱産生の発現機構については、交
感神経活動との関連から検討が行われてきた。YoungとLandsberg
らは、糖質の摂取により、まず血中グルコース濃度の上昇が引き起こ
され、それに伴い膵臓からのインスリン分泌が促進されることを示し
た。このグルコースとインスリンの両方がシグナルとして視床下部腹
内側核に作用し、その結果、交感神経活動が亢進され、体熱産生の増
大がもたらされるという。また、ラットに糖質を与えると交感神経活動
の生化学的指標であるノルアドレナリン代謝回転がBATで高まるこ
とも知られている。
　しかし一方では、この熱産生能は糖質の起源により大きく異なり、ヒ
トの場合、二糖類ではシュクロース、単糖類ではシュクロースの構成
糖であるフルクトースが高い熱産生能を有するとの報告がある。ま
た、筆者らは、全くカロリーのない人工甘味料であるサッカリンが、
シュクロースと同様にラットBATでの脱共役タンパク質（uncoupling 
protein 1: UCP1）発現を増強することを見出しており、この現象も後
に述べる味覚（感覚）刺激とそれに引き続く頭相刺激が、体熱産生の
機序に深く関わっていることを示唆している。

脂肪摂取と体熱産生、褐色脂肪機能
　脂肪摂取による体熱産生の亢進も、その現象面は古くから知られて
いるが、発現機構については不明な点が多い。ラットを用いた実験で
は、基本食に脂肪を添加すると交感神経活動が高まることから、脂肪摂
取による体熱産生の亢進は、主に“交感神経系”が関与しているものと
推察される。また、この現象は、脂肪の消化吸収を阻害するコレスチラ
ミン処理により消失することから、脂肪摂取による体熱産生亢進のシグ
ナルは、脂肪の消化により生成する脂肪酸、あるいはそれにより分泌刺
激される消化管ホルモンであろうと考えられている。
　しかしながら、同じ脂肪でも構成脂肪酸の異なるもの、例えば魚油
（高度不飽和脂肪酸含量が高い）とショートニング（飽和脂肪酸含量が
高い）では、交感神経活動の指標となる尿中カテコールアミン量や
BAT中のUCP1発現量が異なる。また、口腔内には遊離脂肪酸の受
容体が複数存在し、そこでの脂肪酸認識は受容細胞の脱分極、さらに
は交感神経系を介して脂肪の消化に関与する臓器の機能を活性化す

脂肪燃焼・体熱産生と食品機能：
健康維持・増進のための褐色脂肪の再生と活用

図１. 白色脂肪組織 (a)と褐色脂肪組織 (b)の走査型電子顕微鏡像と各細胞の内部の模式図
単房性脂肪滴：脂肪が一つの大きな塊で存在、多房性脂肪滴：脂肪が多数の小さな塊で存在。
写真は、佐賀大学 杉原甫名誉教授提供

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 食品・バイオ担当　TEL：075-315-8634  FAX：075-315-9497  E-mail：ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp

脚注
カフェテリア食：ミルクチョコレート、チョコレートチップクッキー、サラミ、チーズ、バナナ、マ
シュマロ、ピーナツバターなどを”自由に選択摂取”できる食餌のこと。初期には、スーパー
マケット食とも呼ばれた。脂肪や砂糖が豊富な、ヒトが食べて美味しい食品である。

京都府宮津市出身。1983年に京都大学大学院農学研究科博士課程を修了し、日本学術
振興会奨励研究員を経て、1984年京都大学農学部助手。1991年文部省在外研究員と
してフランス科学研究機構生化学研究所にて勤務。1994年京都大学農学部助教授、
1997年京都大学大学院農学研究科助教授。2004年から同教授。2011年から京都大
学学際融合教育研究推進センター生理化学研究ユニット教授を兼任。2013年日本栄
養・食糧学会賞受賞。専門は食品機能学、栄養生化学。日本肥満学会常務理事。NPO法
人近畿アグリハイテク副理事長。近著に『肥満と脂肪エネルギー代謝』、『脂肪の功罪と
健康』などがある。

河田 照雄［かわだ・てるお］

脂肪酸 UCP-1プロトンコンダクタンス活性化
ビタミンA（all-trans retinoic acid） UCP-1プロトンコンダクタンス活性化
甘味成分（シュクロース） 交感神経活性化
甘味料（サッカリン） 交感神経活性化
カラシ辛味成分（アリルイソチオシアネート ） 交感神経活性化
トウガラシ辛味成分（カプサイシン） TRPV1-交感神経活性化
トウガラシ非辛味成分（カプシエイト） TRPV1-交感神経活性化
ショウガ成分（パラドール） 交感神経活性化
コーヒー（カフェイン） 交感神経活性化
オリーブ由来ポリフェノール（オレウロペイン） 交感神経活性化
グレープフルーツ香気成分（リモネン） 交感神経活性化
アロニアベリー（アロニアアントシアニン） 交感神経活性化
松実油脂（ピノレン酸） PPARs
海藻カロテノイド（フコキサンチン） 不明
魚油（EPA、DHA） 交感神経活性化、PPARs
 UCP-1プロトンコンダクタンス活性化?
1-モノアシルグリセロール TRPV1-交感神経活性化
機能性油脂（共役リノール酸:CLA） PPARs ?
 UCP-1プロトンコンダクタンス活性化?

PPARs:ペルオキシソーム増殖剤応答性受容体（遺伝子の転写調節を行う核内受容体の一種）

食品名（機能性成分） 推定作用機序

表１　食品由来のBATおよびUCP1の活性化や誘導をもたらす化合物

P r o f i l e

る。このような脂肪の口腔内認識機構は、脂肪の嗜好性制御にも関係
することも知られていることから、後に述べる脂肪の感覚刺激とそれ
に引き続く頭相刺激が食事性の脂肪に由来する体熱産生の発現機序
に深く関わっていることが推察される。

食品の美味しさと感覚刺激、体熱産生
　一般的に摂食行動は、いわゆる栄養素の生体内取り込みのみなら
ず、その行動に付随する味覚・嗅覚・体性感覚ヘの刺激、摂食の喜び、
満足感など、さまざまな「感覚（神経）刺激(sensory stimulation)」を
伴う。近年、これらの感覚刺激から発生するシグナルが、食物摂取、
消化吸収、さらにホルモン分泌の調節に至るまで広く生理現象に関
与している可能性が明らかになりつつある。このように、食品成分が
神経系を刺激し、生体調節機構に影響する重要な“シグナル”として
機能するという認識は、従来ほとんどなかった。
　さらに、食品中の「非栄養素」因子も、体熱産生にとって非常に重要
な役割を担っていることが明らかにされている。たとえば、LeBlancら
は、ヒトとイヌを用いた実験で、食餌の「美味しさ(palatability)」がシ
グナルとなり中枢神経系に作用する、いわゆる「頭相(cephalic 
phase)刺激」がカテコールアミン作動性の体熱産生を惹起すること
を明らかにした。彼らはさらに、この「頭相刺激」こそ、前述のカフェテ
リア食による体熱産生亢進の主要な因子ではないかと指摘している。

