
※お問合せ先 ： 財団法人京都産業２１ 産業振興部 企業振興課　担当 ： 土屋 
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　当財団では、京都府内中小企業の広域的な受注機会の創出、自社開発製品、技術の販路開拓などの
マーケティング活動を支援するため、来る５月２１日（水）から２４日（土）までの４日間、インテックス大阪
にて日刊工業新聞社主催のビジネス＆テクノロジーフェア２００３関西に、京都産業２１コーナーを設け「展
示交流会ＫＹＯＴＯ ｉｎ ビジネス＆テクノロジーフェア２００３関西」を開催いたします。 
　続けて６月４日（水）から６日（金）までの３日間、同じくインテックス大阪にて（社）日本経営協会・大阪
商工会議所主催のビジネスシヨウＯＳＡＫＡ ２００３に、同じく京都産業２１コーナーを設け「展示交流会
ＫＹＯＴＯ ｉｎ ビジネスシヨウＯＳＡＫＡ ２００３」を開催いたします。 
　両展示交流会の京都産業２１コーナーにおいて、京都企業が各々ブースを設け、高度なものづくり技
術・自社開発製品・ビジネスモデル等を紹介します。何かしらのビジネスヒントをお持ち帰りいただけ
るものと考えております。ご来場、心よりお待ちいたしております。 
※本展示交流会を財団ホームページ「ＶＩＲＴＵＡＬ展示会」にて、ご紹介いたしております。 

http://www.ki21.jp/tenji/index.html

展示交流会 ＫＹＯＴＯ 開催 
ご来場、心よりお待ちいたしております 

　開催概要 
会　期：平成１５年５月２１日（水）から２４日（土）までの４日間 
　　　　〈１０：００～１７：００、最終日のみ１６：３０〉 
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 
　　　　ビジネス＆テクノロジーフェ２００３関西 京都産業２１コーナー 
入場料：１，０００円（但し、招待状持参者・事前登録者は無料） 
※招待券は本号送付時に１部、同封しております。 
　追加希望の方は、当財団企業振興課までお問合せください。 

　開催概要 
会　期：平成１５年６月４日（水）から６日（金）までの３日間 
　　　　〈１０：００～１７：００〉 
　　　　○招待日　　　６/４日（水）・５日（木） 
　　　　○一般公開日　６/６日（金） 
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 
　　　　ビジネスシヨウＯＳＡＫＡ ２００３ 京都産業２１コーナー 
入場料：無料（但し、招待日の入場には招待券又は事前登録票が必要） 
※招待券は本号送付時に１部、同封しております。 
　追加希望の方は、当財団企業振興課までお問合せください。 

展示交流会 ＫＹＯＴＯ ｉｎ 

展示交流会 ＫＹＯＴＯ ｉｎ 

京都から9社が出展！ 

京都から8社1団体が出展！ 

〈西日本最大の情報処理・　　　　 
通信機器・ソフトウェア・ 

　事務関連機器等の総合展示会〉 

〈西日本最大のモノづくり総合展〉 
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～ 知ろう 守ろう 考えよう みんなの人権 ～ 

 

■出展製品：パネル展示やパンフレット配布、屋上・壁面緑
化用ボード等により、微生物分解による環境にやさしいリサ
イクル技術とアイデアをＰＲいたします。 

■所在地 ： 〒６０４-８８２３　京都市中京区壬生松原町５６番地 
　　　　　ＴＥＬ：０７５-３２３-５４７７／ＦＡＸ：０７５-３２３-５４７７ 
■代表者 ： 渡邉　克廣　■担当部署 ： 事務局 
■ＵＲＬ ： ― 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｋｉｋａｎｓｈａ-００１＠ｔｈｅｍｉｓ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ 
■みどころ ： 従来の木質分解・利用技術の様々な問題点を
クリアし環境に安全で二次廃棄物を出さない技術を開発。又、
木質だけの分解にとどまらず様々な利用分野に応用できる
アイデアを提案致します。 

木質資源の環境リサイクルベンチャー 

基　　幹　　舎　〈Ｆ-１２２〉 

 

