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（京都府産業プラザ内） 

U R L  :  http://www.ki21.jp 
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Kyoto Industrial Support Organization 21

■開 催 日：平成1４年３月１３日（水）10:00～17:00 
■会　　場：国立京都国際会館　イベントホール（京都市左京区宝ケ池） 
■入　　場：無　料 
■参加企業：１７２社・６大学・１６機関（機械金属、鋳・鍛造、電気・電子、表面処理、樹脂、情報、木工他） 
■主　　催：京都府　財団法人京都産業２１ 

産・学・官が集う！ 
京都最大のビジネスイベント 
ここから始まる！ 

2002.3.13 
“京都技術”が大集合！ 

3月13日開催　～入場無料～ 

※同時開催イベントの参加申込、お問い合わせ 
◆イベント１・２ （財）京都産業21　新事業支援部 
　ＴＥＬ 075-315-8848 / ＦＡＸ 075-323-5211  E-mail: support@ki21.jp 
◆イベント３　 （財）京都産業21  産業情報部 
　ＴＥＬ 075-315-8677 / ＦＡＸ 075-314-4720  E-mail:tatsumi@mail.joho-kyoto.or.jp

（財）京都産業21　産業振興部　企業振興課まで 
〒600-8813　京都市下京区中堂寺南町17（京都府産業プラザ内） 
TEL 075-315-8590 / FAX 075-315-9240　E-mail: kigyo@ki21.jp 
 
 
◆同時開催イベント1《京都ものづくりフォーラム2002》 
テ　ー　マ：『村田製作所の経営理念  電子部品メーカーに徹しつづけて』 
講　　　師：株式会社 村田製作所 代表取締役社長 村田泰隆 氏 
日時・会場：同日　10:30～12:00　同会館ルームＡ 

◆同時開催イベント2《ビジネスプラザ京都2002（京都会場）》 
京都発ベンチャー企業9社によるビジネスプランの発表と、商談・情報交換の場を提供します。 
日時・会場：同日　13:00～17:00　同会館ルームC-1　C-2 

◆同時開催イベント3　《IT普及セミナー》 
テ　ー　マ：『ソフトバンクから見る IT の今後』 
講　　　師：ソフトバンク・コマース㈱ＥＳＤ事業推進室長　荒本弘一 氏 
日時・会場：同日　14:30～16:00　同会館ルームＤ 

同時開催イベント 

お　問　合　せ 
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　２１世紀のＩＴ革命の中心であるケータイ産業は爆発的な発展を続け、通信事業者や端末・各種
デバイス等の製造業をはじめ、商取引、金融、観光、教育、福祉等の各種サービスやコンテンツ等幅
広い分野において全世界で巨大な市場を形成しています。 
　特に我が国においては、世界に先駆けてＪａｖａ対応のコンテンツ配信サービスがスタートし、２００１
年秋には第３世代となるＩＭＴ２０００による商用サービスが開始されるなど世界のケータイ産業をリー
ドしています。 
　同時にケータイはコミュニケーションのあり方を初め人々の生活を大きく変える社会現象を引き起こ
しています。 
　一方、京都は世界のケータイ関連の主要企業（端末、半導体、部品、電池、金型等各種デバイス）
をはじめ、大学・研究機関が多数集積し、世界のケータイ産業において不可欠な存在であるとともに
ケータイを核として「みやコール」、「学研ＩＴＳ」、産学官による「ケータイ産業文化研究会」活動等の
先駆的な取組みや「京都ＩＴバザール構想」による産業振興が進められているところです。 
　本フォーラムでは、こうした京都の持つ特性を生かし世界のケータイ産業の振興とケータイを核とし
た人々の生活向上を目的として、国内外のケータイ関連産業を一堂に集め、ユーザー、メーカー、コン
ポーザーの出会いの場を提供する各種事業を実施するものです。 
（ケータイ ： 携帯電話・ＰＨＳ、ＰＤＡ、カーナビゲーション等の移動体通信機器・サービスの総称） 