香辛料と感覚刺激、褐色脂肪機能
　筆者らは、食品の美味しさを増強する因子として香辛料に着目して
きた。トウガラシやショウガの辛味成分をはじめとする“香辛料辛味成
分”が引き起こす体熱産生促進作用、すなわち「辛味成分誘発性体熱
産生」の発現機序について詳細に検討を行った。その結果、“辛味成
分”が口腔内や消化管において、さらには体内に吸収されたものが体
内の神経系に作用して交感神経活動を活性化することにより副腎か
らのカテコールアミンの穏やかな分泌を促し、それにより生体内での
エネルギー代謝の亢進が引き起こされることが明らかとなった。その
作用機序の一部には、交感神経活動を介したBATの活性化と機能増
強の現象が認められた。
　香辛料辛味成分以外でも上記の交感神経系̶副腎の経路を活性
化してカテコールアミンの穏やかな分泌を促すことによるBATの増
強作用を持つものがある。例えば、エキストラヴァージンオリーブオ
イルに含まれるオリウロペインという化合物は、ラットを用いた動物
実験で、28日間の摂食によりUCP1の発現が有意に高まり、BATの機
能が増強すること、さらに、体重減少、脂肪組織重量の低下がもたら
されることが報告されている。この化合物は、ポリフェノールの一種で
あり、オリーブ果実の一番搾りのエキストラヴァージンオリーブオイ
ルに多く含まれる苦味の元である。
　また最近、斉藤らは、ヒトでのBATを活性化する最も有効で生理的
な条件として寒冷暴露を見出している。この経路は、温度受容体
transient receptor potential（TRP）チャネル→感覚神経→視床下
部→交感神経→βアドレナリン受容体→BAT活性化であることが推
察される。これも一種の「頭相刺激」であると考えられる。斉藤らはさ
らにこの経路の着想から、TRPチャネルの１種であるTRPV1の食品成
分由来のアゴニストに着目した。興味深いことに、トウガラシ由来の非
辛味成分であるカプシノイドやショウガ由来のパラドールがヒトの
BATを活性化し、エネルギー消費を増加させることを示した。これら
の結果は、食品成分によるTRPチャネルの持続的刺激が、BATの発

現・機能維持、さらには増強に極めて有効で簡易な手段となりうること
を示唆している。

まとめと展望
　これまで報告されている食品由来のBATおよびUCP1の活性化や
誘導をもたらす化合物を表１にまとめた。これらの多くのものは、「感覚
刺激」→「頭相刺激」→「交感神経活性化」の経路を介してBATを活性
化、さらには増強しうるものである。BATの萎縮、機能低下には加齢が
強く影響することが次第に明らかになりつつある。高齢社会の中では
肥満症対策として、日々の食生活は大変重要な役割を果たす。そのよ
うな社会的背景の中でBATおよびUCP1の再生、活性化や誘導をもた
らす食品因子の探索と応用は、新たな肥満症戦略として、食品開発の
みならず医薬品開発の領域からも今後の展開が大いに期待される。

京都府中小企業特別技術指導員の河田照雄氏（京都大学大学院 農学研究科 教授）に上記テーマで寄稿
いただきました。
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技術トレンド寄稿 技術トレンド寄稿

はじめに
　私たちは食品を摂取する際、その“食品自体の温度”に由来する熱
量以上に、体温が上昇することを体験している。この現象は、以前は特
異動的作用と呼ばれていたが、現在では、食事誘導（性）体熱産生
（diet-induced thermogenesis: DIT）といわれている。DITは基本
的に２つの構成要素から成り立っている。ひとつは、味覚、嗅覚などの
口腔内感覚神経系を介するエネルギー代謝の上昇であり、もうひと
つは、食品の消化吸収による上昇である。　
　前者には食事摂取に伴う多様な因子が絡むことが判明してきた。
PETやMRIなどの近年の測定技術の目覚しい進展による精密なエネ
ルギー代謝像の解析が可能となった結果、従来から知られているエネ
ルギー性食品成分のみならず、匂いや味などの“非エネルギー性食品
成分”が“感覚神経刺激”を介して、褐色脂肪での脂肪燃焼を伴うDIT
の発現亢進に深く関係していることが明らかになってきた。褐色脂肪
細胞は、一般的によく知られている体脂肪を構成している白色脂肪と
は役割が全く異なり、生体内で唯一体熱産生に特化した細胞であり、
新生児時期に特に発達している（図１）。さらに最近、この褐色脂肪の
加齢に伴う退縮が、いわゆる「中年太り」の主要因であることが指摘さ
れてきている。

食事の摂取量、カロリー量と体熱産生
　正常な実験動物に摂取カロリー量を極端に増加させることは意外
と難しい。1976年、SclafaniとSpringerはヒトが日常的に摂取してい
るような美味しい食品(今日のいわゆる「カフェテリア食＊」)を用いて、
ラットのエネルギー摂取総量を増大させることに成功した。現在
「DIT」に関する研究においては、単に摂取総カロリーの問題というより
は、むしろ後述するような各栄養素、食品成分の機能から感覚刺激の作
用に至るまでの「広義の摂食行動」に関わるすべての因子の褐色脂肪
組織（brown adipose tissue: BAT）への“個別的”な影響を考えるこ
とが重要となってきている。

タンパク質摂取と体熱産生
　食事摂取後、基礎代謝よりも増加するエネルギーの消費量は、食事
の“質と量”によって大きく異なり、摂取エネルギー量に対する比率で
示すと、タンパク質の場合約30％と特に高く、糖質、脂質では約7％
で、日本人の通常の食事では約8％である。これらのいわゆる「特異動
的作用」のなかで、とくに“タンパク質”摂取により引き起こされる現象
の存在は、古くから比較的よく知られていた。しかしながら、後述する
“糖質”や“非栄養素成分”の場合に比べると、詳細な機構に関しては
いまだ不明な部分が多く残されている。その最も大きな原因は、この
系が「内分泌系因子」と「神経系因子」との両方に関与する実に複雑な
作用機構を持つ点にあると考えられる。

糖質摂取と体熱産生、褐色脂肪機能
　砂糖などの糖質の摂取に伴う体熱産生の発現機構については、交
感神経活動との関連から検討が行われてきた。YoungとLandsberg
らは、糖質の摂取により、まず血中グルコース濃度の上昇が引き起こ
され、それに伴い膵臓からのインスリン分泌が促進されることを示し
た。このグルコースとインスリンの両方がシグナルとして視床下部腹
内側核に作用し、その結果、交感神経活動が亢進され、体熱産生の増
大がもたらされるという。また、ラットに糖質を与えると交感神経活動
の生化学的指標であるノルアドレナリン代謝回転がBATで高まるこ
とも知られている。
　しかし一方では、この熱産生能は糖質の起源により大きく異なり、ヒ
トの場合、二糖類ではシュクロース、単糖類ではシュクロースの構成
糖であるフルクトースが高い熱産生能を有するとの報告がある。ま
た、筆者らは、全くカロリーのない人工甘味料であるサッカリンが、
シュクロースと同様にラットBATでの脱共役タンパク質（uncoupling 
protein 1: UCP1）発現を増強することを見出しており、この現象も後
に述べる味覚（感覚）刺激とそれに引き続く頭相刺激が、体熱産生の
機序に深く関わっていることを示唆している。