■出展製品：試作の相談・見
積り依頼については、「２時間
レスポンス」をお約束。京都
試作ネットのメンバーがモバ
イル端末をフル活用してコラ
ボレーションする仕組みをご
紹介します。 

■所在地 ： 〒６１５-００３４　京都市右京区西院西寿町５番地 
　　　　　　　　　　　（㈱最上インクス内） 
　　　　　ＴＥＬ：０７５-３１２-８７７５／ＦＡＸ：０２０-４６６９-８２９４ 
■代表者・担当者 ： 鈴木　三朗 
■ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｋｙｏｔｏ-ｓｈｉｓａｋｕ．ｃｏｍ 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｓｈｉｓａｋｕ＠ｋｙｏｔｏ-ｓｈｉｓａｋｕ．ｃｏｍ 
■みどころ ： インターネットや携帯端末等のＩＴを駆使、「顧
客の思いを素早く形に変える」をコンセプトにＢｔｏＢビジネ
スのネットワークを構築、「試作に特化したソリューション」
の提供を目的としたプラットフォームです。 

試作？そうだ京都に頼もう！ 

京都試作ネット　〈Ｆ-１２４〉 

 

■出展製品：１． 通信機能付きコントローラ《新製品》、２． マ
ルチファンクションＩＯカード ＰＣＩＸ-ＤＩＯ（６４）《新製品》、３． 
モータコントロールボード各種取り揃え 

■所在地 ： 〒６０１-８１１６　京都市南区上鳥羽鉾立町１１-２ 
　　　　　ＴＥＬ：０７５-６９３-３８７０／ＦＡＸ：０７５-６９３-３８７１ 
■代表者 ： 北村　雅司　■担当部署 ： 営業技術 
■ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋｙｏｐａｌ．ｃｏ．ｊｐ 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｓｕｐｐｏｒｔ＠ｋｙｏｐａｌ．ｃｏ．ｊｐ 
■みどころ ： 通信機能付コントローラは最大６４軸まで制御
可能で、通信ケーブルを用いてのデモンストレーションを展
開。ＰＣＩＸ-ＤＩＯ（６４）では、アプリケーション例のデモンスト
レーションを実演します。 

電子制御機器メーカー 

㈱キョーパル　〈Ｆ-１２３〉 

 

■出展製品：ＤＬＣ（ダイヤモンド・ライク・カーボン）膜の成
膜技術と成膜装置 

■所在地 ： 〒６１０-０２２１　京都府綴喜郡宇治田原町 
　　　　　　　　　　　大字湯屋谷小字西塔ヶ谷１番３３ 
　　　　　ＴＥＬ：０７７４-８８-４８１１／ＦＡＸ：０７７４-８８-３７０８ 
■代表者 ： 石井　庄司　■担当部署 ： 営業部 
■ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｐｅｋｕｒｉｓ．ｃｏ．ｊｐ 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｍ-ｓｕｇｉｈａｒａ＠ｐｅｋｕｒｉｓ．ｃｏ．ｊｐ 
■みどころ ： 高硬度、高潤滑性、高耐摩耗性をもつＤＬＣ（ダ
イヤモンド・ライク・カーボン）膜をプラズマイオン注入成膜
法により、高密着かつ三次元加工可能にした技術を紹介い
たします。 

ＤＬＣ（カーボン膜）による表面改質 

㈱栗田製作所　〈Ｆ-１１６〉 

展示交流会 ＫＹＯＴＯ ｉｎ 

「京都産業２１コーナー」出展企業紹介 
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■出展製品：・超精密プレス部品 ・精密成形部品 ・エラ
ストマー成形部品 ・複合成形部品 ・多色成形部品 ・自社
開発商品 ・ＥＭＳ商品 

