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～多数のご来場、ありがとうございました～ 

　当財団では、京都府内中小企業の新規取引先の開拓や開発製品・技術等の販路開拓の促進を図るため、「展示
交流会ＫＹＯＴＯ」としてさまざまな展示会等に参加しております。去る、５月２２日～２５日には日刊工業新聞社主
催による「モノづくりワールド２００２大阪」、６月１２日～１４日には（社）日本経営協会・大阪商工会議所主催による
「ビジネスショウ２００２ＯＳＡＫＡ」にそれぞれ「京都産業２１コーナー」を設置し、展示交流会を開催いたしました。 
　「モノづくりワールド２００２大阪」には当財団から１１社１団体、「ビジネスショウ２００２ＯＳＡＫＡ」には７社１団体の
中小企業が参加され、優秀な技術・製品を披露し、積極的なＰＲ・商談が行われていました。 
　参加された皆様がこの出会いによって、新たな関係を築かれ、より大きな成果を得られることを祈念いたします。 
＊当日の参加企業、京都産業２１コーナーの様子は当財団ホームページ「バーチャル展示会」でご覧いただけます。 

〈URL　http://www.ki21.jp/tenji/index.html〉 
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　開催結果概要 

¡３日間の総来場者数：１６８，５００名 

¡会　　　場：インテックス大阪 

¡総商談件数：１８６件 

 　（内訳）取 引 成 立： １０２件　　　試 作 依 頼： ２３件  

 　　　　　見 積 依 頼： １７件　　　図面検討依頼： ３件 

 　　　　　後 日 面 談： ４１件 

展示交流会ＫＹＯＴＯ ｉｎ ビジネスショウ２００２ＯＳＡＫＡ　開催結果 

　開催結果概要 

¡４日間の総来場者数：５５，１２５名 

¡会　　　場：インテックス大阪 

¡総商談件数：２５７件 

 　（内訳）試 作 依 頼： ５２件　　　見 積 依 頼： ８件 

 　　　　　図面検討依頼： １件　　　後日面談予定：１９６件 

展示交流会ＫＹＯＴＯ ｉｎ モノづくりワールド２００２大阪　開催結果 
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財団の事務局新体制  財団の事務局新体制  

専 務 理 事　　　　　高橋　善男 
 
総　務　部 
　　部　　　長　　　林　　　寛 
　総務課   
　　課長事務取扱　　林　　　寛 
　　課 長 補 佐　　　戸谷　　晃 
　　主　　　任　　　吉田　忠嗣（昇任） 
　　副　主　任　　　田村　浩二（新任） 
　　　　　　　　　　山崎　真弓 
　企画広報課 
　　課　　　長　　　森西　栄治 
　　主　　　任　　　鳴海　勢介 
　　副　主　任　　　鈴木　陽介（新任） 
 
産業振興部 
　　部　　　長　　　西村美野里 
　　次　　　長　　　浅野　久廣 
　企業振興課 
　　課　長（兼）　　　浅野　久廣 
　　主　　　幹　　　石田　　豊 
　　主　　　任　　　小寺　祐人（新任・兼務） 
　　業務推進役　　　内田　真人 
　　業務推進役　　　家田　清司 
　　主　　　事　　　土屋　幹代（新任） 
　商業支援課 
　　課長事務取扱　　西村美野里 
　　課 長 補 佐　　　澤井　照明 
　　相　談　員　　　河野　修一（ジェトロ京都情報デスク） 
　設備助成課 
　　課　　　長　　　駒　　忠恭 
　　主　　　幹　　　吉岡　　博（新任） 
　　係　　　長　　　小嶋　秀和 
　　業務推進役　　　富田　　修 
 
北部支所 
　　所　　　長　　　大槻　泰徳 
　　主　　　任　　　小寺　祐人（兼務） 
  
けいはんな支所 
　　所　　　長　　　松永　行利（新任） 
  
経営支援相談員　　　江川　宗治 
中小企業特別相談員　　町　眞次　　　前田　勝彦 
エネルギー相談員　　辻井　　功　　　瀧　光太郎　　　村上　　薫　　　上島　政樹　　　植木　晃吉 
  