脂肪摂取と体熱産生、褐色脂肪機能
　脂肪摂取による体熱産生の亢進も、その現象面は古くから知られて
いるが、発現機構については不明な点が多い。ラットを用いた実験で
は、基本食に脂肪を添加すると交感神経活動が高まることから、脂肪摂
取による体熱産生の亢進は、主に“交感神経系”が関与しているものと
推察される。また、この現象は、脂肪の消化吸収を阻害するコレスチラ
ミン処理により消失することから、脂肪摂取による体熱産生亢進のシグ
ナルは、脂肪の消化により生成する脂肪酸、あるいはそれにより分泌刺
激される消化管ホルモンであろうと考えられている。
　しかしながら、同じ脂肪でも構成脂肪酸の異なるもの、例えば魚油
（高度不飽和脂肪酸含量が高い）とショートニング（飽和脂肪酸含量が
高い）では、交感神経活動の指標となる尿中カテコールアミン量や
BAT中のUCP1発現量が異なる。また、口腔内には遊離脂肪酸の受
容体が複数存在し、そこでの脂肪酸認識は受容細胞の脱分極、さらに
は交感神経系を介して脂肪の消化に関与する臓器の機能を活性化す

脂肪燃焼・体熱産生と食品機能：
健康維持・増進のための褐色脂肪の再生と活用

図１. 白色脂肪組織 (a)と褐色脂肪組織 (b)の走査型電子顕微鏡像と各細胞の内部の模式図
単房性脂肪滴：脂肪が一つの大きな塊で存在、多房性脂肪滴：脂肪が多数の小さな塊で存在。
写真は、佐賀大学 杉原甫名誉教授提供
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脂肪酸 UCP-1プロトンコンダクタンス活性化
ビタミンA（all-trans retinoic acid） UCP-1プロトンコンダクタンス活性化
甘味成分（シュクロース） 交感神経活性化
甘味料（サッカリン） 交感神経活性化
カラシ辛味成分（アリルイソチオシアネート ） 交感神経活性化
トウガラシ辛味成分（カプサイシン） TRPV1-交感神経活性化
トウガラシ非辛味成分（カプシエイト） TRPV1-交感神経活性化
ショウガ成分（パラドール） 交感神経活性化
コーヒー（カフェイン） 交感神経活性化
オリーブ由来ポリフェノール（オレウロペイン） 交感神経活性化
グレープフルーツ香気成分（リモネン） 交感神経活性化
アロニアベリー（アロニアアントシアニン） 交感神経活性化
松実油脂（ピノレン酸） PPARs
海藻カロテノイド（フコキサンチン） 不明
魚油（EPA、DHA） 交感神経活性化、PPARs
 UCP-1プロトンコンダクタンス活性化?
1-モノアシルグリセロール TRPV1-交感神経活性化
機能性油脂（共役リノール酸:CLA） PPARs ?
 UCP-1プロトンコンダクタンス活性化?

PPARs:ペルオキシソーム増殖剤応答性受容体（遺伝子の転写調節を行う核内受容体の一種）

食品名（機能性成分） 推定作用機序

表１　食品由来のBATおよびUCP1の活性化や誘導をもたらす化合物

P r o f i l e

る。このような脂肪の口腔内認識機構は、脂肪の嗜好性制御にも関係
することも知られていることから、後に述べる脂肪の感覚刺激とそれ
に引き続く頭相刺激が食事性の脂肪に由来する体熱産生の発現機序
に深く関わっていることが推察される。

食品の美味しさと感覚刺激、体熱産生
　一般的に摂食行動は、いわゆる栄養素の生体内取り込みのみなら
ず、その行動に付随する味覚・嗅覚・体性感覚ヘの刺激、摂食の喜び、
満足感など、さまざまな「感覚（神経）刺激(sensory stimulation)」を
伴う。近年、これらの感覚刺激から発生するシグナルが、食物摂取、
消化吸収、さらにホルモン分泌の調節に至るまで広く生理現象に関
与している可能性が明らかになりつつある。このように、食品成分が
神経系を刺激し、生体調節機構に影響する重要な“シグナル”として
機能するという認識は、従来ほとんどなかった。
　さらに、食品中の「非栄養素」因子も、体熱産生にとって非常に重要
な役割を担っていることが明らかにされている。たとえば、LeBlancら
は、ヒトとイヌを用いた実験で、食餌の「美味しさ(palatability)」がシ
グナルとなり中枢神経系に作用する、いわゆる「頭相(cephalic 
phase)刺激」がカテコールアミン作動性の体熱産生を惹起すること
を明らかにした。彼らはさらに、この「頭相刺激」こそ、前述のカフェテ
リア食による体熱産生亢進の主要な因子ではないかと指摘している。

香辛料と感覚刺激、褐色脂肪機能
　筆者らは、食品の美味しさを増強する因子として香辛料に着目して
きた。トウガラシやショウガの辛味成分をはじめとする“香辛料辛味成
分”が引き起こす体熱産生促進作用、すなわち「辛味成分誘発性体熱
産生」の発現機序について詳細に検討を行った。その結果、“辛味成
分”が口腔内や消化管において、さらには体内に吸収されたものが体
内の神経系に作用して交感神経活動を活性化することにより副腎か
らのカテコールアミンの穏やかな分泌を促し、それにより生体内での
エネルギー代謝の亢進が引き起こされることが明らかとなった。その
作用機序の一部には、交感神経活動を介したBATの活性化と機能増
強の現象が認められた。
　香辛料辛味成分以外でも上記の交感神経系̶副腎の経路を活性
化してカテコールアミンの穏やかな分泌を促すことによるBATの増
強作用を持つものがある。例えば、エキストラヴァージンオリーブオ
イルに含まれるオリウロペインという化合物は、ラットを用いた動物
実験で、28日間の摂食によりUCP1の発現が有意に高まり、BATの機
能が増強すること、さらに、体重減少、脂肪組織重量の低下がもたら
されることが報告されている。この化合物は、ポリフェノールの一種で
あり、オリーブ果実の一番搾りのエキストラヴァージンオリーブオイ
ルに多く含まれる苦味の元である。
　また最近、斉藤らは、ヒトでのBATを活性化する最も有効で生理的
な条件として寒冷暴露を見出している。この経路は、温度受容体
transient receptor potential（TRP）チャネル→感覚神経→視床下
部→交感神経→βアドレナリン受容体→BAT活性化であることが推
察される。これも一種の「頭相刺激」であると考えられる。斉藤らはさ
らにこの経路の着想から、TRPチャネルの１種であるTRPV1の食品成
分由来のアゴニストに着目した。興味深いことに、トウガラシ由来の非
辛味成分であるカプシノイドやショウガ由来のパラドールがヒトの
BATを活性化し、エネルギー消費を増加させることを示した。これら
の結果は、食品成分によるTRPチャネルの持続的刺激が、BATの発