■所在地 ： 〒６１０-０３４３　京都府京田辺市大住池島３-１ 
　　　　　ＴＥＬ：０７７４-６３-１８１１／ＦＡＸ：０７７４-６３-０６３０ 
■代表者 ： 家村　博史　■担当部署 ： 営業課 
■ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔａｋｅ-ｇｒｏｕｐ．ｃｏ．ｊｐ 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｋ-ｎａｗａｔｅ＠ｔａｋｅ-ｇｒｏｕｐ．ｃｏ．ｊｐ 
■みどころ ：  
　・プレス金型で匠な超精密プレス部品加工 
　・幅広い成形部品加工 
　・ＥＭＳ商品のトータルプランニング 
　　「企画のみで商品をお届けします」 

光る匠とトータルプランニング 

竹芝精巧㈱／竹伸精密㈱　〈Ｆ-１１９〉 

 

■出展製品：機構部、制御部、電源部等の組立品又はユニッ
ト組立品の写真パネル。機械加工部品（ステンレス・アルミ・
真鍮・銅・鋼・樹脂各種）。 

■所在地 ： 〒６１２-８３３８　京都市伏見区舞台町４１-４ 
　　　　　ＴＥＬ：０７５-６０３-２２３３／ＦＡＸ：０７５-６０３-２２７７ 
■代表者 ： 西嶋　晃次　■担当部署 ： 営業部 
■ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ１．ｏｄｎ．ｎｅ．ｊｐ/ｎｓｊｍｓ/ 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｎｓｊｍｓ＠ａｎｅｔ．ｎｅ．ｊｐ 
■みどころ ： ジャストインタイムに対応できる生産体制でお
客様に満足をお届けする弊社の高品質製品及び短納期製品
を見て下さい。セル生産・モジュール生産等でお客様の経
営資源を削減するお手伝いをいたします。 

『試作・難作・単作・量作』来れ！ 

㈱西嶋製作所　〈Ｆ-１１７〉 

 

■出展製品：検査測定事業部はパネルでご紹介し、販売チ
ームは話題のメシマをご紹介します。ベトナム事業部では、
パネル展示と自社のヘアーアイロン組立等の展示をさせて
頂きます。 

■所在地 ： 〒６１１-００４１　京都府宇治市槙島町落合１４４-７ 
　　　　　ＴＥＬ：０７７４-２８-１０４５／ＦＡＸ：０７７４-２８-１０４６ 
■代表者 ： 井上　仁良　■担当部署 ： 総務部 
■ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｐｒｏｎｉｃｓ．ｎｅｔ 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｐｌａｎｎｉｎｇ＠ｐｒｏｎｉｃｓ．ｎｅｔ 
■みどころ ： ベトナム事業部の開設で、本業の測定業務や
金型・成形（試作・量産）だけにとらわれず輸入による健康食
品の内容も充実でき、輸入雑貨の販売等、新たな多岐に渡
る営業展開ができるようになりました。 

愛と勇気と品質のプロニクス 

プロニクス㈱　〈Ｆ-１２１〉 

 

■出展製品：さまざまなプラスチックを成形後に着色した
もの。アクリル・ポリカ・ポリアセタール・ポリプロピレン・ポリ
エチレン・ポリアミドＰＶＣ・軟質ＰＶＣ　等 

■所在地 ： 〒６０３-８１６４　京都市北区紫野東御所田町２０ 
　　　　　ＴＥＬ：０７５-４３１-５１６６／ＦＡＸ：０７５-４３１-５１６９ 
■代表者 ： 村上　賢治　■担当部署 ： プラスチック染色部 
■ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍ-ｃ-ｓｙｓ．ｃｏｍ 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｍｕｒａｋａｍｉ＠ｍ-ｃ-ｓｙｓ．ｃｏｍ 
■みどころ ： 塗装でも、材料着色でもありません。プラスチ
ックを成形後に着色するので、自由な発想が可能です。 

新しいプラスチック成形品の着色です。 

㈱ ム ラ カ ミ　〈Ｆ-１２０〉 

 

■出展製品：●精密機械
加工製品（半導体製造装置
部品、航空機部品、精密機
械部品）●精密熱間鍛造部
品（車両エンジン部品、工
業用ミシン部品、産業機械
部品）他 