退任（５月３１日付け） 
　　産業振興部　設備助成課　課長補佐　　永嶋　寛史 
　　新事業支援部　新事業課　　　係長　　加悦　秀樹 

　当財団では、平成１４年６月１日付けで人事異動を行い、新たな事務局体制で各事業を実施しておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

理　　　事　　　　　扇谷　紳一 
 
産業情報部   
　　部長事務取扱　　扇谷　紳一 
　　審　議　役　　　児玉　　清 
　　審　議　役　　　上北　広信 
　　担 当 部 長　　　金田　　修 
　　担 当 課 長　　　井上　正一 
　　主　　　任　　　巽　　健次 
　　副　主　任　　　魚島　和晃（新任） 
　　　　　　　　　　鈴木里栄子 
　　　　　　　　　　前川真喜子 
　　　　　　　　　　鈴木由紀子 
 
 
新事業支援部 
　　部　　　長　　　加藤　　　 
　　審　議　役　　　江崎　幹夫 
　　審　議　役　　　稲田　文義 
　　次　　　長　　　坂本　悦二 
　　担 当 課 長　　　鷲野　信雄（新任） 
　新事業課   
　　課長事務取扱　　江崎　幹夫（新任） 
　　主　　　幹　　　篠田　雅浩 
　　業務推進役　　　嘉戸　達雄 
　経営革新課 
　　課　長（兼）　　　坂本　悦二 
　　課 長 補 佐　　　林　　　靖 
　　主　　　任　　　安東　正浩（昇任） 
　技術支援課 
　　課長事務取扱　　稲田　文義 
　　課 長 補 佐　　　廣野　　均 
　　主　　　任　　　坪内　貴子 
　　嘱　　　託　　　春本　謙一 
 
北部支援室 
　　室　　　長　　　大江　　肇 
　　室 長 補 佐　　　野村　泰好 
  
 
 
 

～ 知ろう 守ろう 考えよう みんなの人権 ～ 
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「中小企業テクノフェア2002」出展企業のお知らせ 

 

「商売の行動力が明暗を分ける！　京都商人頑張れ！」 

京都府異業種交流会連絡会議　京都府異業種交流会連絡会議　２００２年度年度「講演講演と交流の交流のつどい」 京都府異業種交流会連絡会議　２００２年度「講演と交流のつどい」 

　７０グループ・団体が合い寄りまして活動を進めています京都府異業種交流会連絡会議（異業種交流業種

京都会）では、情報交換、情報の共有化とヒューマンネットワークの拡大を進め、今後ますます異業種交流活

動が重要なビジネスチャンスを生むステージになることを願い２００２年度「講演と交流のつどい」を開催します。 

　今回は、インターネットが最早当たり前となった時代にあって、新しい時代のマーケティングの取り組みについ

ての講演と、新しい時代に創業した企業２社が、なぜうまくいっているのか、その具体的取り組みについての事

例発表を行います。 

 

