京都ビジネス交流フェア 2016

京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト

●開催 2/18･19 10:00～17:00 京都パルスプラザ

産学公金連携

開催場所

大展示場

●

マッチングフェア

大学・支援機関等がものづくり系企業に向けた発表会を行います

Kyoto Business Partner ●
優れた固有技術等を保有するものづくり中小企業と大手・中堅企業、
Exchange Fair 2016
大学、公的機関、金融機関とのマッチング

ぜひ、ご来場ください
2016 年 2 月 18 日（木）13：00～15：30

産学公金連携マッチングフェア会場スケジュール

◇大学・支援機関等によるニーズ発表会（発表 10 分・質疑 10 分）
大学等

開始時間

発表内容

小間 NO

13:00

奈良工業高等専門学校

13:20

(公財)京都産業 21

13:40

京都リサーチパーク(株)

14:00
14:20

導電性ゲルのニーズ解説を行います。またシーズ発表も同時に行います。

Ｂ-23

マッチングステーションのご利用案内≪ご出展企業のニーズ・シーズ等につい
て≫紹介します。

マッチング
ステーション

Ｂ-15

(公財)関西文化学術研究都市
推進機構 Ｂ-12
(独)中小企業基盤整備機構
近畿本部 Ｂ-14

京都リサーチパークのご入居企業のニーズと京都リサーチパークが開催するセ
ミナーや研究会等をご紹介します。
機構が把握しているニーズ説明を中心に発表します。
ものづくり中小企業者のビジネスチャンス獲得に役立つ、大企業とのマッチン
グやｉＰＳ細胞関連等新事業分野についての情報提供活動を紹介いたします。

◇大学等によるロボット事例発表会（発表 20 分・質疑 5 分）
大学等

開始時間

発表内容

小間 NO

14:40

(公財)京都産業 21

15:05

滋賀県立大学

ロボット
ビジネスコーナー

Ｂ-22

当財団が主宰している「生活支援ロボットビジネス研究会」の概要とその活動内
容についてご紹介します。
移動を支援する福祉ロボットの実用化
移乗介助ロボットの市販化例と障害児用移動支援ロボットの展開計画について

産学公金連携マッチングフェア 会場案内図
■支援機関

■金融機関

Ｂ-10 (一社)京都発明協会

Ｂ‐1 京都信用保証協会

Ｂ-11 (独)国際協力機構（JICA）関西国際センター

Ｂ-2 京都銀行

Ｂ-12 (公財)関西文化学術研究都市推進機構

Ｂ-3 商工組合中央金庫 京都支店

Ｂ-13 京都府商工会連合会

Ｂ-4 京都中央信用金庫

Ｂ-14 (独)中小企業基盤整備機構近畿本部

Ｂ-5 滋賀銀行

Ｂ-15 京都リサーチパーク(株)