現・機能維持、さらには増強に極めて有効で簡易な手段となりうること
を示唆している。

まとめと展望
　これまで報告されている食品由来のBATおよびUCP1の活性化や
誘導をもたらす化合物を表１にまとめた。これらの多くのものは、「感覚
刺激」→「頭相刺激」→「交感神経活性化」の経路を介してBATを活性
化、さらには増強しうるものである。BATの萎縮、機能低下には加齢が
強く影響することが次第に明らかになりつつある。高齢社会の中では
肥満症対策として、日々の食生活は大変重要な役割を果たす。そのよ
うな社会的背景の中でBATおよびUCP1の再生、活性化や誘導をもた
らす食品因子の探索と応用は、新たな肥満症戦略として、食品開発の
みならず医薬品開発の領域からも今後の展開が大いに期待される。

京都府中小企業特別技術指導員の河田照雄氏（京都大学大学院 農学研究科 教授）に上記テーマで寄稿
いただきました。
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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
の支援を行っている京都発明協会の行事をご案内します。
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京都発明協会行事のお知らせ（９～１０月）

相談員による“特許等の相談”（無料）
相談員が、発明、考案、意匠、商標等の産業財産権に関するご相談を受け、ご説明いたします。

〔特許等取得活用支援事業〕「知財総合支援窓口」（近畿経済産業局委託事業）

〔京都府知的財産総合サポートセンター事業〕（京都府委託事業）

京都発明協会事業

「知財総合支援窓口」における支援（無料）
「知財総合支援窓口」では、窓口支援担当者が中小企業等の抱える知的財産
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無料で行います。
また、窓口において即座に課題解決ができない場合には、中小企業等（個人
事業主・創業予定の個人を含む）への直接訪問や知財専門家（弁理士等）と
の共同での支援により課題等の解決を図ります。

※京都発明協会迄お申し込み下さい。電話：075-326-0066又は075-315-8686　※詳細なご案内は、京都発明協会のホームページをご覧ください。〔http://www4.ocn.ne.jp/̃khat8686〕

◉日　　　程　毎週月曜日～金曜日（休日、祝日を除く）事前予約制です。
◉相談時間帯　9：30～12：00 ＆ 13：00～16：30
◉場　　　所　京都発明協会 相談室

（京都リサーチパーク内 東地区 京都府産業支援センター２階）

※京都発明協会迄お申し込み下さい。電話：075-315-8686（相談時間は30分以内とさせて頂きます。)

◉日　　　程 毎週金曜日（休日、祝日を除く）事前予約制です。
◉相談時間帯　9:30～12:00 ＆ 13:00～16:30
◉場　　　所　京都発明協会 相談室（京都リサーチパーク内 東地区 京都府産業支援センター２階）
◉対　　　象　産業財産権に関する相談をご希望の方（どなたでも相談可能）

事前予約制です。予約のない場合、
相談会は開催されませんので、
前日（閉館日を除く）の16:00までにご連絡下さい。

弁理士による“産業財産権相談会”（無料）
弁理士が、産業財産権に関する様々な事柄について、無料でご相談に応じます。

※京都発明協会迄お申し込み下さい。電話：075-315-8686（相談時間は30分以内とさせて頂きます。)

◉日　　　程 9月 5日（木）　久留　　徹 氏 9月26日（木）　上村　喜永 氏 １０月１７日（木）　上村　喜永 氏
　　　　　　　9月12日（木）　西村　竜平 氏 10月 3日（木）　佐野　禎哉 氏 １０月24日（木）　佐野　禎哉 氏
 9月19日（木）　間宮　武雄 氏 10月10日（木）　間宮　武雄 氏 １０月31日（木）　間宮　武雄 氏
◉相談時間帯 13:30～16:30
◉場　　　所　京都発明協会 相談室（京都リサーチパーク内 東地区 京都府産業支援センター２階）
◉対　　　象　産業財産権に関する相談をご希望の方（どなたでも相談可能）

事前予約がない場合、府内巡回“産業財産権相談会”は開催されませんので、
前日の15:00までにお申し込み下さい。

弁理士による府内巡回“産業財産権相談会”（無料）
弁理士が府内の商工会議所・商工会等で無料の相談会を開催します。お近くの方は是非ご利用下さい。

※京都発明協会迄お申し込み下さい。電話：075-315-8686（相談時間は30分以内とさせて頂きます。)

◉日　　　程 9月１9日(木)　八幡市商工会（八幡市八幡三本橋59番地9） 佐野 禎哉 氏
 10月17日(木)　舞鶴商工会議所（舞鶴市浜66） 西村 竜平 氏
◉相談時間帯　13:30～16:30
◉対　　　象　産業財産権に関する相談をご希望の方（どなたでも相談可能）

◉日　程 第5回　 9月26日（木）　新興国特許検索編（中級者向け）
 第6回　10月２2日（火）　外国特許検索基礎編（初級者向け）
◉時　間 講義・質疑　１３：３０～１６：３０
◉講　師 旧社団法人発明協会徳島県支部（現一般社団法人徳島県発明協会）元情報検索指導アドバイザー
 旧社団法人発明協会（現一般社団法人発明推進協会）元知財専門家相談員　平野 　稔 氏
◉場　所　京都リサーチパーク内 東地区 １号館４階 Ａ・Ｂ会議室
◉対　象　京都府内に在住又はお勤めの方が対象。それ以外の方は定員に満たない場合のみ受け付けます。

外国特許等検索実践講習会（無料）

※詳細及び参加申込等は、京都発明協会のホームページをご覧下さい。〔http://www4.ocn.ne.jp/̃khat8686〕　

◉日　程 第4回　 9月１9日（木）　「権利侵害」　弁理士　大西 雅直 氏
 第5回　10月17日（木）　「ファッション、アパレル企業の知財活動」　株式会社ワコール　知的財産部　綿　 正之 氏
◉時　間 講義・質疑　１４：００～１６：４５
◉場　所　京都リサーチパーク内 東地区 １号館４階 ＡＶ会議室

平成２５年度 知財（初～中級）勉強会（会員無料）

※詳細及び参加申込等は、京都発明協会のホームページをご覧下さい。〔http://www4.ocn.ne.jp/̃khat8686〕

京都発明協会会員以外の方も参加いただけます（但し、受講料要）

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 企画連携課 企画・情報担当　TEL：075-315-8635  FAX：075-315-9497  E-mail：kikaku@mtc.pref.kyoto.lg.jp

技術トレンド情報 京都発明協会行事のお知らせ

2013年2月、米国オバマ大統領の一般教書演説の中で3Dプリンターに関して、「あらゆるものづくりに
革命を起こす可能性を秘めている」と言及し、3Dプリンターによる新たなものづくり拠点の整備を述べ
たことが報道され、3Dプリンターへの注目が急速に高まっています。今回、3Dプリンターを活用した樹
脂・金属製品の高速試作について紹介します。

３Ｄプリンターによる高速試作

 ３Ｄプリンターによる樹脂製品の試作
　樹脂製品の試作には、試作型・簡易型を作成して成形する方
法が多く行われています。以前より、3Dプリンターを使って製
品模型（モックアップ）を作成し、これを型取りして簡易型を作る
方法が行われています。近年、3Dプリンターの成形技術及び樹
脂材料の開発が進み、3Dプリンターで直接、樹脂製品の試作
品を製作することが増えてきました。