１．日　時　　平成１４年７月２４日（水）　午後３時００分～午後７時３０分 

２．場　所　　京都ブライトンホテル　京都市上京区新町通中立売　ＴＥＬ ０７５-４４１-４４１１ 

３．内　容 

　　（１）　講演会　　　　　　　１５：１０～１６：４０ 

　　　　　テーマ　「新しい時代のマーケティング戦略」 

　　　　　　　　　　　～創発的戦略で企業の商売力を高める～ 

　　　　　講　師　咲本　勝巳　氏　マーケティング・コンサルタント　http://tokeidai.net/works/ 

　　（２）　ＩＴ普及啓発セミナー　１６：４５～１７：４５ 

　　　　①テーマ　「情報を売る次代」に気づかねば、がけっぷちに親指一本状態？ 

　　　　　　　　　　　～アイディアの出し方（逆転発想）と実現～ 

　　　　　講　師　清水　流美　氏　合資会社ピット代表　http://www.nippon--1.com/ 

　　　　②テーマ　創業一年のベンチャー企業がアスクルをつぶす… 

　　　　　　　　　　　～事業の神がビジネスモデルの細部にやどる事例紹介～ 

　　　　　講　師　植木　力　氏　（株）カスタネット代表取締役社長　http://www.castanet.co.jp/ 

 　　 （３）　情報交流懇親会　　　１８：００～１９：３０ 

４．参加費　　講演会・事例報告会のみ参加　　無料 

　　　　　　　情報交流懇親会参加は１名につき７，０００円頂戴します 

５．定　員　　１００名（席に限りがございますので、お早めにお申込願います） 

６．主　催　　中小企業総合事業団　京都府異業種交流会連絡会議　（財）京都産業２１ 

７．後　援　　（財）中小企業異業種交流財団　雇用・能力開発機構 

８．問合せ　　京都府異業種交流会連絡会議　事務局　（財）京都産業２１　担当　巽 

　　　　　　　〒６００-８８１３　京都市下京区中堂寺南町１３４  京都府産業プラザ内 

　　　　　　　TEL 075-315-8677／FAX 075-314-4720 

　　　　　　　E-mail tatsumi@mail.joho-kyoto.or.jp 

　　　　　　　URL http://www.joho-kyoto.or.jp/̃igyoushu
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財団住所地番の変更について 

　京都市の土地区画整理事業の実施に伴い、財団住所の地番が変更されます。 

　　　１　公　示　日：平成１４年７月２６日 

　　　２　地番変更日：平成１４年７月２７日 

　　　３　地番変更後：京都市下京区中堂寺南町１３４番地（京都府産業プラザ内） 

 　　　　　　　　　　　　 ＊１７番地　⇒　１３４番地と変わります。 

平成１４年度第１回発注企業動向調査（平成１４年３月末時点）の結果を発表 

　このたび、当財団では、平成１４年度第１回発注企業動向調査の結果を発表しました。本調査は、京都府内の発注

企業を中心に１４３社を対象に、毎年３月末及び９月末時点で、売上状況、外注状況等について実施しているもので

す。 

　今回の調査では、全般的に僅かながら回復傾向が見られ、本年度下期以降にはさらに増加が期待される結果とな

っています。 

 　http://www.ki21.jp/report/hachu/2002_04/2002_04.htm

ＩＴ関連企業動向調査事業報告書をとりまとめました 

　当財団では、京都府が推進する「京都ＩＴバザール構想」の一翼を担う京都府内中小企業のＩＴ化推進を図る一

環として、「高度な人材育成機能を所有し、新時代における産学官連携を促進する拠点整備」等をテーマに、「ＩＴ関

連企業動向調査事業」を実施し報告書をとりまとめました。 

　概要をホームページで公開しております。ぜひ、ご覧いただき、ご意見・ご提案等をお寄せください。 

問合せ　　当財団　産業情報部（担当　金田）まで 

　　　　　TEL 075-315-8677／FAX 075-314-4720　E-mail：kanada@ki21.jp 

　　　　　http://www.ki21.jp/report/IT/index.htm

「環境問題と経営スタイルに関する意識調査報告書」発行のお知らせ 

　当財団では、昨年京都府内の中小企業（製造業）を対象に「環境問題と経営スタイルに関する意識調査」を実施

致しました。 

　これは、昨今相次いで制定されている、環境問題に関する規格化や法整備に対して、企業がこれからの経営に対し

て、企業主および社員が社内で、どのように対処して行くかについての意識を問うものでした。 

　この度、その調査結果がまとまり「環境問題と経営スタイルに関する意識調査報告書」として、発行する運びになりま

した。 

　ご希望の方は、配布（無料）致しますのでご連絡ください。郵送をご希望される場合は（送料受取人払い）でお願い

申し上げます。 

お申し出は　当財団　産業振興部　企業振興課（担当　家田）まで 

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

　　　　　　京都市下京区中堂寺南町１３４（京都府産業プラザ２Ｆ） 

ト ピ ッ ク ス  ト ピ ッ ク ス  
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「起業家フォーラム２００２」開催！！　起業めざす方の参加を募集中！！ 