Ｂ-6 南都銀行

Ｂ-16 (独)日本貿易振興機構（JETRO）京都貿易情報センター

Ｂ-7 京都信用金庫

Ｂ-17 (国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)関西支部

Ｂ-8 日本政策金融公庫 京都支店

■大学等

Ｂ
-7
Ｂ
-6
Ｂ
-5
Ｂ
-4
Ｂ
-3
Ｂ
-2
Ｂ
-1

Ｂ- Ｂ8 15

Ａ－15

Ａ-24

Ａ-35

Ａ-45

Ａ-67

Ａ-76

Ａ-66

Ａ-77

Ａ-58

Ｂ- Ｂ9 16
Ｂ- Ｂ10 17
Ｂ- Ｂ11 18
Ｂ- Ｂ12 19
Ｂ- Ｂ13 20
Ｂ- Ｂ14 21

Ａ－16

Ａ-23

Ａ-36

Ａ-44

Ａ－17

Ａ-22

Ａ-37

Ａ-43

Ａ-59

Ａ-65

Ａ-78

Ａ－18

Ａ-21

Ａ-38

Ａ-42

Ａ-60

Ａ-64

Ａ-79

Ａ-20

Ａ-39

Ａ－19

Ａ-41

京・知
恵舞台

Ａ-63
Ａ-61

Ａ-40

Ａ-62

受
付

Ｂ-9 京都北都信用金庫

Ｂ-18 舞鶴工業高等専門学校

Ｂ-27 同志社大学

Ｂ-19 大阪電気通信大学

Ｂ-28 京都府立医科大学

Ｂ-20 同志社女子大学

Ｂ-29 京都工芸繊維大学

Ｂ-21 大阪大学

Ｂ-30 京都大学

Ｂ-22 滋賀県立大学

Ｂ-31 奈良先端科学技術大学院大学

Ｂ-23 奈良工業高等専門学校

Ｂ-32 京都産業大学

Ｂ-24 大阪府立大学

Ｂ-33 京都府立大学

Ｂ-25 京都造形芸術大学

Ｂ-34 龍谷大学

Ｂ-26 奈良女子大学

Ｂ-35 立命館大学

※本事業は、京都府が厚生労働省の採択を受けて、京都市をはじめとする「オール京都」体制のもとで
推進する「京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト」の一環として実施するものです。
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■大学等
京都大学
京都大学における産官学連携の取組や研究支援体制について紹介い
たします。当日は、企業や行政の技術課題、ニーズを伺い、研究者デ
ータベースを用いて、その場で京都大学の研究者及びその研究シーズ
をご案内いたします。

京都工芸繊維大学
「モノの柔かさを触診テクニックにより数値データ化する計測システム」
について、計測デバイスをデモ展示しながらその特徴をご紹介します。
また、本学教員の研究・技術シーズ集を配布いたします。

京都産業大学
本学リエゾンオフィスが取扱っている受託研究、共同研究、本学の研究シ
ーズなどについて紹介を行います。本学の研究成果をとりまとめた「研究・
技術シーズ集」を配布いたします。

京都造形芸術大学
本学が推進する産学官連携事業の実例を紹介、案件のご相談も
承ります。

京都府立大学
多用途な機能性材料の創生につながる「ナノミクロ構造制御に基づく
有機多孔ハイブリッド体の超機能化」についての研究シーズ及び「京都
府立大学地域連携センター」の活動内容についてご紹介します。

京都府立医科大学
体内時計を指標に細胞の状態を見る新しい評価手法をご紹介しま
す。本評価手法は ES 細胞や iPS 細胞を含む様々な細胞で利用で
き、再生医療や創薬スクリーニングの未来につながっていきます。

同志社大学
金属の微細組織を制御して、二律背反の特性を同時に有する材料
開発に関する研究シーズをご紹介します。また、本学リエゾンオフィ
スの活動内容についてもご紹介します。

同志社女子大学
本学では文化、情報技術、社会福祉、食物･栄養、医薬、看護など様々
な分野の研究に取り組んでいます。今回は「食品用ゲルの天然色素に
よる着色とフレーバーリリース」と「産学連携での店舗アイデア開発」の
２点の展示を行います。

立命館大学
身の回りに存在する自然エネルギーを活用したアプリケーションとして、尿
発電を用いた尿失禁センサ、樹液発電を用いた植物モニタリングシステ
ム、自転車のハブ発電機を活用したセンサレス加速度レコーダについて紹
介します。

龍谷大学
龍谷エクステンションセンターの活動紹介・産官学連携事業の事例
やＲＥＣレンタルラボ入居企業との共同研究によって開発された成
果・理工学部、農学部のシーズ紹介

大阪大学
大阪大学が有する最先端の研究成果及び研究シーズをご紹介し
ます。併せて大阪大学の産学連携活動（協働研究所、協働ユニッ
ト、共同研究講座など）のご紹介をいたします。

