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中小企業テクノフェア２００３開催予告 
平成１５年度第１回受注登録企業動向調査結果報告 
ＴＯＰＩＣＳ ＆ ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ 
「第７回異業種京都まつり 出展グループ・企業」募集のご案内 
「１５年度起業家セミナー受講生」募集のご案内 
「京都ＭＯＴ講座受講生」募集のご案内 
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～いいね！未来へ　この技術～ 京都から１０社１グループが出展！ 
　中小企業テクノフェア２００３実行委員会（当財団、都道府県中小企業振興機関及び全国下請企業振興協会にて構成）では、
「いいね！未来へ　この技術」をテーマに全国中小企業の優秀な技術、製品等を一堂に展示し、中小企業の製品開発力、加
工技術等を紹介するとともに、商談を通じて新規取引先の開拓及び広域的な受注機会の増大を図り、中小企業の自立化、
国際化の促進や地域経済の活性化を図ることを目的に「中小企業テクノフェア２００３」を開催いたします。 
　今回の展示会は、市場創出・販路開拓による経営革新の促進を目的とする「２００３中小企業ビジネスフェア」（経済産業
省中小企業庁・各経済産業局主催）並びに異業種交流グループ及び創造活動促進法の認定事業者などの総合見本市「中
小企業ビジネス・メッセ２００３」（中小企業異業種交流財団主催）と合同で、「中小企業総合展２００３」として開催されます。 
　また、東京・大阪の両会場においては、「モノづくり日本　明日への飛躍！」をテーマに各界の有識者による講演とパネル
ディスカッションが予定され、特に大阪会場では近畿ブロック合同広域商談会も併催して、豊富な情報の収集、新たなるビ
ジネスチャンスを掴む場となるよう企画しております。 
　多数のご来場お待ちしております。詳しくはホームページをご覧ください。（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｍｅ-ｔｆ．ｏｒｇ） 
※なお、出展企業のご紹介やイベントの概要は、次回９月号の財団ニュースに掲載いたします。 

※お問合せ先：当財団　産業振興部　企業振興課 
TEL 075-315-8590／FAX 075-315-9240　E-mail:kigyo@ki21.jp

「中小企業総合展２００３」 

場　　　所：インテックス大阪２号館 
　　　　　　大阪市住之江区南港北１－５－１０２ 
日　　　時：平成１５年９月１０日（水）～１２日（金） 
　　　　　　１０：００～１７：００（最終日１６：００終了） 
同時開催展：中小企業ビジネスフェア、中小企業ビジネス・メッセ、

外食産業フェア、西日本玩具見本市、管工機材設備総
合展 

場　　　所：東京ビッグサイト　東２・３ホール 
　　　　　　東京都江東区有明３－２１－１ 
日　　　時：平成１５年１０月２９日（水）～３１日（金） 
　　　　　　１０：００～１７：００（最終日１６：００終了） 
同時開催展：中小企業ビジネスフェア、中小企業ビジネス・メッセ、

メガネの国際総合展、東京国際自転車展 

大阪会場 

■名　　称：中小企業テクノフェア２００３ 
■テ ー マ：「いいね！未来へ　この技術」 
■主　　催：中小企業テクノフェア２００３実行委員会 

開催概要 

東京会場 

入場無料 

大阪会場 ９月１０日（水）～１２日（金）　インテックス大阪 

東京会場 １０月２９日（水）～３１日（金）　東京ビッグサイト 
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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/report/index.htm

　このたび、平成１５年６月末を調査時点に、府内受注登録企業３００社を対象にアンケート方式で
実施した動向調査の概要を紹介します。（回答企業２１８社、回収率７２．７％、前回調査時点：３月末） 

回答企業の概要（業種別） 

①鉄鋼・非鉄関係　１０．１％（２２社）　　　②金属製品関係　　１６．５％（３６社）　　　③一般機械関係　１７．４％（３８社） 

④電気機器関係　１５．１％（３３社）　　　⑤輸送用機器関係　 ８．３％（１８社）　　　⑥精密機器関係　１１．５％（２５社） 

⑦縫製関係　　　　１１．９％（２６社）　　　⑧樹脂製品関係　　 ９．２％（２０社） 

平成１５年度第１回受注登録企業動向調査結果報告 平成１５年度第１回受注登録企業動向調査結果報告 
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〔図１〕受注量について【全体】 
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〔図２〕受注量の見通しについて【全体】 
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〔図３〕受注単価について【全体】 
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〔図４〕資金繰りについて【全体】 
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〔図５〕採算状況について【全体】 
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〔図６〕受注余力について【全体】 
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2． 受注量について 〔図１〕 