 ３Ｄプリンターによる金属製品の試作
　金属製品の加工は、切削・板金・鋳造など多くの加工技術があ
りますが、3Dプリンターでは全く異なる加工が期待されていま
す。3Dプリンターによる金属造形は、粉末材料をレーザーで溶
融し固める『粉末焼結法』が主に用いられています。曲線・空洞
が自由に造形できるため、複雑に曲がった配管や中空部品が容
易に製作できます。この3Dプリンターの特徴を金型製作に利
用し、金型製作時間の短縮だけでなく、冷却水路を自由に設け
た金型の製作が期待されています。

 ３Ｄプリンター導入・活用時の留意点
　様々な造形方式・仕様の3Dプリンターが複数のメーカーか
ら提供されています。特に、樹脂造形用3Dプリンターは造形方
式・装置の種類が豊富で、樹脂試作品の利用目的に応じて、最
適な3Dプリンターを選択することが重要です。

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 基盤技術課 機械設計・加工担当　TEL：075-315-8633  FAX：075-315-9497  E-mail：kiban@mtc.pref.kyoto.lg.jp

線状の樹脂材料を熱で溶融する『熱溶融法』は幅広い価格帯の
装置が提供されており、必要とする形状精度等に合致した装置
の選択が可能です。粉末材料をレーザーで溶融し固める『粉末
焼結法』は、最終製品に匹敵する強度・耐久性を持った樹脂試作
品が得られます。液状樹脂材料をインクジェットヘッドから噴射
して紫外線等で硬化させる『インクジェット法』では、ゴムのよう
な弾性材料の試作が可能です。液体の紫外線硬化樹脂を紫外
線レーザー光で硬化させる『光硬化法』は生産性が高く、透明樹
脂製品の製作も可能です。
　実際に3Dプリンターでの造形を行うと、様々な問題点に直
面することがあります。例えば、

●3次元CADデータにエラーがあり、造形を開始できない。
●1mm未満の小さな形状がうまく製作できない。造形方向により形状
精度・強度が異なる。

●造形できる材料が限られている。また造形材料が高価。材料の寿命
が短い。

●造形品に反りや段差が生じる。表面の粗さが量産品と異なる。
●形状精度を有する部分（位置合わせ用の穴など）は追加加工が必要。
●時間経過により造形精度が低下するため、定期的な装置メンテナン
スが必要。

などの問題点が生じます。3Dプリンターの種類によってこれら
問題の程度は変わりますが、一般に装置カタログ・仕様からこれ
ら問題の程度を判断することは困難です。
　3Dプリンターの選定・活用には、各造形法の特徴を理解して
最も適した造形方式を選択するとともに、事前に造形テストを
行うなど、実際に造形する上での問題点を把握して、うまく利用
していくことが必要です。

 ３Ｄプリンターとは
　3Dプリンターは従来、「積層造形装置」と呼ばれ、1980年代から技術・装置の開発が進められてきました。積層造形の基本技術
は1980年に小玉秀男が特許出願し、1987年には世界初の市販用積層造形装置（米国メーカー製）が発表されています。それから
25年以上の歳月が経過した今日、3Dプリンターが注目される要因として、造形精度・スピードの向上や材料開発とともに、装置の
低価格化が挙げられます。個人・ホビー用の3Dプリンター（樹脂造形）では、ソフトウェア（3次元モデル・スライスデータ作成）付属
の装置が10万円台で販売されるようになりました。
　3Dプリンターの造形手順を図1に示します。3次元CADで作
成されたデータは、データ変換ソフトによって輪切り状態のスラ
イスデータに変換されます。このスライスデータを3Dプリン
ターに送り、3Dプリンターで一層ずつ成形し積層して造形しま
す。造形の種類・造形物のサイズによりますが、一般的には数時
間～1日程度で造形が完了します。 図1　3Dプリンターによる造形手順

3次元CADデータ スライスデータ作成 3Dプリンターで造形
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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
の支援を行っている京都発明協会の行事をご案内します。
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京都発明協会行事のお知らせ（９～１０月）

相談員による“特許等の相談”（無料）
相談員が、発明、考案、意匠、商標等の産業財産権に関するご相談を受け、ご説明いたします。

〔特許等取得活用支援事業〕「知財総合支援窓口」（近畿経済産業局委託事業）

〔京都府知的財産総合サポートセンター事業〕（京都府委託事業）

京都発明協会事業

「知財総合支援窓口」における支援（無料）
「知財総合支援窓口」では、窓口支援担当者が中小企業等の抱える知的財産
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無料で行います。
また、窓口において即座に課題解決ができない場合には、中小企業等（個人
事業主・創業予定の個人を含む）への直接訪問や知財専門家（弁理士等）と
の共同での支援により課題等の解決を図ります。

※京都発明協会迄お申し込み下さい。電話：075-326-0066又は075-315-8686　※詳細なご案内は、京都発明協会のホームページをご覧ください。〔http://www4.ocn.ne.jp/̃khat8686〕

◉日　　　程　毎週月曜日～金曜日（休日、祝日を除く）事前予約制です。
◉相談時間帯　9：30～12：00 ＆ 13：00～16：30
◉場　　　所　京都発明協会 相談室

（京都リサーチパーク内 東地区 京都府産業支援センター２階）

※京都発明協会迄お申し込み下さい。電話：075-315-8686（相談時間は30分以内とさせて頂きます。)

◉日　　　程 毎週金曜日（休日、祝日を除く）事前予約制です。
◉相談時間帯　9:30～12:00 ＆ 13:00～16:30
◉場　　　所　京都発明協会 相談室（京都リサーチパーク内 東地区 京都府産業支援センター２階）
◉対　　　象　産業財産権に関する相談をご希望の方（どなたでも相談可能）

事前予約制です。予約のない場合、
相談会は開催されませんので、
前日（閉館日を除く）の16:00までにご連絡下さい。

弁理士による“産業財産権相談会”（無料）
弁理士が、産業財産権に関する様々な事柄について、無料でご相談に応じます。

※京都発明協会迄お申し込み下さい。電話：075-315-8686（相談時間は30分以内とさせて頂きます。)

◉日　　　程 9月 5日（木）　久留　　徹 氏 9月26日（木）　上村　喜永 氏 １０月１７日（木）　上村　喜永 氏
　　　　　　　9月12日（木）　西村　竜平 氏 10月 3日（木）　佐野　禎哉 氏 １０月24日（木）　佐野　禎哉 氏
 9月19日（木）　間宮　武雄 氏 10月10日（木）　間宮　武雄 氏 １０月31日（木）　間宮　武雄 氏
◉相談時間帯 13:30～16:30
◉場　　　所　京都発明協会 相談室（京都リサーチパーク内 東地区 京都府産業支援センター２階）
◉対　　　象　産業財産権に関する相談をご希望の方（どなたでも相談可能）

事前予約がない場合、府内巡回“産業財産権相談会”は開催されませんので、
前日の15:00までにお申し込み下さい。

弁理士による府内巡回“産業財産権相談会”（無料）
弁理士が府内の商工会議所・商工会等で無料の相談会を開催します。お近くの方は是非ご利用下さい。

※京都発明協会迄お申し込み下さい。電話：075-315-8686（相談時間は30分以内とさせて頂きます。)