事業名称　　「ケータイ国際フォーラム」 

開催時期　　２００２年３月２６日（火）から２８日（木）までの３日間 

会　　場　　けいはんなプラザ　　　（京都府相楽郡精華町光台１－７　関西文化学術研究都市内） 

　　　　　　パルスプラザ　　　　   （京都市伏見区竹田鳥羽殿町５） 

　　　　　　キャンパスプラザ京都　 （京都市下京区西洞院通塩小路下ル） 

　　　　　　天龍寺　　　　　　　（京都市右京区嵯峨天龍寺） 

　　　　　　京都リサーチパーク　　（京都市下京区中堂寺南町１７） 

運営体制 

　主　　催　ケータイ国際フォーラム推進会議 
　　　　　　　京都府知事、京都市長、関西経済連合会会長、京都商工会議所会頭、 

　　　　　　　京都経済同友会代表幹事、京都工業会会長、関西文化学術研究都市推進機構理事長 

　主　　催　ケータイ国際フォーラム実行委員会 
　実施主体　京都府、京都市・京都デジタルアーカイブ研究センター、京都商工会議所、（財）京都産業２１、 

（社）京都工業会、（財）京都府総合見本市会館、京都リサーチパーク（株）、（社）京都経済同

友会、（社）京都府情報産業協会、（社）関西経済連合会、（財）関西文化学術研究都市推進

機構、（株）けいはんな、（財）大学コンソーシアム京都、ケータイ産業文化研究会 

お問合せ　　ケータイ国際フォーラム実行委員会事務局 

　　　　　　　TEL：075-254-2110 ／ FAX：075-254-2244　E-mail：oki-y@kyo.or.jp 

　　　　　　　URL:http://www.itbazaar-kyoto.com/forum/

～ 知ろう 守ろう 考えよう みんなの人権 ～ 
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交流事業内 

事業内容 

■コンセプト 
 
 
■開催イベント一覧 

アジアのＩＴ産業とケータイ～ケータイ社会の明日を探る～京都からアジア、世界へ 

＊ＩＴライフスタイルプラザ（企画展示）ならびにＩＴライフスタイルシンポジウムは（財）京都産業２１による主催事業 

けいはんなプラザ 
メインホール 

オープニング・シンポジウム 
（13:20～16:50） 

トップ・カンファレンス 
（18:00～21:00） 

あいさつ　（13:20～13:30） 
　ケータイ国際フォーラム推進会議　　代　表　荒巻　禎一 
　ケータイ国際フォーラム実行委員会　委員長　立石　義雄 

対　　談　（13:30～14:20）　　「コミュニケーション・スキル」 
　作家　村上　龍 氏　 
　インタビュア  立命館大学政策科学部　教授　細井　浩一 氏 

基調講演Ⅰ（14:30～15:10）　　「世界のケータイ産業とアジア」 
　ノキア・ジャパン株式会社　代表取締役社長　ヘイッキ・カスコ 氏 

パネルディスカッション（15:20～16:50）　 
　　　　　　　　　　　　　　　「アジアの連携によるＩＴ産業の発展に向けて」 
　パネラー 
　　北京インターネット研究所　所　　　長　　劉　　　東 氏 
　　中 国 移 動 通 信 聯 合 会　副　会　長　　倪　健　中 氏　 
　　イ　ン　ド　大　使　館　公　使　　　　　　　　Ｓ・スンダリーシャン 氏 
　　ウィプロジャパン株式会社　代表取締役　　シュリーダラ・シェティ 氏 
　コーディネーター 
　　スタンフォード大学日本センター　理　事　長　　今井　賢一 氏 

デジタルフロンティア京都 
（10:00～17:30） 

トップセミナー 
（11:00～16:50） 
技術シンポジウムⅠ 
（11:00～15:30） 

IT観光推進シンポジウム 
（15:00～17:30） 

ケータイ・ビジネス・プラザ 
（企業展示） 
ITライフスタイルプラザ 
（企画展示） 
（10:00～17:00） 

ビジネス・シンポジウム 
（10:30～16:15） 

技術シンポジウムⅡ 
（13:00～15:50） 

ITライフスタイルシンポジウム 
（11:30～16:30） 

コンペティション表彰式・ 
プレゼンテーション 
（10:00～17:00） 

ケータイ社会の明日を探る 
「アジアから世界へ」 

アジアとIT産業「明日への展望」 

デジタルアーカイブの推進 

企業トップが語るIT産業の展望 

京都発IT・ものづくり技術 

次世代京都観光の創造に向けて 

ケータイが変えるビジネス 
 
2005年のIT・ケータイライフス 
タイル～ITが変えるライフスタ 
イル～ 

先端企業が語るケータイビジネ 
スの展望 

移動体通信技術の未来を探る 

2005年のITライフスタイル 

ケータイベンチャーの発掘と 
ビジネスマッチング 

天龍寺・方丈 
(会費２万円)