　「増えた」（増加又はやや増加）とする企業が２９．
３％で前回調査と比べて２．０ポイント減少し、「減った」
（減少又はやや減少）とする企業は３４．０％で、前回
調査と比べて１．０ポイント減少している。依然として、
「減った」とする企業が、「増えた」とする企業を上
回っている。 

3． 今後（３ヶ月先）の受注見通し 〔図２〕 

　「増加」とする企業が１８．３％で前回調査と比べ
て３．８ポイント増加し、「減少」とする企業が２７．５％
で前回と比較して４．３ポイント減少しているものの、「不
変」が５割を上回っており、依然として厳しい見通し
となっている。 

4． 受注単価について 〔図３〕 

　０．５％と僅かながら「上昇」が見られるものの、前
回調査と比較して０．９ポンイトのマイナスである。また
「不変」が６割を超えており厳しい状況は継続して
いる。 

5． 資金繰り及び採算状況 〔図４、５〕 

　「好転」とする企業は４．６％、「悪化」とする企業
が３１．２％で、「悪化」が「好転」を大幅に上回って
いる。前回調査と比べると「悪化」が３．８ポイント減
少しつつ、僅かに「好転」が増加しているものの、「不
変」が大半を占めている。また、依然として「赤字」
が「黒字」を大きく上回っており、依然厳しい状況が
続いている。 

6． 受注余力 〔図６〕 

　余力「あり」とする企業が前回調査と比べて０．７
ポイント増加し８３．９％と、ほとんどの企業で受注余力
があり、受注確保の難しさがうかがえる。 

１． 調査結果概要 

　府内下請中小企業の景況は、ほぼ横ばい傾向と
なっており、依然厳しい状況が続いているものの、先
行きにやや明るい兆しも見え始めている。 

～ 知ろう 守ろう 考えよう みんなの人権 ～ 
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ＴＯＰＩＣＳ ＆ ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ ＴＯＰＩＣＳ ＆ ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ 
「創援隊」隊員募集！！　～ベンチャー企業の販路開拓に力を貸してください～ 
　京都府と京都産業２１では、ベンチャー企業の販路開拓を支援する「創援隊」の隊員を現在募集しています。 
　優れた技術をもち、製品開発に取組みながらも販路開拓のノウハウや人脈のないベンチャー企業に対し、販
路開拓をサポートしようとする組織です。 
　趣旨にご賛同いただける民間企業ＯＢやベンチャー支援グループなど応援団として篤い志をもつ方々のご参
加をお待ちしています。 
　ベンチャー企業の販路開拓、ビジネスマッチングにぜひ、あたなのお力をお貸しください。 
＜問い合わせ先＞ 
　◆京都府商工部産業活力支援室　新産業推進チーム　三田、岡本 
　　TEL 075-414-4854　E-mail:mita.shin@cid.mtc.pref.kyoto.jp 
　◆京都産業２１　新事業支援部　新事業課　泉、小寺 
　　TEL 075-315-8848　E-mail:shinjigyo@ki21.jp 
　　ホームページにおいても概要をご案内しております。 
　　http://www.ki21.jp/information/souentai/index.htm 
 

「京都ビジネスパートナー交流会２００４」出展企業募集中 
　京都府内の中小企業が製造したオリジナル製品、ＩＴや特殊技術を駆使した加工部品を展示し、府内外のメ
ーカー等に広く紹介し、新たなビジネスパートナーの発掘の場として「京都ビジネスパートナー交流会２００４」を開
催します。 
　ただいま、出展企業を募集しています。今回は２日間にわたって開催しますので、中小企業の皆様の積極的な
ご参加をお待ちしております。 
会　期：２００４年２月１７日（火）～１８日（水）＜２日間＞ 
　　　　午前１０時～午後５時［２日目は４時３０分終了］ 
会　場：国立京都国際会館イベントホール（京都市左京区宝ヶ池） 
出展料：Ａタイプ（Ｗ２４７５×Ｄ１９８０×Ｈ２５００）／５万円 
　　　　Ｂタイプ（Ｗ１９８０×Ｄ９９０×Ｈ２５００）／３万円 
　　ホームページにおいても概要をご案内しております。 
　　http://www.ki21.jp/information/BPkoryu2004/index.htm 
　　詳しい内容については、当財団　産業振興部　企業振興課までお問合せください。 
　　TEL 075-315-8590／FAX 075-315-9240　E-mail:kyotofair@ki21.jp 
 