■所在地 ： 〒６２７-００４２　京都府中郡峰山町字長岡１６２０-１ 
　　　　　ＴＥＬ：０７７２-６２-０２６３／ＦＡＸ：０７７２-６２-６１７６ 
■代表者 ： 田中　　司　■担当部署 ： 事務局 
■ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｔａｎｇｏ-ｔｃ．ｊｐ 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｉｎｆｏ＠ｔａｎｇｏ-ｔｃ．ｊｐ 
■みどころ ： ２００社以上の機械金属関連企業が集積するハ
イテク総合産地として丹後機械金属業界を代表する１０企業
がそれぞれに自社の独自技術を紹介。 

丹後ハイテクランド 

丹後機械工業協同組合　〈Ｆ-１１８〉 
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■出展製品：①新商品・新規事業におけるコンセプト＆プロ
セス設定、ツール製作。②カラーマネジメントツール「スタ
ーフラッグ」。 

■所在地 ： 〒６０７-８３５８　京都市山科区西野うめ本町１３２-１ 
　　　　　ＴＥＬ：０７５-５９５-４５２０／ＦＡＸ：０７５-５９５-４５１５ 
■代表者 ： 遠藤　士郎　■担当者 ： 営業部　中島　正彦 
■ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｖｏｗｅｌ．ｏｒ．ｊｐ 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｅｄｋｙｏｔｏａ＠ｖｏｗｅｌ．ｏｒ．ｊｐ 
■みどころ ： ①新商品・新規事業展開に必要なコンセプトと
プロセス設定、ツール製作の実際をブースで体感して下さい！
　②ＤＴＰにおけるカラーマネジメント解決ツール、「スター
フラッグ」が体験できます！ 

夢を形に！夢・実行企業エンドー 

㈱ エ ン ド ー　〈２ＫＹ０８〉 

 

■出展製品：トナーカートリ
ッジのリサイクルによる、京都
発「２１世紀型ビジネスモデル」
の仕組みをご紹介いたします。 

■所在地 ： 〒６０１-８０３３　京都市南区東九条南石田町５ 
　　　　　　　　　　　 京阪バス十条ビル１Ｆ 
　　　　　ＴＥＬ：０７５-６８１-９１００／ＦＡＸ：０７５-６９３-４６２５ 
■代表者 ： 植木　力　　■担当者 ： 植木　力 
■ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃａｓｔａｎｅｔ．ｃｏ．ｊｐ 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｉｎｆｏ＠ｃａｓｔａｎｅｔ．ｃｏ．ｊｐ 
■みどころ ： ベンチャー企業がカンボジアの小学校に中古
文房具を送るボランティア活動がなぜできるのか？営業戦
略の根幹にボランティア活動を据えて急成長している我が
社の一端をご覧ください。 

ボランティア活動と事業との融合 

㈱カスタネット　〈２ＫＹ０１〉 

 

■出展製品： 
●変革の最強のリスクマネジメントプログラム 
●儲かる展示会の見込み客獲得プログラム 
●モチベーションコーチングで楽しく儲かる　等 

■所在地 ： 〒６１５-００２４　京都市右京区西院矢掛町３２ 
　　　　　ＴＥＬ：０７５-３２２-７０７０／ＦＡＸ：０７５-３２５-２７７０ 
■代表者 ： 河合　登世子　■担当者 ： 営業部　眞野　崇志 
■ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋａｗａｉｐｒｏ．ｃｏｍ 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｍａｎｏ＠ｋａｗａｉｐｒｏ．ｃｏｍ 
■みどころ ： 現状把握から、それに基づく最大の効果が見
込めるプランニング、そして、社員がモチベーションアップし
て実践できる施策。これらのワンストップソリューションで、
私達は出来そうで出来ない企業の課題をトコトン解決して
います。そのプログラムの一部をご覧下さい。 

出来そうで出来ない企業の課題をトコトン、解決 

㈱カワイプロ　〈２ＫＹ０６〉 

 

■出展製品：ＣＤ-ＲＯＭ駆動サーバーソフトウェアシリーズ。
　ファイルサーバー「だいこん」、ディスク完全消去ツール「ピ
ーマンＦＤ」「ピーマンＰＲＯ」。そして、展示会において、新
製品を発表いたします。 