大阪府立大学
研究者とシーズ及び大阪府立大学新産官学金連携推進モデルを
紹介します。

京都市左京区吉田本町
●担当者/京都大学産官学連携本部 共同研究部門 南了太
●TEL/075-753-7578

●FAX/075-753-5538

●E-mail/info@saci.kyoto-u.ac.jp

京都市左京区松ヶ崎橋上町 1
●担当者/研究推進課産学連携推進室産学連携係 吉岡茂
●TEL/075-724-7035

●FAX/075-724-7030

●E-mail/sangaku@jim.kit.ac.jp

京都市北区上賀茂本山
●担当者/リエゾンオフィス 佐々木竜一
●TEL/075-705-1778

●FAX/075-705-1966

●E-mail/liaison-office@star.kyoto-su.ac.jp

京都市左京区北白川瓜生山 2-116
●担当者/教学事務室 教学支援グループ 奈佐祥正
●TEL/075-791-8763

●FAX/075-791-9233

●E-mail/y-nasa@office.kyoto-art.ac.jp

京都市左京区下鴨半木町 1-5
●担当者/企画課 杢保勝也
●TEL/075-703-5147

●FAX/075-703-4979

●E-mail/kikaku@kpu.ac.jp

京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町 465
●担当者/研究支援課 中尾麻悠子
●TEL/075-251-5275

●FAX/075-211-7093

●E-mail/kikaku01@koto.kpu-m.ac.jp

京田辺市多々羅都谷 1-3
●担当者/リエゾンオフィス 中嶋裕
●TEL/0774-65-6223

●FAX/0774-65-6773

●E-mail/jt-liais@mail.doshisha.ac.jp

京田辺市興戸南鉾立 97-1
●担当者/教育・研究推進センター 見市昌弘
●TEL/0774-65-8679

●FAX/0774-65-8680

●E-mail/mmiichi@dwc.doshisha.ac.jp

滋賀県草津市野路東 1-1-1
●担当者/研究部 BKC リサーチオフィス 井上雅仁
●TEL/077-561-2802

●FAX/077-561-2811

●E-mail/event@st.ritsumei.ac.jp

大津市瀬田大江町横谷 1-5
●担当者/龍谷エクステンションセンター 城智哉
●TEL/077-544-7299

●FAX/077-543-7771

●E-mail/rec@ad.ryukoku.ac.jp

大阪府吹田市山田丘 2-8 大阪大学テクノアライアンス棟 2 階
●担当者/産学連携本部 西嶋政樹
●TEL/06-6879-4206

●FAX/06-6879-4208

●E-mail/contact@uic.osaka-u.ac.jp

大阪府堺市中区学園町 1 番 2 号
●担当者/地域連携研究機構地域連携・研究支援課 刈谷有希
●TEL/072-254-9686

●FAX/072-254-9874

●E-mail/ipbc@iao.osakafu-u.ac.jp

産学公金連携マッチングフェア■
大阪電気通信大学
本学では、従前から研究成果やノウハウを産業界、社会に還元すべく産学
連携活動を推進してきました。これをさらに推進すべく、研究連携推進セン
ターを開設しています。共同研究は勿論のこと、技術相談の受け入れ態勢
を整える等、企業様との積極的な連携を目指します。

滋賀県立大学
滋賀県立大学工学部では、国際的に活躍できる人材の育成や、先進
的な研究を通じた社会貢献に努めています。今回は機械システム工学
科で進められている福祉ロボットの研究開発の取組についてご紹介さ
せていただきます。

奈良女子大学
「歴史的文化学と科学技術との融和で豊かな空間を創造する」国立大学法
人奈良女子大学。産学官連携活動を通じた社会貢献を担う社会連携推進
センターは、さらなる知財の創出のための窓口として設置されています。

奈良先端科学技術大学院大学
ポリ乳酸の末端に可逆的反応性を有するアルデヒドを導入した。ステレオ
コンプレックス化による高性能化と、イミン化による動的なナノ構造体調整
が可能となった。本技術では、医用材料、環境材料および薬物除放材料へ
の応用が期待される。

