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財団法人　京都産業２１ 
 

〒600-8813 
京都市下京区中堂寺南町１７ 
京都府産業プラザ2F 
（京都リサーチパーク内） 
U R L  :  http://www.ki21.jp 
E-mail  :  office@ki21.jp

Kyoto Industrial Support Organization 21

会　　期：平成１４年５月２２日（水）～２５日（土）１０：００～１７：００※最終日は１６：３０まで 
会　　場：インテックス大阪２号館　大阪市住之江区南港北１－５－１０２ 
　　　　　モノづくりワールド２００２大阪　自治体ＰＲ＆地域産業フェア内　京都（２Ｆ－０４） 

お問い合わせは…財団法人京都産業２１ 産業振興部企業振興課 
　　　ＴＥＬ　075－315－8590／ＦＡＸ　075－315－9240　Ｅ－ｍａｉｌ　ｕｏｓｈｉｍａ＠ｋｉ２１．ｊｐ 

〈５月２２日（水）～２５日（土）インテックス大阪〉～ご来場お待ちしております～ 

　京都には、優れた技術・ユニークな開発製品で地域に貢献する企業が数多く存在します。 
　この度当財団では、５月２２日（水）から２５日（土）までの４日間、インテックス大阪において、日刊工
業新聞社主催による「モノづくりワールド２００２大阪」の自治体ＰＲ＆地域産業フェア内に京都コーナ
ーを確保、「展示交流会ＫＹＯＴＯ ｉｎ モノづくりワールド２００２大阪」を開催いたします。 
　是非ご来場頂き、京都から参加する中小企業（１１社１団体）の「技」と「力」をご覧になり、新規取引・
技術提携等にお役立て下さい。 
　ご来場を御希望の方は、招待券をお送りいたしますので、産業振興部 企業振興課までお問い合わ
せ下さい。 

展示交流会ＫＹＯＴＯ ｉｎ モノづくりワールド２００２大阪開催 

財団法人京都産業２１コーナー出展企業のご紹介 

専門家派遣事業のご案内　 

産学官共同研究のご報告 

起業家支援のご案内 
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あっせん情報（発注・受注コーナー） 
遊休機械設備情報（売りたい・買いたい） 
取引適正化無料法律相談日のお知らせ 
「あきんど講座」繁盛店セミナー開催のお知らせ 
設備貸与（割賦・リース）制度のご案内 
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開催概要 

※招待券がない場合、入場料（１０００円）が必要となります。 

主催者＜日刊工業新聞社＞ホームページから来場登録いただきますと招待

券なしでご入場いただけます。 

（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎｉｋｋａｎ．ｃｏ．ｊｐ/ｅｖｅ/ｏｓａｋａ/ｍｏｎｏ＿ｗｏｒｌｄ/） 

本展示会の出展企業を次頁で紹介しております。また、当財団ホームページ

「Ｖｉｒｔｕａｌ展示会」でも紹介しておりますのでぜひご覧ください。 

（バーチャル展示会ＵＲＬ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋｉ２１．ｊｐ/ｔｅｎｊｉ/） 

昨年の会場風景 

展示交流会KYOTO
in 開催 
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財団法人京都産業２１コーナー出展企業のご紹介 財団法人京都産業２１コーナー出展企業のご紹介 

～ 知ろう 守ろう 考えよう みんなの人権 ～ 

所　在　地 
Ｕ　Ｒ　Ｌ 
E-mail 

資本金/組合員 
 

展 示 品 目 
み ど こ ろ 

代　表　者 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ 
お問い合わせ先 

理事長　田中 隆司 
０７７２－６２－０２６３／０７７２－６２－６１７６ 
事務局長　寺田 昭夫 

ハイテク総合産地として丹後機械金属業界を代表
する８企業がそれぞれに自社の独自技術を紹介し
ます。（出展企業：㈱大宮日進、荻野精工㈱、㈱積進、
㈱タンゴ技研、㈱テラシマ精機、㈱日進製作所、㈱
ミネヤマ精機、㈱峰山鉄工所） 

丹後機械工業協同組合 
〒６２７－００４２　中郡峰山町長岡１６２０－１ 
http://tango-tc.jp 
info@tango-tc.jp 
９，８８８万円／１１２名 