■所在地 ： 〒６１２-８３６９　京都市伏見区村上町３８２ 
　　　　　ＴＥＬ：０７５-４９４-６７００／ＦＡＸ：０７５-４９４-６７１０ 
■代表者 ： 野村　清治　■担当者 ： 野村　清治 
■ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋｉｒａｌａ２１．ｃｏｍ 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｎｏｍｕｒａ＠２１ｊｐ．ｃｏｍ 
■みどころ ： サーバーＯＳでも、アプライアンスサーバーで
もない、新しいサーバーのかたちです。ＣＤ-ＲＯＭゲーム機
のように、パソコンにＣＤ-ＲＯＭを入れるだけで、使用できて
しまうソフトウェアシリーズ。その驚きを、感じてください。 

ＣＤ-ＲＯＭ駆動サーバーソフト 

㈲ キララ2 1　〈２ＫＹ０５〉 

展示交流会 ＫＹＯＴＯ ｉｎ 

「京都産業２１コーナー」出展企業紹介 
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■出展製品：●セキュリ
ティ面を重視したドキュ
メント管理システム〈Ｆｅ
ＳＩＡｍａｓｔｅｒ〉　●ＬＥＤ、
音声によるネットワーク
通知配信システム〈多目
的監視システム〉 

■所在地 ： 〒６００-８８１５　京都府京都市下京区中堂寺粟田町９３ 
　　　　　　　　　　　京都リサーチパーク４号館７階 
　　　　　ＴＥＬ：０７５-３２６-１５５０／ＦＡＸ：０７５-３２６-１５６０ 
■代表者 ： 荒木　武彦 
■担当者 ： 企画開発部　営業課　前川浩昭 
■ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｅｉｓ．ｃｏ．ｊｐ 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｏｆｆｉｃｅ＠ｓｅｉｓ．ｃｏ．ｊｐ 
■みどころ ： 従来の文書管理の仕組みに加えて、セキュリテ
ィ面を重視した文書管理製品や、インターネット対応のＬＥＤ
表示機及び音声出力装置へのネットワークによるデータ配
信の仕組みなど、様々なご要望にお応えします。 

常にお客様の立場で考え、製品、サービスを提供します。 

星和情報システム㈱　〈２ＫＹ０９〉 

 

■出展製品：生産管理ＤＢ
とＷＥＢを完全統合したファ
イル管理「コンテンツサーバ」
驚きの短納期、低コストを実
現する自動組版「ｉＷＡＶＥ」 ■所在地 ： 〒６１５-０００７　京都市右京区西院上花田町８-２ 

　　　　　ＴＥＬ：０７５-３１５-８９１０／ＦＡＸ：０７５-３２１-５８０４ 
■代表者 ： 瀧　静子　■担当者 ： 企画戦略室　瀧　麻由香 
■ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｌｏｖｅ．ｃｏ．ｊｐ 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｍａｙｕｋａ＠ｍａｙｕｋａ．ｃｏ．ｊｐ 
■みどころ ： 高精度・短納期・低コストでカタログやＤＶＤ等
の販促ツールを生み出す太洋堂の戦略術。ＤＢと直結して
いるからこそできる一意のファイル管理。ＷＥＢ環境を利用
したオンライン校正でスピードＵＰ実現！ 

デジタルデータ活用戦略術 

㈱ 太　 洋 　堂　〈２ＫＹ０７〉 

 

■出展製品：特許明細書作成支援「Ｐａｔｅｎｔ　Ｃｒｅａｔｏｒ」、 
　　　　　　ＴＲＩＺツール「ＴｅｃｈＯｐｔｉｍｉｚｅｒ」、 
　　　　　　ナレッジマイニング「Ｋｎｏｗｌｅｄｇｉｓｔ」 