奈良工業高等専門学校

大阪府寝屋川市初町 18 番 8 号
●担当者/大学事務局 研究支援室 荻野純哉
●TEL/072-820-3827

●FAX/072-820-9012

●E-mail/ken-shien@isc.osakac.ac.jp

滋賀県彦根市八坂町 2500
●担当者/工学部長控室 西山康弘
●TEL/0749-28-8351

●FAX/0749-28-8478

●E-mail/eng-hikae@office.usp.ac.jp

奈良市北魚屋東町
●担当者/社会連携センター 藤野千代
●TEL/0742-20-3968

●FAX/0742-20-3958

●E-mail/liaison@cc.nara-wu.ac.jp

奈良県生駒市高山町 8916-5
●担当者/研究・国際部 研究協力課 坂本康平
●TEL/0743-72-5931

●FAX/0743-72-5015

●E-mail/k-sangaku@ad.naist.jp

奈良県大和郡山市矢田町 22
●担当者/総務課 (産学交流室) 身吉孝一

産学官連携活動と教育研究シーズの発表

●TEL/0743-55-6173

●FAX/0743-55-6019

●E-mail/syomu@jimu.nara-k.ac.jp

舞鶴工業高等専門学校
地震や水害というネガティブな現象を果たしてポジティブにとらえること
は可能だろうか？災害によって、自ら発電し、発光するあかりの開発を
産学連携で行ったので、その成果をパネルと模型を使って展示する。

舞鶴市字白屋 234
●担当者/総務課 平野彰人
●TEL/0773-62-8888

●FAX/0773-62-5558

●E-mail/s-hosa@adm.maizuru-ct.ac.jp

■金融機関
京都銀行
販路開拓等に関するビジネスマッチング支援、海外ネットワークを
活用した海外展開支援、ベンチャー企業や新事業分野への展開支
援等の取組みの紹介

京都信用金庫
ビジネスマッチング、産学連携、創業支援等の取組みの紹介

京都信用保証協会
京都信用保証協会の紹介
各種保証制度、経営支援の案内

京都中央信用金庫
当金庫商品紹介、パネル展示(On Your Side のポスター)、学生デ
ザインコンテスト表彰作品パネル展示、当金庫ビジネスフェア 2015
報道内容の放映

京都北都信用金庫
当庫の主要営業エリアである京都府北部の魅力と京都北都信用
金庫の創業支援・販路拡大へ向けた FCP シート利用のビジネスマ
ッチングの紹介

京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町 700 番地
●担当者/営業支援部 野下周作
●TEL/075-361-2293

●FAX/075-341-5984

京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町 7 番地
●担当者/企業成長推進部 山本英樹
●TEL/075-211-2111

●FAX/075-255-2904

京都市右京区東中水町 17 番地 京都府中小企業会館内
●担当者/業務部 経営相談課 徳永、重松
●TEL/075-314-7221

●FAX/075-321-6117

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 91 番地
●担当者/営業推進第一部 営業開発課 宮下昌士
●TEL/075-223-8381

●FAX/075-251-0570

宮津市字鶴賀 2054 番地の 1
●担当者/地域創生事業部 中島頼宏
●TEL/0772-22-5121

●FAX/0772-22-0674

滋賀銀行

大津市浜町 1 番 38 号

エコビジネスマッチングフェア、サタデー起業塾、ニュービジネス支
援ネットワーク野の花応援団などのご紹介

商工組合中央金庫 京都支店

●担当者/営業統轄部 法人推進グループ 辻雅弘
●TEL/077-521-2852

●FAX/077-521-2867

京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町 159-1

ものづくり中小企業マッチング支援及び産学公(官)連携事業に対す
る資産的支援の紹介

南都銀行

●担当者/営業企画課 司城敏宏
●TEL/075-361-1146

●FAX/075-342-2225

奈良市橋本町 16
●担当者/バリュー開発部 森井茂光

・ディスクロージャー誌
・バリュー開発部コンサルティングメニュー表

●TEL/0742-27-1558

日本政策金融公庫 京都支店

●FAX/0742-27-8815

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 101 ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ四条烏丸ﾋﾞﾙ 4 階