「展示交流会ＫＹＯＴＯ ｉｎ ものづくりワールド２００２大阪」 

２Ｆ-０４ 京都-０１ 

所　在　地 
Ｕ　Ｒ　Ｌ 
E-mail 

資本金/従業員 
 

展 示 品 目 
み ど こ ろ 

代　表　者 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ 
お問い合わせ先 

代表取締役　田中 隆司 
０７７２－６２－１０２０／０７７２－６２－６０００ 
企画室長　田中 安隆 

航空機部品、宇宙開発関連部品。５軸制御マシニ
ングセンターによる高精度な加工部品を展示しま
す。また、過去に製作した装置をパネルにて展示
予定です。 

株式会社 積進 
〒６２７－００４２　中郡峰山町長岡１７５０－１ 
http://www.sekishin.co.jp/ 
info@kyoto.sekishin.co.jp 
４，８００万円／１０２名 

２Ｆ-０４ 京都-０２ 

所　在　地 
Ｕ　Ｒ　Ｌ 
E-mail 

資本金/従業員 

展 示 品 目 
み ど こ ろ 

代　表　者 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ 
お問い合わせ先 

代表取締役社長　西嶋 晃次 
０７５－６０３－２２３３／０７５－６０３－２２７７ 
営業部長　西嶋 亜紀彦 

電子・機械の複合製品（分析機器、医用機器等）組
立及びユニット組立の写真パネル。アルミ・ＳＵＳ・
樹脂等の機械加工部品の写真パネル。 

株式会社 西嶋製作所 
〒６１２－８３３８　京都市伏見区舞台町４１－４ 
http://www1.odn.ne.jp/nsjms/ 
nsjms@anet.ne.jp 
３，０００万円／４０名 

２Ｆ-０４ 京都-０３ 

所　在　地 
Ｕ　Ｒ　Ｌ 
E-mail 

資本金/従業員 

展 示 品 目 
み ど こ ろ 

代　表　者 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ 
お問い合わせ先 

代表取締役　塚口 智 
０７７３－２２－６１８０／０７７３－２２－６０９９ 
塚口 智継 

複合加工機による各種機械加工部品。 
短納期、高精度、高品質化に寄与する複合加工機
による製品を一度お確かめ下さい。 

有限会社 塚口鉄工所 
〒６２０－０８７５　福知山市字堀下高田２３８１ 
http://www7.ocn.ne.jp/̃t-iw 
t-iw@estate.ocn.ne.jp 
８００万円／６名 

２Ｆ-０４ 京都-０４ 

所　在　地 
Ｕ　Ｒ　Ｌ 
E-mail 

資本金/従業員 
 

展 示 品 目 
み ど こ ろ 

代　表　者 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ 
お問い合わせ先 

代表取締役　石井 庄司 
０７７４－８８－４８１１／０７７４－８８－３７０８ 
営業課長　杉原 雅彦 

表面処理（プラズマ・イオン注入成膜、ＤＬＣ）技術
と処理装置。当社のプラズマ・イオン注入成膜法
は従来難しかった複雑な形状の立体物へのコー
ティングを可能にしました。 

株式会社 栗田製作所 
〒６１０－０２２１　綴喜郡宇治田原町湯屋谷宇治工業団地内 
http://www.pekuris.co.jp 
m-sugihara@pekuris.co.jp 
２，０００万円／６１名 

２Ｆ-０４ 京都-０５ 

所　在　地 
Ｕ　Ｒ　Ｌ 
E-mail 

資本金/従業員 

展 示 品 目 
み ど こ ろ 

代　表　者 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ 
お問い合わせ先 

代表取締役　山口 盛工 
０７７４－２４－４１４８／０７７４－２４－９９５２ 
代表取締役　山口 盛工 

Ｐ．Ｓ．Ｓ（生ゴミ消滅処理機）。動・植物からなる全
ての生ゴミを処理出来る処理機を自社で開発、展
示いたします（特許出願中）。是非お越しください。 

株式会社 山口製作所 
〒６０１－１３９３　宇治市二尾椿灰谷７－１４ 
http://www.yincs.co.jp 
yincs@mint.ocn.ne.jp 
１，０００万円／７名 