ＩＴ講習会９月開催分の御案内 
　 
 
 
 
 
 
 
講習時間：午前１０時～午後５時 
講習会場：京都府産業プラザ２Ｆ会議室（または５Ｆ第４会議室） 
申込締切：各講習会開催３日前 
定　　員：各講座の定員は１８名です。 
　　　　　定員を超えた場合は先着順とさせていただきます。 
申込方法：受講ご希望の方はホームページからお申込みください。 
　http://www.joho-kyoto.or.jp/̃center/kiic/kousyu/index.html 
※受講料にはテキスト代を含みます。 
※京都インターネット利用研究会の会員につきましては、受講料の半額を研究会より補助いたします。 
　詳しい内容については、当財団　産業情報部までお問合せください。 
　TEL 075-315-8677／FAX 075-314-4720　e-mail:suisin@mail.joho-kyoto.or.jp

 

難易度 

★★★ 

★★ 

★ 

受講料 

４，５００円 

５，０００円 

３，５００円 

開催日 

９月８日 

９月１１・１２日 

９月１８日 

Ｅｘｃｅｌデータベースコース ～営業活動に役立つデータ分析・活用手法～ 

ホームページビルダー初級コース ～目を惹く多彩なホームページ作成～ 

ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔコース ～２００％好感度ＵＰ！魅せるプレゼン資料の秘訣～ 

コ　　ー　　ス　　名 

※コースの難易度は、★の数が多いほど高難易度になっています。 
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「第７回異業種京都まつり 出展グループ・企業」募集のご案内 「第７回異業種京都まつり 出展グループ・企業」募集のご案内 

　急激なＩＴ技術の革新、国際化の進展、消費者ニ

ーズの多様化など企業を取り巻く社会経済環境は

大きく変化しています。こうした状況の中、企業が成

長を遂げていくためには異分野の企業の持つ技術

力、マーケティング力、経営ノウハウ、情報などの企業

資質を相互に活用しあう事により、企業体質の強化

や新規事業の開拓を行う異業種交流、融合化が大

きな力になり、重要な経営戦略の一つとして捉えるこ

とができます。こうした、異業種交流活動をより一層

推進するため、企業または異業種交流グループの新

技術・新製品発表の場、市場開拓、起業化の場、そして、ビジネスパートナーの発掘の場として「第７回 異業種京

都まつり」を開催いたします。 

　この機会にぜひ、積極的にご出展ください。 

  

 

　１．テーマ　　「みんなでコラボ　おもしろ交流」 

　２．日　時　　平成１５年１０月２３日（木）　午前１０時３０分～午後４時３０分 

　３．場　所　　京都全日空ホテル　京都市中京区堀川通二条城前　TEL 075-231-1155 

　４．内　容　　テーブル交流会　［午前１０時３０分～午後４時３０分］ 

　　　①コンセプト：異業種交流グループ及び企業の新商品・新技術の発表の場、市場開拓、起業化の場と

して開催いたします。 

　　　②募 集 小 間：８０小間 

　　　③基 礎 小 間：１８０ｃｍ×９０ｃｍの長テーブル及び後ろにパーテーションを立てます。 

　　　　　　　　　　社名板は事務局でご用意いたします。 

　　　④基礎小間料：１小間　１５，０００円 

　　　　　　　　　　なお、出展物に電気及び電話回線を使用される場合、電気電話工事費及び使用料を

別途５，０００円頂戴いたします。 

　５．出　展 

　　　①搬入・搬出は当日（１０月２３日）行ないます。［搬入：午前９時～　搬出：午後４時３０分～］ 

　　　②小間の配置は出展内容、小間数などを考慮して主催者が決定します。 

　　　③出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと主催者が判断した場合、申込み受付を保留またはお断り

する場合があります。 

　　　④小間料は、開催日に徴収させて頂きます。 

　　　⑤出展者説明会は１０月中旬を予定しています。 

　　　⑥電話回線の使用については、会場の都合上５本までとしています。（別途料金が必要） 

　　　⑦出展物の管理、保管について、天災、火災、盗難、紛失その他不可抗力による事故が発生した場合、事

務局はその責任を負いませんのでよろしくお願いします。 

 