◉日　　　程 9月１9日(木)　八幡市商工会（八幡市八幡三本橋59番地9） 佐野 禎哉 氏
 10月17日(木)　舞鶴商工会議所（舞鶴市浜66） 西村 竜平 氏
◉相談時間帯　13:30～16:30
◉対　　　象　産業財産権に関する相談をご希望の方（どなたでも相談可能）

◉日　程 第5回　 9月26日（木）　新興国特許検索編（中級者向け）
 第6回　10月２2日（火）　外国特許検索基礎編（初級者向け）
◉時　間 講義・質疑　１３：３０～１６：３０
◉講　師 旧社団法人発明協会徳島県支部（現一般社団法人徳島県発明協会）元情報検索指導アドバイザー
 旧社団法人発明協会（現一般社団法人発明推進協会）元知財専門家相談員　平野 　稔 氏
◉場　所　京都リサーチパーク内 東地区 １号館４階 Ａ・Ｂ会議室
◉対　象　京都府内に在住又はお勤めの方が対象。それ以外の方は定員に満たない場合のみ受け付けます。

外国特許等検索実践講習会（無料）

※詳細及び参加申込等は、京都発明協会のホームページをご覧下さい。〔http://www4.ocn.ne.jp/̃khat8686〕　

◉日　程 第4回　 9月１9日（木）　「権利侵害」　弁理士　大西 雅直 氏
 第5回　10月17日（木）　「ファッション、アパレル企業の知財活動」　株式会社ワコール　知的財産部　綿　 正之 氏
◉時　間 講義・質疑　１４：００～１６：４５
◉場　所　京都リサーチパーク内 東地区 １号館４階 ＡＶ会議室

平成２５年度 知財（初～中級）勉強会（会員無料）

※詳細及び参加申込等は、京都発明協会のホームページをご覧下さい。〔http://www4.ocn.ne.jp/̃khat8686〕

京都発明協会会員以外の方も参加いただけます（但し、受講料要）

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 企画連携課 企画・情報担当　TEL：075-315-8635  FAX：075-315-9497  E-mail：kikaku@mtc.pref.kyoto.lg.jp

技術トレンド情報 京都発明協会行事のお知らせ

2013年2月、米国オバマ大統領の一般教書演説の中で3Dプリンターに関して、「あらゆるものづくりに
革命を起こす可能性を秘めている」と言及し、3Dプリンターによる新たなものづくり拠点の整備を述べ
たことが報道され、3Dプリンターへの注目が急速に高まっています。今回、3Dプリンターを活用した樹
脂・金属製品の高速試作について紹介します。

３Ｄプリンターによる高速試作

 ３Ｄプリンターによる樹脂製品の試作
　樹脂製品の試作には、試作型・簡易型を作成して成形する方
法が多く行われています。以前より、3Dプリンターを使って製
品模型（モックアップ）を作成し、これを型取りして簡易型を作る
方法が行われています。近年、3Dプリンターの成形技術及び樹
脂材料の開発が進み、3Dプリンターで直接、樹脂製品の試作
品を製作することが増えてきました。

 ３Ｄプリンターによる金属製品の試作
　金属製品の加工は、切削・板金・鋳造など多くの加工技術があ
りますが、3Dプリンターでは全く異なる加工が期待されていま
す。3Dプリンターによる金属造形は、粉末材料をレーザーで溶
融し固める『粉末焼結法』が主に用いられています。曲線・空洞
が自由に造形できるため、複雑に曲がった配管や中空部品が容
易に製作できます。この3Dプリンターの特徴を金型製作に利
用し、金型製作時間の短縮だけでなく、冷却水路を自由に設け
た金型の製作が期待されています。

 ３Ｄプリンター導入・活用時の留意点
　様々な造形方式・仕様の3Dプリンターが複数のメーカーか
ら提供されています。特に、樹脂造形用3Dプリンターは造形方
式・装置の種類が豊富で、樹脂試作品の利用目的に応じて、最
適な3Dプリンターを選択することが重要です。

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 基盤技術課 機械設計・加工担当　TEL：075-315-8633  FAX：075-315-9497  E-mail：kiban@mtc.pref.kyoto.lg.jp

線状の樹脂材料を熱で溶融する『熱溶融法』は幅広い価格帯の
装置が提供されており、必要とする形状精度等に合致した装置
の選択が可能です。粉末材料をレーザーで溶融し固める『粉末
焼結法』は、最終製品に匹敵する強度・耐久性を持った樹脂試作
品が得られます。液状樹脂材料をインクジェットヘッドから噴射
して紫外線等で硬化させる『インクジェット法』では、ゴムのよう
な弾性材料の試作が可能です。液体の紫外線硬化樹脂を紫外
線レーザー光で硬化させる『光硬化法』は生産性が高く、透明樹
脂製品の製作も可能です。
　実際に3Dプリンターでの造形を行うと、様々な問題点に直
面することがあります。例えば、

●3次元CADデータにエラーがあり、造形を開始できない。
●1mm未満の小さな形状がうまく製作できない。造形方向により形状
精度・強度が異なる。

●造形できる材料が限られている。また造形材料が高価。材料の寿命
が短い。

●造形品に反りや段差が生じる。表面の粗さが量産品と異なる。
●形状精度を有する部分（位置合わせ用の穴など）は追加加工が必要。
●時間経過により造形精度が低下するため、定期的な装置メンテナン
スが必要。

などの問題点が生じます。3Dプリンターの種類によってこれら
問題の程度は変わりますが、一般に装置カタログ・仕様からこれ
ら問題の程度を判断することは困難です。
　3Dプリンターの選定・活用には、各造形法の特徴を理解して
最も適した造形方式を選択するとともに、事前に造形テストを
行うなど、実際に造形する上での問題点を把握して、うまく利用
していくことが必要です。

 ３Ｄプリンターとは
　3Dプリンターは従来、「積層造形装置」と呼ばれ、1980年代から技術・装置の開発が進められてきました。積層造形の基本技術
は1980年に小玉秀男が特許出願し、1987年には世界初の市販用積層造形装置（米国メーカー製）が発表されています。それから
25年以上の歳月が経過した今日、3Dプリンターが注目される要因として、造形精度・スピードの向上や材料開発とともに、装置の
低価格化が挙げられます。個人・ホビー用の3Dプリンター（樹脂造形）では、ソフトウェア（3次元モデル・スライスデータ作成）付属
の装置が10万円台で販売されるようになりました。
　3Dプリンターの造形手順を図1に示します。3次元CADで作
成されたデータは、データ変換ソフトによって輪切り状態のスラ
イスデータに変換されます。このスライスデータを3Dプリン
ターに送り、3Dプリンターで一層ずつ成形し積層して造形しま
す。造形の種類・造形物のサイズによりますが、一般的には数時
間～1日程度で造形が完了します。 図1　3Dプリンターによる造形手順

3次元CADデータ スライスデータ作成 3Dプリンターで造形
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受発注あっせん情報

発注コーナー

受注コーナー

業種№  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

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
50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