２Ｆ-０４ 京都-０６ 
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所　在　地 
Ｕ　Ｒ　Ｌ 
E-mail 

資本金/従業員 
 

展 示 品 目 
み ど こ ろ 

代　表　者 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ 
お問い合わせ先 

代表　高巣 周平 
０７５－３３３－３８９７／０７５－３３３－３８９７ 
代表　高巣 周平 

トルクセンサ及びその応用製品。新しいトルク検
出原理によるトルクセンサ、小型計量で機器への
組込が容易です。ドリル折損防止機能を有する微
小穴加工機も展示します。 

タカス技研 
〒６１０－１１０１　京都市西京区大枝北沓掛町１－５－３－４０９ 
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/s_takasu 
s_takasu@mbox.kyoto-inet.or.jp 
－／１名 

２Ｆ-０４ 京都-０７ 

所　在　地 
Ｕ　Ｒ　Ｌ 
E-mail 

資本金/従業員 

展 示 品 目 
み ど こ ろ 

代　表　者 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ 
お問い合わせ先 

代表取締役　松岡 良幸 
０７５－６２１－５２４４／０７５－６２１－５２３９ 
総務　松岡 良子 

高粘度塗工機械（小型で場所を取らない小型テス
ト機械）、紙管切断機械（３インチ６インチ兼用）を
展示します。 

株式会社 松岡機械製作所 
〒６１２－８２９２　京都市伏見区横大路朱雀１７－７ 
http://www2.odn.ne.jp/̃aae37230 
aae37231@pop21.odn.ne.jp 
１，０００万円／１４名 

２Ｆ-０４ 京都-０８ 

所　在　地 
Ｕ　Ｒ　Ｌ 
E-mail 

資本金/従業員 
 

展 示 品 目 
み ど こ ろ 

代　表　者 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ 
お問い合わせ先 

代表取締役　大澤 純 
０７５－６４３－３２０１／０７５－６４１－３９６１ 
取締役　西村 正 

特許液体用リクレアンフィルター及びリクレアンフ
ィルターを利用した廃液処理設備、廃液処理シス
テム、リサイクルシステム、フィルター廃棄物低減、
再利用出来るフィルターシステムを展示します。 

京滋興産 株式会社 
〒６１２－００２９　京都市伏見区深草西浦町７丁目７ 
－ 
keg-kk@mbox.kyoto-inet.or.jp 
１，０００万円／３２名 

２Ｆ-０４ 京都-０９ 

所　在　地 
Ｕ　Ｒ　Ｌ 
E-mail 

資本金/従業員 
 

展 示 品 目 
み ど こ ろ 

代　表　者 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ 
お問い合わせ先 

代表取締役　森元 光雄 
０７７４－７２－３０７３／０７７４－７２－５５２１ 
代表取締役　森元 光雄 

ダクト風速センサー、風速・風量指示計。当システ
ムはフィールドマシンとしてローコストの製品です。
新製品と開発したダクト風速センサーを展示いた
します。 

トーホー電子 株式会社 
 〒６１９－０２２２　相楽郡木津町相楽城西８４ 
 － 
 mmituo@gray.plala.or.jp 
 １，０００万円／１０名 

２Ｆ-０４ 京都-１０ 

所　在　地 
Ｕ　Ｒ　Ｌ 
E-mail 

資本金/従業員 
 

展 示 品 目 
み ど こ ろ 

代　表　者 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ 
お問い合わせ先 

代表取締役　村上 賢治 
０７５－４３１－５１６６／０７５－４３１－５１６９ 
プラスチック染色部　村上 賢治 

各種プラスチックの染色による着色品。ポリカ・ＰＰ・
ＰＥＴ・エポキシ・ＰＥＥＫ・ＰＰＳ・ＰＯＭ等。京都の伝
統ある繊維の染色技術からプラスチック染色技術
を開発。工業所有権数件出願済。 

株式会社 ムラカミ 
〒６０３－８１６４　京都市北区紫野東御所田町２０ 
http://www.m-c-sys.com 
murakami@m-c-sys.com 
１，０００万円／１１名 