研究開発型ベンチャー企業など革新的な技術に挑戦する企業の皆
様を積極的に支援しています。

●担当者/国民生活事業 融資第二課 遠藤恭司
●TEL/075-211-3230

●FAX/075-213-0041

■支援機関等
(独)国際協力機構（JICA）関西国際センター

神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-2

「ODA を活用した中小企業の海外展開支援事業」をはじめとする各
種支援メニューのパンフレット・関連資料の展示、及び来場者への
事業紹介。
(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)関西支部
研究開発助成金等の補助事業を通じた、産産連携・産学連携等に
係るマッチング支援事業、販路開拓支援事業のご紹介

(独)中小企業基盤整備機構 近畿本部

●担当者/業務第一課 李相均
●TEL/078-261-0397

●FAX/078-261-0465

●E-mail/ｌee.ｓanggyoon@jica.go.jp

大阪市北区梅田 3-3-10 梅田ダイビル 6F
●担当者/事業管理グループ 川上隆一郎
●TEL/06-6341-5403

●FAX/06-6341-5405

●E-mail/kawakamiric@nedo.go.jp

大阪市中央区安土町 2-3-13 大阪国際ビルディング 27 階

中小・ベンチャー企業者の新技術開発/新事業展開に対する支援情報
の提供や相談対応はじめ、弊機構インキュベーション施設入居企業等
との企業間マッチングその他産学公連携のコーディネートを行います。

(独)日本貿易振興機構（JETRO）京都貿易情報センター

●担当者/京大桂ベンチャープラザ 江村寛計
●TEL/075-382-1252

●FAX/075-382-1262

●E-mail/emura-h@smrj.go.jp

京都市下京区中堂寺南町 134 京都リサーチパーク 2 号館 215 号室
●担当者/田村将人
●TEL/075-325-5703

貿易・投資に関する相談ブース

●FAX/075-325-5706

●E-mail/kyo@jetro.go.jp

京都府商工会連合会

.

京都府内２０商工会とともにものづくり企業に対する現場改善等の
伴走支援を行っており、京都府を始め、京都産業２１、国の各種支
援施策の活用などで経営をサポートします。

(公財)関西文化学術研究都市推進機構

京都市右京区西院東中水町 17
●担当者/経営支援部経営支援課 西出英人
●TEL/075-314-7151

●FAX/075-315-1037

●E-mail/h-nishide@kyoto-fsci.or.jp

相楽郡精華町光台１丁目７ けいはんなプラザ ラボ棟 3 階

けいはんな学研都市の研究成果やポテンシャルを活かし、産学公住の連
携や異分野融合の推進等を通じて、新産業の創出・集積を目指して取り組
んでいる事例や新たに進出を検討されている企業様向けに施設用地情
報・各種優遇措置等をご紹介いたします。

(一社)京都発明協会

●担当者/新産業創出交流センター 井上主税
●TEL/0774-98-2230

●FAX/0774-98-2202

●E-mail/c-inoue@kri.or.jp

京都市下京区中堂寺南町 134

京都府産業支援センター2 階

●担当者/田中富美子、小阪裕子
●TEL/075-315-8686

特許等取得活用支援事業の周知

●FAX/075-321-8374

●E-mail/hatsumei@ninus.ocn.ne.jp

京都リサーチパーク(株)

京都市下京区中堂寺南町 134

多様な企業のニーズにお応えする京都リサーチパークに関するご紹介。
(1) ご入居企業紹介 (2) 産学公連携活動 (3) オフィス・実験研究スペー
ス (4) 京都リサーチパーク地区の概要

●担当者/成長企業支援部 松井繁典
●TEL/075-315-9185

●FAX/075-322-5348

●E-mail/matsui@krp.co.jp

■お問い合せ先■
公益財団法人京都産業２１

連携推進部

産学公・ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ

TEL：０７５‐３１５‐９４２５ / FAX：０７５‐３１４‐４７２０

E-mail：sangaku@ki21.jp