機-3 産業用機械部品 切削加工
南区

1000万円
12名

MC、旋盤、フライス盤、円筒研
削盤、平面研削盤他

多品種小ロット
（1個～300個） 話合い 不問 ●月末〆翌月末日支払、10万超手形120日、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 婦人パンツ、
スカート、シャツ 裁断～縫製～仕上

南区
1000万円

12名
ミシン、アイロン等 100～500着／月 話合い 不問 ●20日〆翌月15日支払、全額現金、運搬片持ち

　

繊-4 自動車カバー・
バイクカバー 裁断～縫製～仕上

南区
1200万円

17名
関連設備一式 話合い 話合い 不問 ●月末〆翌月末支払、全額現金、運搬片持ち、継

続取引希望

繊-5 ウエディングドレス 裁断～縫製～仕上
右京区

107159万円
972名(連結）

ミシン、アイロン等関連設備一式 20～100着／月 話合い 不問 ●月末〆翌月末支払、全額現金、運搬発注側持ち、
継続取引希望　　　　　　

繊-6 外国人向け（御土産用）
浴衣・半天等

裁断～縫製～仕上
（縫製～仕上でも可）

下京区
4800万円

8人
インターロックミシン、本縫いミ
シン

裁断2000着/月
縫製のみの場合は200着/月

（応相談）
話合い 不問 ●毎月20日締め、翌月5日現金支払い、運搬片持

ち、継続取引希望

業種№ 加 工 内 容 主要加工（生産）品目 地域・資本金・従業員 主　要　設　備 希望取引条件等 希望地域 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
6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 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-4
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、スピー
ディーでより低コストかつ高品質な製品を提供します。

機-5 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-6 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、短納期対応可

機-7 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-8 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-9
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-10
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-11 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、フォークリフト有り

機-12 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-13 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-14 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１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-15
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-16 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-17 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-18 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-19 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-20 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-21 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）加工修理ステン
レスタンク、ステンレススクリュー

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-22 コイル巻き、コイルブロック仕上、
LEDパネルの販売・加工 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-23 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-24 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。
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※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。
＊財団は、申込みのあった内容を情報として提供するのみです。価格等取引に係る交渉は、直接掲載企業と行っていただきます。

業種№ 加 工 内 容 主要加工（生産）品目 地域・資本金・従業員 主　要　設　備 希望取引条件等 希望地域 備 　　    考　

機-25 板金加工（切断・曲げ・穴抜き） パネル、シャーシ、ブラケット等
中京区
個人
１名

シャーリング、プレスブレーキ、セットプレス等 話合い 京都市近郊 短納期、試作大歓迎。継続取引希望

機-26 円筒研削加工、円筒鏡面超精密加工 産業用機械部品、自動車用円筒研削
八幡市
個人
１名

円筒研削盤1台、汎用旋盤1台、ナノ研削盤1台 単品
～大ロット 不問 直円度0.15μm、面粗度0.0093μm

機-27 各種制御機器の組立、ビス締、ハン
ダ付等 各種制御機器用端子台

伏見区
1000万円

13名
自動ネジ締め７台、ベルトコンベア１台、コン
プレッサー（20hp)１台、電動ドライバー30台 話合い 京都、大阪、

滋賀

機-28 サンドブラスト加工 ガラス製品、工芸品、商品の彫刻加
工

大山崎町
1000万円

2名
特装ブラスト彫刻装置、マーキングブラスター 話合い 不問 単品、試作、小ロット可

機-29 電子部品の検査、組立（半田付け）
南丹市

300万円
9名

スポット溶接機、半田槽、拡大鏡、恒温槽、乾
燥炉、放熱板かしめ機、絶縁抵抗測定器、コン
プレッサー、耐圧用治具

話合い 関西

機-30
LED照明器具製造に関する加工、組
立、検査（全光束、照変、電流・電
圧等）

LED照明器具
久御山町
3000万円

70名

積分球（全光束検査装置、全長２ｍまで可）
電流・電圧測定器　
照度計　各種ＮＣ制御加工機

翌月末現金
払い希望 関西 LED照明器具の製造から検査までの多様なご要望

にスピーディに対応致します。

機-31 手作業による組立、配線 各種制御盤（動力盤、低圧盤、その
他）・ハーネス、ケーブル加工

南区
300万円

半田付キット、各種油圧工具、ホットマーカー、
（CTK２台）、ボール盤、２t走行クレーン 話合い 京都、滋賀、

大阪

機-32 精密金型設計、製作、金型部品加工 プラスチック金型、プレス金型、粉
末冶金金型

京都市
1000万円

12名
高速ＭＣ、ワイヤーカット形彫放電、成形研磨、
3DCAD／CAM、３次元測定機 話合い 不問 継続取引希望

機-33
電子回路設計、マイコン回路、ソフ
ト開発、ユニバーサル基板、制御
BOX組立配線

産業電子機器、電子応用機器、自動
検査装置、生産管理装置

久御山町
300万円

5名

オシロスコープ、ファンクション発生器、基準
電圧発生器、安定化電圧電源、各種マイコン開
発ツール

話合い 不問 試作可、単品可、特注品可、ハードのみ・ソフト
のみ可

機-34 切削加工、溶接加工 各種機械部品
向日市

300万円
3名

汎用旋盤、汎用フライス、アルゴン溶接機、半
自動溶接機 話合い 不問 単品～小ロット、単品取引可

機-35
汎用フライス・マシニングによる精
密機械加工（アルミ、鉄、ステンレ
ス他）

精密機械部品、半導体装置部品
京都市南区
300万円

3名
汎用フライス２台、マシニングセンター２台、
ボール盤３台

単品～複数
可（話合い）

京都市内
宇治市内 短納期品可（話合い）

繊-１ 仕上げ（縫製関係）、検査 婦人服全般
北区

300万円
８名

仕上げ用プレス機、アイロン、検針器 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-４ 裁断～縫製 カットソー、布帛製品
伏見区

300万円
６名

本縫いミシン５台、二本針オーバーロック4台、
穴かがり1台、釦付1台、メロー1台、平二本針
2台、高二本針1台、プレス１式

話合い 近畿一円

繊-５ 縫製 ネクタイ・蝶タイ・カマーバンド・
ストール

宇治市
1000万円

27名
リバー、自動裏付機、オーバーロック、本縫ミ
シン、バンドナイフ裁断機 話合い 不問

他-１ HALCON認識開発、Androidスマ
ホアプリ開発

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 電子天秤の検査・校正 検査証明書、JCSS校正証明書
城陽市
1000万