キャンパス 
プラザ京都 

パルスプラザ 
稲盛ホール 
パルスプラザ 

パルスプラザ 

パルスプラザ 
大展示場 
第１展示場 

パルスプラザ 

パルスプラザ 

パルスプラザ 

京都リサーチパーク 

開催日 

3月26日 
（火） 

3月27日 
（水） 

3月28日 
（木） 

イベント名（時間） テ　　　ー　　　マ 会　　場 
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 ビジネスプラザ（企業展示） 

◆日　時　　３月２７日（水）～２８日（木）１０：００～１７:００ 
◆会　場　　パルスプラザ・大展示場 
◆テーマ　　「ケータイが変えるビジネス」 
◆内　容　　インターネットやケータイ（各種移動体通信機器）などＩＴの最新トレンドに焦点を当てた展示会。

主要携帯電話キャリア３社はもちろん、携帯電話・ＰＤＡなどの携帯端末機器をはじめ、部品・新素
材関連、また各種ＩＴ機器やシステムを活用したソリューションサービスを提案する企業・団体ら１０
８社が出展。ケータイをはじめとするＩＴ関連の最新動向・新しい活用方法が体験できます。 

◆出展者　　１１６社　１９４小間　 
　　　　　　＜携帯キャリアゾーン＞　　　　　　　　　３社　２９小間 
　　　　　　　携帯電話通信事業者の展示ゾーン 
　　　　　　＜ものづくりゾーン＞　　　　　　　　　　４４社　７４小間 

ハードウェア、製品、部品、部材、製造装置の製造、生産に関わる技術等主として「ものづくり」
に関わる展示物を展示する企業・団体の展示ゾーン 

　　　　　　＜コンテンツ・ソリューション＞　　　　　　６３社　８５小間　 
ソフトウェア、システム開発、コンテンツの企画、制作、運営、システムを活用したソリューション・サ
ービス、商品の販売等を主として展示する企業・団体の展示ゾーン。 

　　　　　　＜産業支援機関ゾーン＞　　　　　　　６団体　　６小間 
　　　　　　　企業・団体を支援する公的機関・団体の展示ゾーン 
　　　　　　＜けいはんな新産業エキシビション２００２（併催事業）＞ 

◆内　容　　関西学術研究都市を中心に京都、大阪、奈良の大学や研究機関によるＩＴ分野 
　　　　　　の最新技術の研究成果発表と展示。 

 ＩＴライフスタイルプラザ（企画展示・イベント）　＜主催（財）京都産業２１＞ 

◆テーマ　　「２００５年のＩＴライフスタイル～ＩＴが変えるライフスタイル～」 
◆内　容　　ＩＴやケータイがもたらす新たなライフスタイルを体験できる展示や来場者参加型のイベントを開催

しユーザーサイドの視点からケータイの持つ可能性を探ります。 
◆会　場　　第1展示場他　 
◆参加・体験型イベント 
　　　　　　ケータイメール・インターネット入門講座、楽しいケータイの使い方を提案するモバイルラリー、ケータ

イメール早撃ちコンテストの実施、くみひもを使ったストラップづくり体験、ＥＶ（電気自動車）試乗体
験、大学生の企画によるイベント。 

◆ＤＪショー　ＦＭ京都の人気ＤＪによるステージショー 
　　　　　　「ザ・リクエスト・スクエア」公開ライブ放送(15:00～19：00) 
　　　　　　３月２７日(水)：久米村直子＆ポール、２８日(木)：谷口キヨコ　 
◆企画展示　「２００５年のＩＴライフ」をテーマに、近未来ＩＴによって私たちの生活はどうなるのかを示す企画展