２Ｆ-０４ 京都-１１ 

所　在　地 
Ｕ　Ｒ　Ｌ 
E-mail 

資本金/従業員 
 

展 示 品 目 
み ど こ ろ 

代　表　者 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ 
お問い合わせ先 

代表取締役　野崎 正和 
０７７３－４３－４３０１／０７７３－４３－２０２７ 
営業企画開発室 課長　大槻 肇 

ダンボール保冷用ケースは発泡スチロールの代
替えとして遮水・保冷性を持つリサイクル可能な
環境問題に適したダンボールケースです。ロック
式ケースは改ざん防止を目的として開梱時の痕
跡が残るボックスです。これらを展示します。 

タマヤ 株式会社 
〒６２３－００１１　綾部市青野町下入ヶ口１２ 
http://www.tamayakk.co.jp 
hajime.otsuki@tamayakk.co.jp 
５，０００万円／１５０名 

２Ｆ-０４ 京都-１２ 

～多数のご来場をお待ちしております～ 
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「ケータイ国際フォーラム」出展企業募集案内 専門家派遣事業のご案内 専門家派遣事業のご案内 
―専門家派遣事業活用事例紹介― 売上向上を目指したホームページの制作 

　財団では、このような中小企業者が抱える経営、技術、人材、情報化等の様 な々問題を解決するため、民間のコンサルタ

ントやアドバイザーを派遣する事業を実施しています。 

　診断助言の希望は、随時受け付けておりますので、是非ご活用ください。 

 

診断助言にかかる費用  

　専門家の派遣に要する費用（謝金・旅費）の３分の２を財団が負担します。 

　したがって、企業の負担は、１回につき謝金８，０００円（定額）＋旅費の３分の１となります。 

 

申込方法  

　当財団窓口に所定の派遣申請書をご提出ください。 

　※詳しい内容については  新事業支援部　経営革新課までお問い合わせ下さい。 

　TEL 075-315-8848／FAX 075-323-5211　E-mail：kakushin@ki21.jp

企　業　名 有限会社画箋堂（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｇｗａｓｅｎｄｏ．ｃｏｍ/） 専　門　家 坂田岳史（中小企業診断士、ITコーディネータ） 

代　表　者 山本祐三  （ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｄａｉｃｏｎｎ．ｃｏ．ｊｐ/） 

住    　所 京都市下京区 専門分野　　インターネットの活用　ＩＴ活用による経営革新等 

事業内容 画材道具の販売 相談内容 ホームページの制作と活用方法 
 
　同社は京都市下京区に本店を持つ、大正２年創業の画材販
売の老舗で、本店の他に大学の購買部などにも支店を置いてい
る。昨今の厳しい経済環境は同社にとっても同じで、売上を増加
させるために、ホームページによる商品販売を行うことにした。
元々同社では店舗紹介などのホームページを制作・運用してい
たが、ネット上での販売のノウハウはない。そこで、販売目的の
ホームページを制作するために、専門家派遣の依頼があり、財団
より坂田岳史氏の派遣を行った。 
　同社では社長及び社員、そして坂田氏をアドバイザーとする
ホームページ企画・制作プロジェクトを作り、月に２回程度のミー
ティングを重ね、次の点について議論した。 
 

１． ホームページのコンセプトと構成 

２． 集客のためのコンテンツ内容の決定 

３． ネット上で販売する商品の絞込み方法 

４． 運営体制の整備 
 
　ミーティングの中で坂田氏からアドバイスを受け、店舗宣伝用のページと販売用のページの２部構成で制作し、またコンテンツは、ブ
レーンストーミングにより自社の内部・外部環境分析などを行って、「道具の使い方」や「店員のひとり事」「ギャラリー情報の提供」等と
することを決めた。最も苦労したのは、販売用のページに掲載する商品の選択であった。同店では数千点の商品アイテムがあるが、そ
れを全て掲載するわけにはいかない。そこで、まず商品を油絵や水彩画など１２のカテゴリーに分類し、通信販売の実績や店舗での
売れ行きなどを考慮して、優先順位の高いカテゴリーから順次掲載していくことにした。さらに、販売用のホームページでは商品の追
加や入れ替えなどの更新が重要な作業となるため、同店でも簡単にできるような仕組みついてもアドバイスを受けた。一言にネット販売
といっても、顧客からのメール対応や梱包・配送などバックグランドの作業が多く発生する。坂田氏のアドバイスのもと、それらを的確に
処理するための体制づくりも行った。 
　これらの作業を行った結果、本年４月中旬に同店のホームページはリニューアルされ、画箋堂ネットショップ（店名：マテリエ）がオー
プンした。 