■所在地 ： 〒６００-８８１３　京都市下京区中堂寺南町１３４番地 
　　　　　ＴＥＬ：０７５-３２２-１２２８／ＦＡＸ：０７５-３１５-８８４３ 
■代表者 ： 小川　睦美 
■担当者 ： 知的財産権担当　マネージャー　山口　博也 
■ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｈｙｐｅｒｔｅｃｈ．ｃｏ．ｊｐ 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｙａｍａｇｕｃｈｉ＠ｈｙｐｅｒｔｅｃｈ．ｃｏ．ｊｐ 
■みどころ ： 貴社の開発／特許業務を強力にサポートする
ソフトウェアを展示させて頂きます。これらのソフトウェアを
利用することで、課題解決時のアイデア出しや特許調査、明
細書作成等の業務の効率ＵＰが図れます。 

貴社の特許戦略をサポート！ 

㈱ハイパーテック　〈２ＫＹ０４〉 

 

■出展製品：Ｗｅｂカタログ営業支援システム“ＷｅＣｏｍＶｉ
ｓｉｏｎ”を始めとするＷｅｂソリューション。 

■所在地 ： 〒６００-８４３１　京都市下京区綾小路通り新町東入 
　　　　　　　　　　　善長寺町１４３　マスギビル５階 
　　　　　ＴＥＬ：０７５-３４２-４６２３／ＦＡＸ：０７５-３４２-４６２５ 
■代表者 ： 馬場　喜芳　■担当者 ： 総務部　川野　えり子 
■ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｖａｎｓｏｆｔ．ｃｏ．ｊｐ 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｖａｎｔｅｃ＠ｖａｎｓｏｆｔ．ｃｏ．ｊｐ 
■みどころ ： ＷｅＣｏｍＶｉｓｉｏｎには次のようなメリットがあり
ます。１）情報提供のスピードアップとコストダウン。２）Ｗｅｂ
の特徴を生かした多面的な販売促進。３）デジタルデータの
有効活用・情報共有 

カタログＷｅｂ化営業支援ツール 

バンテック㈱　〈２ＫＹ０３〉 

 

■出展製品：検査測定事業部はパネルでご紹介し、販売チ
ームは話題のメシマをご紹介します。ベトナム事業部では、
パネル展示と自社のヘアーアイロン組立等の展示をさせて
頂きます。 

■所在地 ： 〒６１１-００４１　京都府宇治市槙島町落合１４４-７ 
　　　　　ＴＥＬ：０７７４-２８-１０４５／ＦＡＸ：０７７４-２８-１０４６ 
■代表者 ： 井上　仁良 
■担当者 ： 海外支援チーム　山本　泉 
■ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｐｒｏｎｉｃｓ．ｎｅｔ 
■Ｅ-ｍａｉｌ ： ｐｌａｎｎｉｎｇ＠ｐｒｏｎｉｃｓ．ｎｅｔ 
■みどころ ： ベトナム事業部の開設で、本業の測定事業や
金型・成形（試作・量産）だけにとらわれず輸入による健康食
品の内容も充実でき、輸入雑貨の販売等、新たな多岐に渡
る営業展開ができるようになりました。 

愛と勇気と品質のプロニクス 

プロニクス㈱　〈２ＫＹ０２〉 
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話合い  不問 ５００～５０００／ｌｏｔ 