　当財団では、起業をめざす方 を々対象に、起業のための基礎的な経営情報を提供することを目的として、 

「起業家フォーラム２００２」を開催します。積極的に御参加ください。 

日　　時　　２００２年７月１３日（土）１３：２０～１７：００　 

会　　場　　京都リサーチパーク　サイエンスセンタービル４号館　バズホール 

内　　容　　基調講演　・「起業よりむつかしい継続・２１世紀のビジネスマンに望むこと」 

　　　　　　　　　　　　　　畠田智津子　氏　（有）ハーランド・プロジェクト　代表取締役 

　　　　　　　　　　　・「新事業成功のためのビジネスプラン」 

　　　　　　　　　　　　　　桂　　　勤　氏　（有）創造本舗　代表取締役 

　　　　　　個別相談会（１６：００～１７：００） 

定　　員　　１００名 

参 加 費　　無料 

問 合 せ　　当財団　新事業支援部　新事業課 

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

　　　　　　http://www.ki21.jp/information/entre_forum/2002/index.htm

京都デザイン新分野開発研究会（京都ユニバーサルデザイン研究会）の活動報告 

　京都ユニバーサルデザイン研究会は、１２の企業・団体により構成され、ユニバーサルデザインの概念に基づいた、京

都ならではの新しい商品、事業の創出の可能性を探求するため、研究・開発試作を行っています。平成１３年度の主な

活動状況は次のとおりです。 

１．研究会事業 
「ものづくり分科会」「まちづくり分科会」の２分科会で各１０回

の会合を持ち、全体例会としては７回開催 

２．情報発信事業 
平成１４年３月２７日（水）～２８日（木）ケータイ国際フォーラムの

“ＩＴライフスタイルプラザ”にブース出展し、研究開発事業の

成果発表の場とした 

３．研究開発事業 

　　　①ユニバーサルデザイン商品 

　人にも環境にも優しい「竹」を素材にしたプロトタイプ６点

（携帯電話・ワインキャリーケース・ワインセラー・ライト・ラチェ

ットハンドル・バンブークリップ）を制作 

　　　②『ユニバーサルな商店街』のための調査 

　　　　およびミニチュアモデルを制作 

 

ト ピ ッ ク ス  ト ピ ッ ク ス   

ワインキャリーケース 

（ケータイ国際フォーラム“ＩＴライフスタイルプラザ”出展ブースより） 

ユニバーサルな商店街 
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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６月２７日調） 

（平成１４年６月２７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 30～50

繊-1

25日〆 
翌月10日支払 
 

全額現金 

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 

裁断～縫製 ウエディングドレス 京都市 
中京区 
96000万円 
150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 

電気組立工具、リフト他 

旋盤、フライス盤、アルゴン溶接機、MC他 

プラスチックメディアブラスト 京都府 
 舞鶴市 
 450万 円 
 6名 

船舶関係小物ほか 

機械設備、装置 

機械部品 

組立～電気配線～
調整 

塗装剥離加工、 
ブラスト加工 機-1

不問 話し合い 

不問 話し合い 

自動半田槽、スプレーフラックサー、 
挿入用ラウンドコンベア、 
インライン挿入コンベア他 

京都市 
伏見区 
300万円 
9名 

京都府 
向日市 
500万円 
3名 

産業用プリント基板、
医療･分析･計測器用
電子部品 

プリント基板実装,
組立 

機-2

機-3

不問 話し合い 京都市 
右京区 
1000万円 
22名 

機-4

「ＢＰＮｅｔ」 
受注 
No.１７４ 

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 

 
 

＠15000～20000

機械加工 

シャーリング、曲板機、セットプレス、 
アルゴン溶接機他 

制御盤、カバー、 
フレーム等 

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、ウエディング他 裁断～縫製 

 

 

 

 

不問 話し合い 京都市 
右京区 
1000万円 
6名 

機-５ 

不問 話し合い 京都市 
山科区 
個人 
3名 

繊-１ 

精密板金加工 

横型射出成形機、新潟製CN100AⅡ・
CN50AⅡ(吸着付回転式）、 
住友製SE50S（トラバーサー付） 

工業用･民生用精密
部品 

工具顕微鏡、CNC三次元測定器、 
CNC画像処理測定器 

金型認定用型検データ 精密寸法測定、 
輪郭測定 

 