経営革新の強い味方！！　あらゆるジャンルの相談にお応えします！！ 
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産学官共同研究のご報告 産学官共同研究のご報告 
「チューナブルフィルターを用いた小型分光測定ユニットの開発」 

　当財団では、２１世紀を展望する京都産業の中核的技術と期待されるものについて、産学官の参加協力を得て共
同研究開発を行っています｡ 
　表題テーマについては、工業生産プロセス・農作物の品質管理・光通信分野等で分光計測が注目されており、その
高性能化・小型化が市場ニーズとして望まれています。 
　光を用いた計測ツールは、次世代のセンシングツールとして産業活性化に大きく寄与すると考えられ、そのコアとなる
光デバイスも幅広い分野に応用領域の可能性を秘めており、新産業創出に果たす役割を期待されています。 
　特に京都府内には分析・理化学機器メーカーが数多く、我が国の市場の３０％程度を占めており、光を用いた計測
技術についても盛んに研究開発が進められています。また飛躍的な進化を遂げる光デバイス製品は、小型化・低価格
化を実現しており、その需要はますます増加すると考えられます。 
　こうした背景から、当財団では、京都府の基幹産業ともいえる分析・理化学機器メーカーと、将来期待される光デバ
イスメーカーを含む、産学官連携の開発体制をつくり、分光測定ユニットの高性能・小型・低価格化を目標に研究開発
を行ってまいりました。 
　この成果をもとに、共同研究に参加された企業では、今後実用化に向けた製品開発の実現をめざします。 
 
■　研究実施期間　　　平成１３年４月から平成１４年３月まで 
■　開発チーム　　　　産業界　　 京都府内２企業 
　　　　　　　　　　　大　学　　 立命館大学、同志社大学 
　　　　　　　　　　　官公庁　　 京都府中小企業総合センター　研究開発課 
　　　　　　　　　　　事務局　　（財）京都産業２１ 

起業家支援のご案内　～ご活用ください～ 起業家支援のご案内　～ご活用ください～ 
　起業家アドバイザーによる相談・助言 

　創業や企業経営について、幅広い知識や豊かな経験・ノウハウをもった専門家が相談・助言を行い、起業をめ
ざす皆さんを支援します。 
対　象　者　　○これから事業を始めようとする方 
　　　　　　　○事業を始めて、又は会社を設立して５年未満の方 
　　　　　　　○これから会社を設立しようとする方 
　　　　　　　○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　　起業に関する疑問や課題について、公認会計士、税理士、中小企業診断士、コンサルタントなど

各分野の専門家があなたの希望の日時・場所でアドバイスします。 
　　　　　　　・事業計画の立て方について教えて欲しい。 
　　　　　　　・販路開拓のノウハウを教えて欲しい。 
　　　　　　　・資金の調達方法、収支計画の立て方について知りたい。 
　　　　　　　・会社設立の手続などについて知りたい。 
　　　　　　　・会計帳簿・経理処理の仕方についてききたい。 
　　　　　　　・人材確保、労務管理について知りたい。など 
費　　　用　　無　料 
 

　起業家グループ支援 

　起業をめざす方々がつくるグループの自主的活動を支援します。 
対象となるグループ 
　起業をめざす方々が５人以上で組織するグループ（グループ員の２分の１以上が京都府内に在住・在勤・在学
していること） 
支 援 内 容 
　グループが行う研修会・講習会や、フォーラム等の意見交換会に招く講師の謝金・旅費を財団が負担します。 
  

　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置いています。） 
　　※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：ｓｈｉｎｊｉｇｙｏ＠ｋｉ２１．ｊｐ 
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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４月２６日調） 