機-１ 

月末日〆 
翌月末日支払 
 

全額現金 

シチズンＬ１２型・Ｌ１６型・ 
Ｌ２０型 

ＮＣ旋盤加工、
φ３～１６（主に
φ３～６） 

フェルール 
（精密金具） 

京都市 
伏見区 
５００万円 
１６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 

機械組立工具、電気配線工具他 

タレパン、プレス、レーザー加工機、カウンターラ
インカット機・吹き付け機、カウンター硬化ライ
ン、ゲルコーター、真空成形機他 

アマダプレス（８０ｔ・６０ｔ・３５ｔ）、フレクションプレ
ス８０ｔ、シャーリング他 

京都市 
右京区 
個人 
１名 

自動車部品、弱電部品 

半導体関連装置、 
制御関連機器 

産業用プラント、住宅
設備機器、特注ステン
レス製品、特注樹脂製
品 

メカトロ組立、 
電気設計 

金属プレス加工、銀
ロー付加工、カシメ
加工 

機-１ 

不問 話し合い 

不問 話し合い 

関連設備一式 

京都市 
上京区 
個人 
９名 

京都市 
伏見区 
１５００万円 
２８６名 

産業用電子機器 基板実装から組立・
調整・検査・梱包ま
での一貫生産 

機-２ 

機-３ 

不問 話し合い 京都府 
久御山町 
１０００万円 
２５名 

機-４ 

「ＢＰＮｅｔ」 
受注 
No.２５４ 

「ＢＰＮｅｔ」 
受注 
No.２５６ 

ＩＳＯ９００１取得、
特に価格につ
いて相談可 

アルミ材２．０ｔ 
１０５０材質 
３００×１０００ 
安値で売ります 

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 

 
 

１０～５０万円 

話合い  不問 ５０～１００／ｌｏｔ 

繊-１ 

２０日〆 
翌月２０日支払 
 

全額現金 

本縫いミシン、 
オーバーロックミシン 

縫い放し 婦人ブラウス・スカ
ート 

京都府 
宇治市 
１０００万円 
１５名 

 
 

話合い 

話合い 不問 ７００～８００ 

繊-２ 

３０日〆 
翌月１５日支払 
 

全額現金 

関連設備一式 縫い放し 婦人ブラウス 
（台えりシャツブラ
ウス、一部柄合せ
有り） 

大阪市 
旭区 

１３００万円 
１２名 

 
 

＠３８０ 

 

ステンレスの製缶板
金加工・特殊溶接加
工 

熱硬化性射出成形機、可塑性射出成形機、
（トラバス・ベルトコンベアー付） 

弱電部品・カメラ用部
品他 

ＮＣ旋盤自動機、ＮＣ旋盤、ドリルセンタータップ
加工機、多軸ボール盤、洗浄機、真円度計、面
粗計 

精密機械部品 切削加工（アルミ・
ステンレス等）、試作
～量産 

 

 

 

不問 話し合い 京都市 
伏見区 
３００万円 
１０名 

機-５ 

不問 話し合い 京都府 
福知山市 
３００万円 
３名 

機-６ 

各種工作機械計７０台、３次元測定機 産業機械、分析装置 （設計～）加工～組
立（一貫製作）、１個
～量産 

不問 話し合い 京都市 
北区 

１２００万円 
４６名 

機-７ 

射出成形加工・金
型同時受注 

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１５年４月２５日調） 
発注コーナー 

あっせん情報  あっせん情報  

（平成１５年４月２５日調） 
受注コーナー 
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不問 話し合い 関連設備一式 京都府 
丹後町 
個人 
７名 

 

婦人水着全般 

 

繊-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 

 三菱シーリングセンターＶ３６０、ラム型フライ
ス盤２＃、横型フライス盤１＃、立型フライス
盤１．５＃等 

一般産業用機械部品 フライス加工（ステ
ンレス・アルミ等） 

縫製～糸切り 

不問 話し合い 京都市 
南区 

３００万円 
２名 

機-８ 

＊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 パソコン、その他開発環境一式 京都府 
京田辺市 
１０００万円 
５名 

設計・制御システム、
計測データ処理シス
テム、シュミレーショ
ン・解析ソフト 

他-１ 

Ｗｅｂアプリケーショ
ン作成、Ｗｅｂデータ
ベース構築、インタ
ーネットインフラ整備 

　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法律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１５年５月の相談日は１３日（火）です。 
 平成１５年６月の相談日は１０日（火）です。　 
○相談時間 １３：３０～１６：００ 
○相談場所 当財団 相談室 
○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 

専門家特別相談日のお知らせ 専門家特別相談日のお知らせ 
課題解決には、先ず専門家相談員に相談を！！ 

　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
ています。ぜひご活用ください。 

○ ５  月の相談日　　８日、１５日、２２日、２９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 
○問合せ・申込先　　事前に相談内容を当財団 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 
　　　　　　　　　　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/

毎週木曜
日 

開設 

「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 
あきんど講座　１００回記念・マーケティングセミナー 