　ホームページにおいてもご案内しております。 

　http://www.joho-kyoto.or.jp/̃igyoushu/maturiboshu.htm 

　詳しい内容については、当財団 産業情報部（担当 巽）までお問合せください。 

　TEL 075-315-8677／FAX 075-314-4720　E-mail:tatsumi@mail.joho-kyoto.or.jp

開 催 要 領  
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「１５年度起業家セミナー受講生」募集のご案内　あなたの夢を応援します！ 「１５年度起業家セミナー受講生」募集のご案内　あなたの夢を応援します！ 
～起業のチャンス拡大！！最低資本金規制免除～ 

　当財団では、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。 
　創業者の体験談や、ビジネスプランの作成方法、税務・財務や資金計画、マーケティングなど事業の立上げや経
営に必要な基礎的知識と実践力を身につけていただけます。 
　受講を希望される方は、積極的にお申し込みください。 

＜日 　 　 時＞　平成１５年　 ９月　１３日（土）、２０日（土）、２７日（土） 
　　　　　　　　　 　１０月　 ４日（土）、１１日（土）、２５日（土） 
　　　　　　　　　※時間は、午前１０時から午後５時まで 
　　　　　　　　　（但し、第１日目は午後１時から午後５時まで） 
＜会 　 　 場＞　京都府産業プラザ５階　第２研修室 
　　　　　　　　　京都市下京区中堂寺南町１３４番地（七本松通五条下ル東側） 
＜内 　 　 容＞　創業者の体験談やビジネスプランの作成法、税務・財務や資金計画、マーケティングなど事

業の立上げや経営に必要な基礎的知識と実践力を身につけることを目標とします。 
　　　　　　　　　また、受講生は、セミナー終了後、ビジネスプランなど起業に関する専門家の個別指導を３回

まで受けることができます。 
　　　　　　　　　※カリキュラムは、ホームページにおいてもご案内しております。 
　　　　　　　　　http://www.ki21.jp/information/entre_semi2003/ 
＜対　象　者＞　次のいずれかの条件を満たし、かつ、全課程に出席可能な方 
　　　　　　　　　①できるだけ具体的なビジネスプランをもって、起業をめざしている京都府内に在住・在勤・在

学している方または京都府内で起業しようとしている方 
　　　　　　　　　②京都府内で創業後１～２年程度の方 
＜定 　 　 員＞　３０名（定員を超えた場合は、書類選考により受講者を決定します。） 
＜参　加　費＞　無料 
＜申 込 方 法＞　所定の申込書（Ｗｏｒｄ形式様式）にご記入の上、平成１５年８月２７日（水）までに、下記申込・

問合せ先まで郵送、ＦＡＸまたは電子メールでお申し込みください。　 
＜申込・問合せ＞　詳しい内容については、当財団 新事業支援部 新事業課までお問合せください。 
　　　　　　　　　TEL 075-315-8848／FAX 075-323-5211　E-mail:shinjigyo@ki21.Jp

「京都ＭＯＴ講座受講生」募集のご案内 「京都ＭＯＴ講座受講生」募集のご案内 
～スピンオフを視野に入れた実践ＭＯＴ教育～ 

　当財団と（財）大学コンソーシアム京都では、府内の社会人や理工系大学生を対象に、高い技術力に経営能
力を備えた人材を育成して、ベンチャー企業の創業や第２創業に結びつけることを目的とし、以下のとおり「京都Ｍ
ＯＴ講座」（受講料無料）を開催します。（募集期間は８／２６～９／５の予定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホームページにおいても概要をご案内しております。 
http://www.consortium.or.jp/consortium/mot/index.html 
詳しい内容については、（財）大学コンソーシアム京都「京都ＭＯＴ教育研究会」事務局までお問合せください。 
TEL 075-353-9105／E-mail:mot@consortium.or.jp

 
 
１ 
２ 
３ 
４ 
 ５ 

 ６ 

７ 
８ 
９ 
 １０ 

第１講座 
１３：３０～１４：４０ 

経営概論①　　　　　 
マーケティング論　　 
ケース①　　　　　　 
財務①※　　　　　　 
研究開発における資金 
調達方法　　　　　　 

 技術の商用化、資金化 

特許戦略と知的財産① 
技術経営実践講義①　 
情報マネジメント①　 
レポート提出・発表　 
（プレゼンテーション） 

第２講座 
１４：５０～１６：００ 

経営概論②　　　　　 
マーケティング戦略論 
ケース②　　　　　　 
財務②※　　　　　　 

 技術の金銭的評価方法 
技術の金銭的価値の向 
上と創造　　　　　　 
特許戦略と知的財産② 
技術経営実践講義②　 
情報マネジメント②　 
レポート提出・発表　 
（プレゼンテーション） 