2名
各種分銅、電子天秤 話合い 不問 JCSS校正は300Kg以下。取引証明書用の検定と

は異なります。

他-４ 箔押、染色標本、呉服色見本 各種紙への箔押、染色標本の制作、
呉服色見本の制作、紙布等の裁断

上京区
個人
３名

断裁機、箔押機、紙筋入れ機 話合い 京都市内 高級包装紙や本の表紙に金銀の箔を押し入れる業
務が得意です。少量から承ります。

他-5 精密機械、産業機械の開発設計
右京区

300万円
1名

PTC CREO DIRECT MODELING   
PTC CREO DIRECT DRAFTING  
Solid Works

話合い 京都　大阪
滋賀



10/23(水)
13:00～15:00

京都試作センター㈱工芸品お直し（修理）無料相談会
10/25(金)～27(日)
11:00～19:00

赤坂サカスCool Kyoto 2013

10/ 3(木)
13:00～15:00

南丹市園部公民館下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

10/12(土)
10:00～17:00

京都府産業
支援センター5F起業家セミナー 課程1

10/11(金)
13:30～16:45

京都府産業
支援センター研究室

機械操作講習会
（材料分析コース）

10/10(木)
13:30～17:00

京都府産業
支援センター研修室

京の知財エンジニアリングセミナー
（第2回特許情報検索基礎編他）

10/23(水)
10:00～19:00

ホテルグランヴィア
京都第17回異業種京都まつり

10/19(土)
10:00～17:00

京都府産業
支援センター5F起業家セミナー 課程2

10/15(火)
13:00～15:00

久御山町商工会下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

10/23(水)
13:00～15:00

北部産業技術
支援センター・綾部下請かけこみ寺巡回相談

10/22(火)
13:00～15:00

丹後・知恵の
ものづくりパーク

下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

10/17(木)
13:00～15:00

ガレリアかめおか下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

10/22(火)
10:00～16:00

同志社大学 京田辺校ビジネスフェアin京たなべ2013

10/4(金)～6(日)
10:00～17:00

京都パルスプラザ第57回京都大アンティークフェア

10/19(土)・20(日)
10:00～翌17:00

京都府立
ゼミナールハウス

経営者育成大学 宿泊研修
（第8回）

10/ 2(水)
18:00～21:00

京都府産業
支援センター５F

経営者育成大学
（第7回）

10/ 4(金)
13:30～17:00

京都府産業
支援センター研修室

京の知財エンジニアリングセミナー
（第1回技術者に必要な知財の知識他）

10/ 9(水)
13:30～16:30

京都府産業
支援センター研修室

ものづくり基盤技術セミナー
（透明酸化物材料で創る未来のディスプレイ）

10/ 7(月)
9:00～17:00

京都府産業
支援センター研修室

京都ものづくり若手リーダー育成塾
（企画・発想①）

9/11(水)
13:30～16:00

京都府産業
支援センター研究室

3次元CAD体験講習会
（3次元CADソリッドコース）

9/12(木)
13:30～16:00

京都府産業
支援センター交流サロン

3次元CAD体験講習会
（リバースエンジニアリング）

9/11(水)・12(木)
9:00～17:00

中国上海マート
３，４Ｆ日中モノづくり商談会 in 上海

9/17(火)
13:00～15:00

久御山町商工会下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

9/19(木)
13:00～15:00

ガレリアかめおか下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

9/24(火)
13:00～15:00

丹後・知恵の
ものづくりパーク

下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

9/25(水)
13:00～15:00

京都試作センター㈱工芸品お直し（修理）無料相談会

9/27(金)
10:00～17:00

マイドームおおさか
2Fモノづくり受発注広域商談会

9/21(土)
12:00～16:00

京都市立伏見工業高校
呉竹館ホール第18回京都府高等学校ロボット大会

9/18(水)
18:00～21:00

京都府産業
支援センター５F

経営者育成大学
（第6回）

9/11(水)
13:30～16:30

京都府産業
支援センター研修室実装技術スキルアップセミナー

9/13(金)
13:30～17:00

京都府産業
支援センター研修室品質工学研究会

9/13(金)
10:00～17:00

京都府産業
支援センター研修室CAE技術研究会

9/17(火)
13:30～17:00

京都府産業
支援センター研修室

EMC技術セミナー
（第4回ノイズ対策部品の基礎と使い方）

9/27(金)
10:00～17:00

京都府産業
支援センター研修室CAE技術研究会

9/19(木)
13:30～17:00

京都府産業
支援センター研修室ナノ材料応用セミナー①

9/20(金)
13:30～16:45

京都府産業
支援センター研究室

機械操作講習会
（非破壊検査コース）

9/26(木)
13:30～16:30

京都府産業
支援センター研修室食品・バイオ技術セミナー①

9/26(木)
13:30～17:00

京都府産業
支援センター研究室映像制作技術講座

9/25(水)
13:00～17:00

京都府産業
支援センター研修室

光ものづくりセミナー
（第６回超短光パルスレーザーの応用と新展開）

10/1(火)～5(土)
10:00～17:00

幕張メッセCEATEC JAPAN 2013

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

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

http://www.ki21.jp

代表 TEL 075-315-9234　FAX 075-315-9240
北部支援センター 〒627-0004 京丹後市峰山町荒山２２５
 TEL 0772-69-3675　FAX 0772-69-3880
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
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１０３１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 綾部市青野町西馬下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

編集協力／為国印刷株式会社

http://kyoto-isc.jp/
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シリーズ「イノベーションの風」―二九精密工業（株）

京都ビジネス交流フェア2014
●出展企業募集
●近畿・四国合同緊急広域商談会発注メーカー募集

起業家セミナー受講生募集

京都産業21環（リング）の会〔KSR〕定期総会講演会

上海代表処だよりVol.16

農商工連携ファンド交流会

設備貸与制度

設備貸与企業紹介―（株）TOKO

京都発！ 我が社の強み―（株）ジェイ・サイエンス・ラボ

ものづくり基盤技術セミナーのご案内

食品･バイオ技術セミナーのご案内

技術トレンド寄稿「脂肪燃焼・体熱産生と食品機能：健康維持・増進のための褐色脂肪の再生と活用」

技術トレンド情報「3Dプリンターによる高速試作」

京都発明協会行事のお知らせ

受発注あっせん情報

行事予定

行事予定表 担当：■公益財団法人 京都産業21　■京都府中小企業技術センター
日  時 名  称 場  所

丹後・知恵の
ものづくりパーク

ものづくりのための教育訓練
「現場における『個』の力を『組織』の力に
変えるためのしくみを知る」

若手人材育成セミナー

電気系保全実践技術研修

◆北部地域人材育成事業
9/11（水）～
10/31（木）
（月～金曜日）
９：0０～１６：0０
※昼休み1時間

9/18（水）
9/25（木）
９：3０～１６：3０
※昼休み1時間

9/27（金）
10/25（金）

9/13（金）
９：3０～１６：3０
※昼休み1時間

9/19（木）
13：0０～１7：0０

9/20（金）
13：0０～１7：0０

丹後・知恵の
ものづくりパーク

丹後・知恵の
ものづくりパーク

北部産業技術
支援センター・綾部

北部産業技術
支援センター・綾部

ものづくり基礎技術習得研修

有接点シーケンス制御実践技術研修

ＰＬＣ実践的制御技術習得研修

中小企業者のためのFacebook活用セミナー

日  時 名  称 場  所

事前申込およびご相談内容について、（公財）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

【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、（公財）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

【取引適正化無料法律相談日】（毎月第二火曜日 １３：３０～１６：００）

がんばる企業をサポートする
ビジネス情報誌

Sep.2013
No.09209

18：3０～20：3０

10/  9（水）
10/16（水）
10/23（水）
9：3０～16：3０
※昼休み1時間