示です。最新のＩＴカー、携帯情報端末、技術、サービスを展示。また、放送局、企業が制作した
近未来の生活を提案する映像を放映します。 

 小学生絵画コンテスト　＜主催（財）京都産業２１＞ 

　次代のＩＴ産業を担っていくであろう子どもたちが考える携帯電話やコンピュータ、インターネットなどＩＴ技術によ
る近未来の生活シーンの想像や夢を発表する機会を設けます。  
◆テーマ　　「わたしたちの考える、未来のくらし」　 
◆部　門　　①絵画部門　②コンピュータによる絵画部門　 
◆表　彰　　３月２７日（水）パルスプラザ会場　最優秀賞１点、優秀賞１点、優良賞若干数 
◆展　示　　応募作品をパルスプラザ会場にて展示予定（３月２７日、２８日）　 
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ト ピッ ク ス  ト ピッ ク ス  

 起業家アドバイザーによる相談・助言（無料） 
　創業や企業経営について、幅広い知識や豊な経験・ノウハウをもった専門家が無料で相談・助言を行い、あなたの
起業を支援します。ご活用ください。 

　対象者　起業家アドバイザーによる相談・助言は、次の方が対象となります。 
　　　　　○これから事業を始めようとする方　　　○これから会社を設立しようとする方 
　　　　　○事業を始めて、又は会社を設立して５年未満の方 
　　　　　○その他起業家アドバイザーによる相談・助言が必要と認められる方 
　相談・助言者　公認会計士、税理士、中小企業診断士、コンサルタントなど各分野の専門家 
　相談・助言の例　 
　　　　　○開業計画（ビジネスプラン）の作成や資金計画・資金調達　○事業運営や経営ノウハウ　○財務・税務・会計処理など 
　　　　　○新しい事業展開や販路開拓　○労務管理や人材確保　○法人化に関すること 

など創業や企業経営に関する疑問や課題の解決について、あなたの希望の日時・場所でアドバイスします。 
※開業予定者や開業間もない方で、希望される方（一定の条件があります。）は、開業計画書（ビジネスプラン）の作
成を指導し、国民生活金融公庫へご紹介します。 

 申込方法・問い合わせ 

　当財団窓口に所定の申請書をご提出ください｡(申請書は､京都府の各地方振興局にも配置しています｡) 

　※詳しい内容については、新事業支援部　新事業課までお問い合せください。 
　　TEL 075-315-8848  /  FAX 075-323-5211  E-mail:support@ki21.jp

起業家支援のご案内 

ビジネスプラザ京都２００２＜東京会場＞を開催しました 
当財団では、去る２月８日、日本政策投資銀行本店（東京都千代田区）において、京都のベンチャー･中小企業がビ

ジネスプランを発表する「ビジネスプラザ京都２００２＜東京会場＞」を開催しました。 
この事業は、京都府、日本政策投資銀行、京都商工会議所「京都・ビジネス
モデル推進センター」の協力を得て、日本最大のマーケットである東京で、京都
のベンチャー・中小企業によるビジネスプランの発表と、展示・商談の機会を提
供するもので、ベンチャーキャピタル、金融機関、商社、メーカーなど９６名が参加
しました。 
なお、この催しは京都でも、３月１３日「京都ビジネスパートナー交流会２００２」
の同時開催イベントとして、実施いたしますのでぜひ御参加ください。（申込は
新事業支援部まで） 

エデュテイメントフォーラム２００２京都の開催について 
当財団では、京都府、京都リサーチパーク株式会社とともに、楽しみながら学ぶ「エデュテイメント（教育用ソフト等）
分野」の産業振興、京都府内の新産業育成、平成１４年４月から始まる「総合的な学習の時間」並びに「情報教育」の
推進を目的として、第４回目となる「エデュテイメントフォーラム２００２京都」を開催します。 
日　時：平成１４年３月２８日（木）、２９日（金）　１０：００～１７：００ 
会　場：京都リサーチパーク１号館４階 
内　容 
 
 
 
 
 
 

本事業の詳細はインターネットでも公開しています。(http://www.kyoto-one.ad.jp/edutainment/) 
 お申し込み・お問い合わせ先　京都リサーチパーク株式会社企画部開発室 
　TEL 075-315-8326  ／ FAX 075-315-9134 　E-mail:edutainment@krp.co.jp

企 業 出 展 

２８日（木）１０：１５～１１：００ 
マサチューセッツ工科大学メディアラボ客員教授　中村　伊知哉 氏 
２９日（金）１１：００～１１：４５ 
吉本興業株式会社大阪本社営業部企画制作チーム チームリーダー　澤　昌平 氏 