（平成１４年４月２６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 3000～10000

繊-1

15・25日〆 
25・5日支払 
 

全額現金 

千鳥縫いミシン、 
メローミシン、裾引きミシン、
裁断機、プレス 

裁断～縫製～
仕上 

スリーマー 大阪府 
東大阪市 
1000万円 
18名 

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 

ＮＣタレパン、シャーリング、プレスブレーキ、
溶接機他 

手動半田槽、リードカッター、ボール盤 

旋盤、フライス盤、アルゴン溶接機、ＭＣ他 京都府 
向日市 
500万円 
3名 

機械部品 

薄板精密板金 

基板、パネル他 

板金加工 

機械加工 

機-1

不問 話し合い 

不問 話し合い 

シャーリング、ＮＣタレパン、コーナーシャー、
プレスブレーキ、スポット溶接機、 
アルゴン溶接機、アーク溶接機等アーク溶
接機他 

京都府 
宇治市 
500万円 
17名 

京都市 
南区 
個人 
4名 

制御盤等筐体、 
小物部品 

精密板金加工 

機-2

機-3

不問 話し合い 京都府 
城陽市 
300万円 
3名 

機-4

「ＢＰＮｅｔ」 
受注 
No.０２１３ 

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 

 
 

話し合い 

組立配線（試作開
発～量産まで）、 
調整 

製造設備一式、測定器多数 基板、エレクトロニクス
関連品 

シャーリング、ＮＣタレパン、コーナーシャー、
プレスブレーキ、スポット溶接機、アルゴン溶
接機、アーク溶接機等アーク溶接機、旋盤、
ホイスト2t

制御盤、分電盤等 
筐体、フレーム、カバー 

製缶、板金加工 

 
 

 

 

不問 話し合い 京都府 
久世郡 
300万円 
20名 

機-５ 

不問 話し合い 京都市 
右京区 
1000万円 
6名 

機-６ 

ディップ加工、 
調整・検査、組立 

すくい縫いミシン、本縫いミシン、 
ロックミシン、ギャザー取りミシン、裁断機 

婦人服、 
ウェディングドレス 

断裁機、ステッチャー ダンボールケース ダンボール製造 

 不問 話し合い 京都市 
山科区 
個人 
3名 

繊-１ 

不問 話し合い 京都府 
福知山市 
320万円 
4名 

軽-１ 

自動計量機、オートシーラー 食品、雑貨 袋詰、箱詰、 
商品検査 

不問 話し合い 京都府 
城陽市 
300万円 
28名 

軽-2

パソコン他 
１級テクニカルイラストレーション技能士 

 製作図面からのパ
ーツリスト、マニュア
ル用イラストの作成 

不問 話し合い 京都市 
左京区 
個人 
3名 

他-１ 

裁断～縫製 



－7－ 

　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 な々法的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５月の相談日は１４日（火）です。 
 平成１４年６月の相談日は１１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 事前に相談内容を当財団 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 

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。 
 当財団のホームページにおいても掲載しています。 
 http://www.ki21.jp/business/yukyu/index.htm 

 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.075-315-9234

（平成１４年４月２６日調） 
売りたいコーナー 

（平成１４年４月２６日調） 
買いたいコーナー 

形　式　・　能　力　等 機　　　械　　　名 希　望　価　格 

遊休機械設備情報  遊休機械設備情報  

ホットマーカー 
手動油圧圧着工具 

シーティーケイ、ＳＰ－１０α 
泉精器製作所、９Ｈ－２ 

話し合い 
話し合い 

形　式　・　能　力　等 機　　　械　　　名 希　望　価　格 
汎用旋盤 
検針機 

５～６尺、板ブラス、四方チャック付 
㈱サンコー、ＡＰＡ－６５００ 

５０万円 
話し合い 

＊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 

 

不問 話し合い 関連設備一式 京都府 
宇治市 
1000万円 
25名 

 

電子機械部品 

 

電子機械部品の検
査 他-２ 

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 

日　時　　５月２２日（水）１３：３０～１６：３０ 
場　所　　京都府産業プラザ　５階　研修室（京都市下京区中堂寺南町17京都リサーチパーク内） 
参加費　　無料 
第一部　　「不況なんか　なんのその！」 
　講師　　商店経営指導センター代表　中小企業診断士　須田　泰三 氏 
第ニ部　　京ブランドニーズ調査報告 
　講師　　商業アドバイザー　　横倉　幸司 氏 
申込・問合せ先　当財団　商業支援課（京都小売商業支援センター） 
ＴＥＬ ０７５－３１５－９０９０／ＦＡＸ ０７５－３１５－９０９１　ｍａｉｌ：ｒｅｔａｉｌ＠ｍａｉｌ．ｊｏｈｏ－ｋｙｏｔｏ．ｏｒ．ｊｐ 