第３講座 
１６：１０～１７：２０ 

 
 
 

財務③※　　　　　　 
 
　 
 
　 

特許戦略と知的財産③ 
 

質疑応答　　　　　　 
 講評・質疑応答　　　 

 
講　　師 

柳　原　範　夫 
柳　原　範　夫 
柳　原　範　夫 
辻　本　真　也 

 川　北　眞　史 

 川　北　眞　史 

木　村　進　一 
辻　　　　　理 
井　上　一　郎 

 柳　原　範　夫 

月　日 
（土） 
９月１３日 
９月２０日 
１０月 ４日 
１０月１１日 

 １０月２５日 

 １１月 １日 

１１月１５日 
１１月２２日 
１２月 ６日 

 １２月１３日 

＊“ゲーム感覚で学ぶ財務会計～ＢＳ・ＰＬの基礎から原価計算、キャッシュフロー経営まで～” 
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 パターン作成関連設備一式 各種婦人服・メンズ パターン、グレーディ
ング、サンプル 

不問 話合い 京都市 
右京区 
個人 
３名 

繊-１ 

仕上関連設備一式 各種婦人服 仕上、アイロン 不問 話合い 京都市 
南区 
１０００万 
２４名 

繊-２ 

 

経験３５年 

Ｍａｃ ｇ４、ＤＶＤＲ、デジタルビデオカメラ　他 広告・販促ツール、マル
チメディア・グラフィッ
ク・ＷＥＢデザイン、各種
デジタルコンテンツ 

企画～制作、 
デザイン提供 

不問 話合い 京都市 
中京区 
１１００万円 
２５名 

他-１ 

話合い  話合い １０～１００ 

機-１ 

月末日〆 
翌月末日支払 
 

全額現金 

ＭＣ＃４０、ＮＣタッピングマ
シン、小物ＮＣ旋盤（主軸
移動型・固定型） 

切削加工 フランジ、アルミケ
ース（３００～１０００
ｌ）、精密部品 

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 

関西地域 話合い 

２液自動計量混合吐出装置、超音波ウェルダ
ー、（恒温器、）ディスペンサー、真空脱泡器耐
圧計、（ポリシーラー、）半田関連工具一式、梱
包資材 

パンチ・レーザー複合機、ＮＣＴ、ブレーキ、横中
ぐり・ＣＮＣフライス、門型ＭＣ、ＮＣ・高速旋盤、
各種溶接機 

ＮＣ制御彫刻機、自動彫刻機、オートサイクル
彫刻機、強力型彫刻機、多軸型彫刻機、大型
平面彫刻機、その他彫刻機、各種加工機、ＣＡ
Ｄ用ＰＣ 

京都市 
山科区 
３００万円 
６名 

 

 

食品関連設備、薬関連設
備、環境関連設備、半導
体関連設備、自動省力化
設備、一般産業機械 

電気機器組立、樹脂コーティ
ング処理（製品への充填作業）、
ウェルダー超音波加工（成形
品の溶着）、その他組立・梱包
作業全般、小ロット～量産品 

各種金属パネル・精
密目盛板・同リング・
銘板・刻印など機械
彫刻全般 

機-１ 

関西地域 話合い 

京阪神 話合い 

ディップ半田槽、噴流型半田槽、端子カシメ
機、超音波カシメ機、ケーブル剥機、組立作業
工具一式 

京都市 
山科区 
１０００万円 
２０名 

京都府 
福知山市 
５０００万円 
６７名 

スイッチ、コネクター等
電子部品 

ディップ半田、手半
田、ケーブル等組立
加工全般、軽作業
全般 

機-２ 

機-３ 

不問 話合い 京都市 
伏見区 
３００万円 
５名 

機-４ 

 

「ＢＰＮｅｔ」 
受注 
No.２６３ 

「ＢＰＮｅｔ」 
受注 
No.２６０ 

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 

 
 
 

話合い  不問  

機-２ 

２０日〆翌月１５
日支払、１５万
円以下全額現
金、 １５万円超
手形６０％ 

関連設備一式 加工～組立
（材料一部支
給） 

ガス器具栓 大阪府 
守口市 
４０００万円 
７０名 

 
 
 