申込み　　当財団 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

第
5
回 

平成１５年５月２１日（水） 
１３：３０～１５：３０ 
参加料：無料 
定　員：１５０名 
会　場：京都リサーチパーク内 

テーマ：活き活き京都のマーケティング戦略 
　　　　　～感動を生みだす賑わいづくり～ 
　　　　　“ええーっ、そうなんや！ ” 
講　師：マーケティングコンサルタント　西川りゅうじん 氏 
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財団の事務局新体制 財団の事務局新体制 
　当財団では、平成１５年４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。 

〈新「北部支所」の所在地〉 
〒６２７-００１１　京都府中郡峰山町丹波１３９-１（京都府織物・機械金属振興センター内） 
TEL.0772-69-3675／FAX.0772-69-3880　E-mail：n-shisho@ki21.jp

　平成１５年４月１日から「北部支所（福知山市）」と「北部支援室（峰山町）」を統合し、府北部地域の拠点と
して、新「北部支所」がスタートしました。 
　京都工芸繊維大学丹後サテライトオフィスも併設しておりますので、積極的にご活用ください。 
　なお、旧北部支所（福知山市）は、平成１５年３月３１日をもって閉鎖いたしました。 

府北部地域の拠点・新「北部支所（峰山町）」をご活用ください 

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 
　　副主任　　　　　田村　浩二 
　企画広報課 
　　課長　　　　　　森西　栄治 
　　主任　　　　　　鳴海　勢介 
　　副主任　　　　　鈴木　陽介（兼務） 
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　　　　　　石田　　豊 
　　主幹　　　　　　吉岡　　博（兼務） 
　　主任　　　　　　内田　真人 
　　業務推進役　　　家田　清司 
　　副主任　　　　　鈴木　陽介（兼務） 
　　主事　　　　　　土屋　幹代 
　商業支援課 
　　課長（兼）　　　浅野　久廣 
　　課長補佐　　　　澤井　照明 
　　業務推進役　　　河野　修一 
　設備助成課 
　　課長　　　　　　駒　　忠恭 
　　主幹　　　　　　吉岡　　博（兼務） 
　　課長補佐　　　　小嶋　秀和 
　　業務推進役　　　富田　　修 
企業連携支援チーム 
　　審議役・チームリーダー 
　　　　　　　　　　稲田　文義 
 
経営支援相談員　　　江川　宗治 
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 

産業情報部 
　　部長事務代理　　徳田　秀明 
　会員サービス推進グループ 
　　審議役・グループ長 
　　　　　　　　　　徳田　秀明 
　　担当課長・副グループ長 
　　　　　　　　　　井上　正一 
　　主任　　　　　　巽　　健次 
　ＩＴ推進グループ 
　　副主任　　　　　魚島　和晃 
新事業支援部 
　　部長　　　　　　村山　芳登 
　　審議役　　　　　江崎　幹夫 
　　次長　　　　　　坂本　悦二 
　新事業課 
　　課長事務取扱　　江崎　幹夫 
　　担当課長　　　　鷲野　信雄 
　　主任　　　　　　小寺　祐人 
　経営革新課 
　　課長（兼）　　　坂本　悦二 
　　課長補佐　　　　林　　　靖 
　　主任　　　　　　安東　正浩 
　技術支援課 
　　課長　　　　　　新田　　稔 
　　主幹　　　　　　松永　行利 
　　主任　　　　　　坪内　貴子 
 
北部支所 
　　所長　　　　　　大江　　肇 
　　所長補佐　　　　野村　泰好 
けいはんな支所 
　　所長　　　　　　金田　　修 
 
 
中小企業特別相談員　　町　眞次　　前田　勝彦 

退任（３月３１日付け） 
産業情報部 
　審議役　　　　上北　広信 
新事業支援部 
　部長　　　　　加藤　　　 
 

 
　主幹　　　　　篠田　雅浩 
　課長補佐　　　廣野　　均 
　業務推進役　　嘉戸　達雄 
 

北部支所 
　所長　　　　　大槻　泰徳 