「あきんど講座」繁盛店セミナー　開催のお知らせ 「あきんど講座」繁盛店セミナー　開催のお知らせ 

　 戦略を提言！ 
商売繁盛の芽・ヒントが 
見える！閃く！ 
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　設備貸与制度は、小規模企業者等の方が経営基盤強化に必要な設備を導入しようとされる時、これから創
業しようとする方が必要な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。 

小規模企業者等小規模企業者等 設備貸与（割賦・リース）制度のご案内 小規模企業者等 設備貸与（割賦・リース）制度のご案内 

小規模企業者等小規模企業者等 設備資金貸付制度のご案内 小規模企業者等 設備資金貸付制度のご案内 

　設備資金貸付制度は、小規模企業者等の方が経営基盤強化に必要な設備を導入しようとされる時、これか
ら創業しようとする方が必要な設備を導入しようとされる時、設備資金の２分の１以内を無利子でご融資するもの
です。 

　※詳しい内容については  当財団　設備助成課までお問い合わせ下さい。 

　TEL 075-315-8591／FAX 075-315-9240　E-mail：setubi@ki21.jp

　※詳しい内容については  当財団　設備助成課までお問い合わせ下さい。 

　TEL 075-315-8591／FAX 075-315-9240　E-mail：setubi@ki21.jp

区　　　　　分 

対象企業規模 
 

対　象　設　備 
貸 与 限 度 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 

 

償還（支払）方法 
 

保　　証　　金 
 

連 帯 保 証 人 

区　　分 
対象企業規模 
対　象　設　備 
貸　　付　　率 

 
貸 付 限 度 額 

 
償　還　期　間 
償　還　方　法 

 
連帯保証人等 

創        業        者 小  規  模  企  業  者 

創業に必要な設備等 経営基盤強化に必要な設備 
５０万円～３，０００万円 １００万円～６，０００万円 

個人創業１ヵ月前・会社設立２ヵ月
前～創業１年未満の企業者（この
場合、原則として商工会議所、商
工会、商工会連合会の経営指導
員による経営指導を６ヵ月程度以
前から受けていること） 
従業員数  ２０人以下（商業・サービス業は５人以下） 
※ただし、従業員数が２０人（商業・サービス業は５人）超５０人以下の場合も一定条件を満たすことにより対象とな
りますので当財団にご相談ください。 

［割　賦］　７年以内（ただし、法定耐用年数以内） 
［リース］　３～７年（法定耐用年数に応じて） 
［割　賦］　年２．７５％　　　　　　 ［リース］　３年……３．００６％　　　４年……２．３１２％ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５年……１．８８６％　　　６年……１．６０９％ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７年……１．４０８％ 
［割　賦］　元金均等月賦または半年賦償還で契約時に支払回数分の約束手形を提出 
［リース］　月払いで契約時に支払回数分の約束手形を提出 
［割　賦］　設備価格の１０％が契約時に必要　　［リース］ なし 
一定の要件を満たす連帯保証人が必要です。また、必要に応じて不動産担保等を提供していただくことがあり
ます 
貸与設備に損害保険を付保していただきます。（費用は企業負担） 

設備貸与制度に同じ 
設備貸与制度に同じ 
設備貸与制度に同じ 
所要資金の2分の１以内 
①創業５年以上の企業　　　　　　　　５０万円～４，０００万円 
②創業１年未満の企業　　　　　　　　２５万円～４，０００万円 
③創業１年以上５年未満の企業　　　　５０万円～６，０００万円 
７年以内（ただし、法定耐用年数以内） 
約１年据置き半年賦償還で契約時に支払回数分の約束手形を提出 
一定の要件を満たす連帯保証人が必要です。また貸付金額が１，５００万円を超える場合は物的担保（土地・建物）
の提供が必要 
貸付対象設備を譲渡担保として設定します。また、損害保険を付保していただきます。（費用は企業負担） 

創業１年以上～創業５年未満の企
業者 

創業５年以上の企業者 