話合い  不問  

機-３ 

２０日〆翌月１５
日支払、１５万
円以下全額現
金、 １５万円超
手形６０％ 

関連設備一式 プレス・板金・ 
ＮＣ旋盤・タレパ
ン・レーザー加工
（ステンレス） 

たこ焼き機 大阪府 
守口市 
４０００万円 
７０名 

 
 
 

話合い 不問 １０００／ｌｏｔ 

繊-１ 

２０日〆 
翌月２０日支払 
 

全額現金 

千鳥縫いミシン、閂止めミ
シン、本縫いミシン、オーバ
ーロックミシン、二本針ミシ
ン 

縫い放し 子供肌着 大阪市 
淀川区 
２０００万円 
４５名 

 
 

話合い 

 

製缶・板金・機械加
工、塗装、電気制御、
組立一式、 
設計者１０名 

縦型ＭＣ、汎用・ＮＣ旋盤、ＮＣフライス、平研、
三次元測定器、輪郭形状測定器　他 

自動車部品、精密機
械部品、精密治具・金
型 

  

 

不問 話合い 京都市 
右京区 
１０００万円 
５名 

機-５ 

素材・切削加工～
完成まで 

話合い 

話合い 

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７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７月２５日調） 受注コーナー 
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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 

不問 話合い Ｍａｃ ｇ４　他 京都市 
伏見区 
個人 
２名 

家具 グラフィック 生活
用品等クライアントの
各種製品 

 

無形デザイン（付加
価値）までの総合研
究～プロダクトデザ
イン 

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 

　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８月の相談日は１２日（火）です。 
 平成１５年９月の相談日は ９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。 

○ ８  月の相談日　　７日、２１日、２８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 

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  遊休機械設備情報  

（平成１５年７月２５日調） 売りたいコーナー 

買いたいコーナー 

形　式　・　能　力　等 機　　　械　　　名 希　望　価　格 
回転自動式捺染機 

溶接ロボット（他の用途でも使用可） 

昭和機械　Ｓ６３年８月製　５色機　５００×７００｠５０００枚／８時間 

松下電器産業（株）　Ｈ５年７月製　パナロボ　ＡＷ－００６Ａ 

話し合い 

５０万円 

（平成１５年７月２５日調） 
形　式　・　能　力　等 機　　　械　　　名 希　望　価　格 

圧搾機 

ＬＥＤ横型ダイボンダー 

０．５ｃｍ３～１ｃｍ３に圧搾搬出できるもの　２ｍ３程度の機械 

不問 

数万円まで 

５０万円 



－8－ 

公的機関唯一の割賦販売・リース制度です 
公的機関が実施しているので安心 

設備投資なら財団の  

割賦販売・リースで！ 
財団法人京都産業２１が企業の方の設備投資を応援しています。 
― 設備投資の際は、是非一度お問い合わせください ― 

固定金利です（割賦販売） 償還期間が最長7年と長い 

信用保証協会の保証枠外で利用できます 

金融機関借入枠外で利用できます 契約時に自己資金が必要ありません（リース） 

 

お問合せ先：当財団 設備助成課 
TEL 075-315-8591／FAX 075-315-9240　E-mail:setubi@ki21.jp　http://www.ki21.jp

企業の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。 

※設備投資の計画がある場合は、下記の連絡票に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお知らせください。 
（切り取り不要） 

区　　　　　分 

対　象　設　備
 

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名以下の企業も利
用可能です。 
機械設備等（土地、建物、構築物、賃貸借用設備等は対象外） 
事業実績が１年以上あれば１００万円～６，０００万円まで利用可能です。 
７年以内（償還期間） 
（ただし、法定耐用年数以内） 
年２．７５％ 
（設備価格の１０％の保証金が契約時に必要です） 

一定の要件を満たす連帯保証人が必要です。 

３～７年 
（法定耐用年数に応じて） 
３年３．００６％　　４年２．３１２％ 
５年１．８８６％　　６年１．６０９％ 
７年１．４０８％ 

対　象　企　業 

連 帯 保 証 人  

対象設備の金額 

割賦損料率及び 
月額リース料率 

割賦期間及び 
リ ー ス 期 間 

設 備 導 入 計 画 連 絡 票  
受 信 者  

発 信 者  

企 業 名  

所 在 地  

従 業 員  

設 備 名  

金 　 額  

人  担 当 者  

導入時期 

導入設備 

□ 割　賦　もしくは　□ リース 

     　 年     　 月 

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

財団法人 京都産業２１ 設備助成課 行き　ＦＡＸ ０７５－３１５－９２４０ 