特 別 講 演 

実践事例発表 

予約不要 

要予約　定員８０名 
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このコーナーについては、産業振興部 企業振興課までお問い合わせください。 
なお、あっせんを受けられた企業は、その結果についてご連絡ください。 

企業振興課　TEL．075－315－8590

（平成１４年２月２5日調） 

（平成１４年２月２5日調） 

発注コーナー 

受注コーナー 

あっせん情報  あっせん情報  

片持ち 京都府 200～500

繊-1

100～150 片持ち 京都府 

15日〆 
当月30日支払 
 

全額現金 

本縫いミシン、裁断機、 
仕上装置等 

大阪府 
東大阪市 
1000万円 
25名 

裁断～縫製～
仕上 

①婦人パンツ、 
スカート、ブラウス 
②ジャケット 
《将来的案件》 

繊-2

20日〆 
翌月20日支払 
 

全額現金 

裁断～縫製～
仕上 

本縫いミシン、 
オーバーロックミシン、 
裁断機、仕上装置 

大阪府 
狭山市 
3800万円 
100名 

ミセス向けブラウス 

運搬 希望地域 備考 支払条件 金額 数量 材料等 必要設備 

地　域 
資本金 
従業員 

加工内容 発注品目 
業種 
No.

発注案件 

不問 話し合い 

組立関連設備 

CNC旋盤、汎用旋盤５～８尺、 
タレット旋盤φ４０ 

燐酸皮膜処理（亜鉛、マンガン、カルシウム）、
黒染め、粉体塗装、タフライド等各種ライン他 

京都市 
南区 

3600万円 
72名 

金属部品、筐体 

ユニバーサル基板 
試作基板 

治工具、半導体設備
部品 

試作基板組立 

金属表面処理 
（パーカー、タフライ
ド、塗装加工等） 

機-1

不問 話し合い 

不問 話し合い 

CNCフライス盤３＃、ラジアルボール盤、 
溶接機等 

京都市 
西京区 
個人 
2名 

京都市 
南区 
個人 
3名 

機械部品 フライス加工 

機-2

機-3

不問 話し合い 京都府 
八幡市 
個人 
1名 

機-4

「ＢＰＮｅｔ」 
受注 
No.２０２ 

希望する 
地域 

月間の 
希望する 
金額等 

主要設備 
地　域 
資本金 
従業員 

加工内容 
業種 
No.

主要加工 
（生産） 
品目 

備考 
能力 
特徴 
経験等 

＠1200

 
①1000 
②1600

旋削加工 

シャーリング、NCターレットパンチプレス、 
コーナーシャー、プレスブレーキ、セットプレス、 
スポット溶接機、アルゴン溶接機、アーク溶接機等 

制御盤等筐体製作 
小物部品 

NC旋盤、卓上旋盤、卓上フライス盤、 
ボール盤、自動盤 

８インチチャックに対応
出来る製品。 
金属、樹脂 

NC旋盤加工 

 
 

 

 

不問 話し合い 京都府 
城陽市 
300万円 
3名 

機-５ 

不問 話し合い 京都府 
中郡 
個人 
3名 

機-６ 

精密板金加工 

粗～超微細粉砕ライン、分級関連設備 金属、樹脂、ガラス等 
リサイクル原料等 

自動面かんな、手押しかんな、 
万能パネルソー、自動プレス他木工用設備
一式 

デザインモデル、 
ＦＲＰ型、木製 

木工及び樹脂成形
加工 

 不問 話し合い 京都府 
宇治市 
個人 
13名 

機-７ 

不問 話し合い 京都市 
下京区 
500万円 
5名 

軽-１ 

粗～超微粉砕加工 
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＊備考欄に「ＢＰＮｅｔ」の表記がある場合は、ホームページのＢＰＮｅｔで詳細がご覧いただけます。 
　「BPNet」のＵＲＬは、http://www.ki21.jp/BPN/です 

　当財団では、取引に関する法律問題や苦情・紛争及び経営活動で生じる様 な々問題でお困りの中小企業の
方に対し、顧問弁護士による無料相談を下記のとおり行っておりますので、ご利用ください。 

○相　談　日 平成１４年３月の相談日は１２日（火）です。 
 平成１４年４月の相談日は　９日（火）です。 
○相談時間 １３：３０～１６：００です。 
○相談場所 京都産業２１ 相談室 
 京都市下京区中堂寺南町１７（京都府産業プラザ２階） 
○申込方法 事前に相談内容を京都産業２１ 産業振興部 企業振興課までご連絡ください。 