不問 話し合い 京都府 
久世郡 
個人 
3名 

軽-１ 

不問 話し合い 京都府 
宇治市 
300万円 
10名 

他-１ 

グラフィックデザインオフセット印刷機器一式、
上製本自動フルライン設備等 

販促物 グラフィックデザイン、
オフセット（平版）印
刷、加工、製版製作、
製本加工 

関西地域 話し合い 京都市 
山科区 
3600万円 
115名 

他-2

樹脂成形加工 
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　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、お気軽にご利用ください。 

○相　談　日 平成１４年７月の相談日は ９日（火）です。 
 平成１４年８月の相談日は１３日（火）です。 
○相談時間 １３：３０～１６：００です。 
○相談場所 当財団 相談室 
 京都市下京区中堂寺南町１３４（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.075-315-8590

遊休機械設備情報（売りたい・買いたい） 遊休機械設備情報（売りたい・買いたい） 

（平成１４年６月２７日調） 
売りたいコーナー 

形　式　・　能　力　等 機　　　械　　　名 希　望　価　格 

アルカリイオン水製造整水機 

小型旋盤 

オムコ（株）、３００リットル/ｈ 

江黒、ＧＬ－１２０、コレットφ１～２０ 

５０万円 

話し合い 

（平成１４年６月２７日調） 
買いたいコーナー 

形　式　・　能　力　等 機　　　械　　　名 希　望　価　格 

ポータブルスポット溶接機 

汎用旋盤 

不問 

５～６尺、板ブラス、四方チャック付 

話し合い 

５０万円 

＊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 

 

京都 
大阪 
奈良 
滋賀 

話し合い 一般木工機械 京都市 
南区 

1000万円 
6名 

 

木型 

 

木材加工～木型製
作 他-３ 

不問 話し合い ＤＴＰ製版設備、インターネット用サーバー 京都市 
下京区 
300万円 
5人 

ホームページ、 
CD-ROM等 

商業用デザインＨＰ
制作、印刷一般、
CD-ROM制作等 

他-４ 

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 

「ＢＰＮｅｔ」 
受注 
No.２１５ 
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専門家特別相談日の開設のお知らせ 専門家特別相談日の開設のお知らせ 

　当財団では、創業・ベンチャー企業および経営の向上をめざす中小企業の方々が事業展開を図る上での、様々
な問題解決について、専門家相談員が無料でお応えする『専門家特別相談日』（毎週木曜日）を開設しました。 

専門家相談員等の詳細は、財団のホームページをご参照ください。 
http://www.ki21.jp/information/specialist/SODAN/

申込み　　京都産業２１ 産業振興部 商業支援課までお申込ください。 
　　　　　 TEL 075-315-9090／FAX 075-315-9091　E-mail：retail@mail.joho-kyoto.or.jp 
　　　　　ホームページにおいてもご案内しています。なお、ホームページからも申込できます。 
　　　　　http://www.joho-kyoto.or.jp/̃retail/akindo/index.htm

　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 

　※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ください。 
　TEL 075-315-8591／FAX 075-315-9240　E-mail：setubi@ki21.jp

平成１４年７月１０日（水） 
１４：００～１５：３０ 
参加料：無　料 
定　員：１００名 
会　場：京都リサーチパーク内 

テーマ：儲け口の再発見！！これからのホームページ活性化策 
　　　　・休業中のサイト復活や活力化のため 
　　　　・アクセス増を図るために 
講　師：Ｍ＆Ｍ研究所　代表　三石　玲子　氏 
　　　　http://www.m-m.co.jp/

第
5
回 
○今月の相談日　　７月４日、１１日、１８日、２５日（いずれも木曜日） 
○相 談 時 間　　１０：００～１６：００ 
○相 談 場 所　　当財団 相談室 
○問合・申込先　　事前に新事業支援部経営革新課までご連絡ください。 
　　　　　　　　　　TEL 075-315-8848／FAX 075-323-5211　E-mail：kakushin@ki21.jp

毎週木曜
日 

開設 

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 

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） 

創業５年以上の企業者 創業１年以上～創業５
年未満の企業者 

「あきんど講座」開催のお知らせ 「あきんど講座」開催のお知らせ 
ここにも　ビジネスチャンス！　儲け口の再発見　～ホームページの活性化策～ 

課題解決には、先ず専門家相談員に相談を！！ 