TEL 075-315-8590／FAX 075-315-9240　E-mail：kigyo@ki21.jp

 

取引適正化無料法律相談日のお知らせ 取引適正化無料法律相談日のお知らせ 

 不問 

不問 

話し合い 

話し合い 

パソコン、 
第一級テクニカルイラストレーション技能士 

関連設備一式 

京都市 
左京区 
個人 
3名 

京都府 
宇治市 
1000万円 
25名 

 

電子機械部品 

製作図面からの 
パーツリスト作成、
マニュアル用 
イラストの作成 

電子機械部品の 
検査 他-２ 

他-１ 

希望する 
地域 

月間の 
希望する 
金額等 

主要設備 
地　域 
資本金 
従業員 

加工内容 
業種 
No.

主要加工 
（生産） 
品目 

備考 
能力 
特徴 
経験等 

　本制度は、小規模企業者等の方やこれから創業しようとする方の経営革新及び創業に必要な設備の導入を
促進することを目的に、設備を導入しようとされる時、希望される設備を財団が代わってメーカーやディーラーから
購入して、その設備を長期かつ低利で割賦販売またはリースする制度です。 

設備貸与制度（割賦・リース）のご案内 設備貸与制度（割賦・リース）のご案内 

＊原則、小規模企業者［従業員２０人以下（商業・サービス業は５人以下）］の方が対象となります。 
　なお、割賦損料・リース料率につきましては、金利情勢に応じて変動します。 

・利用限度額 

・償還期間  

・月額リース料率 

 

１００万円～６，０００万円 

３年～７年（法定耐用年数に応じて） 

３．００６％（３年）～１．４０８％（７年） 

 

・利用限度額 

・償還期間  

・割賦損料  

１００万円 ～ ６，０００万円 

７年（ただし、法定耐用年数以内） 

年率　２．７５％ 

《割　賦　販　売》 《リ　　ー　　ス》 

お問合せ先 
詳細につきましては、当財団　産業振興部　設備助成課までお問合せください。 
TEL 075-315-8591 ／ FAX 075-315-9240　E-mail:setubi＠ki21.jp 
ホームページにおいてもご案内しています。http://www.ki21.jp/business/setubi/index.htm
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ビジネスパートナーネットワーク（BPNet）は、財団ホームページにおいて、  無料でご利用いただける受発注情報提供システムです。 
参加登録するだけで、どなたでもご利用いただけます。 

ビジネスパートナー情報は BPNet から！！ 

無料でご利用いただけます 

関西Ｅビジネスネットワーク（社団法人関西経済連合会）とのDB連携により、相互利用が可能と 
なりました。BPNetのIDで双方のサービスが利用でき、受注機会の大幅な拡大が図れます。 
 

BPNet登録者の企業情報          発注案件情報           受注案件情報 

発注・受注情報を 
エントリー… 

ベストパートナーにアピール 

企業検索・受発注情報検索で 
ベストパートナーに 
コンタクト… 

情報は、参加企業が日々更新 

先ずは、 
ホームページから 
参加登録… 

ID・パスワードを取得 

 

 

※ 各情報の企業名等問合せ先情報を閲覧するには、登録者IDが必要です。 
※ BPNet登録者としてのセキュリティは確保されていますので、安心してご利用いただけます。 
※ 関西Ｅビジネスネットワークは、関西経済連合会が企業情報データベースのネットワークにより、大企業と中小企業の新たな 
    ビジネス・マッチングを図るため作成されたサイトです。 
 

 

営　業 

開発パートナー発掘 ツールとして 
 

から新しいさまざまな出会いがどんどん生まれています。 

　情報メニュー 

資材調達 

から新しいさまざまな出会いがどんどん生まれています。 

インターネットによる受発注情報る受発注情報ネットワークシステム 

から新しいさまざまな出会いがどんどん生まれています。 

インターネットによる受発注情報ネットワークシステム インターネットによる受発注情報ネットワークシステム 

http://www.ki21.jp/BPN/

〒600-8813   京都市下京区中堂寺南町17（京都府産業プラザ内） 
Tel : 075-315-8590   Fax: 075-315-9240  E-mail: promote@ki21.jp  

財団法人京都産業21  産業振興部  企業振興課 
 


