創造・交流・成長
京都市ベンチャービジネスクラブ機関誌

http://www.kvbc.jp

環境都市KYOTOから
世界をわくわくさせる
マーケティング大交流会開催 10月22日
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の切り口で攻めるかは各社の戦略次第で
す。さらに「オンラインからオフラインへ」
と
いう新施策を推し進めている企業例として
マルイをあげます。とにかく「オンラインで繋
がってオフラインで見てもらう」
という発想で
す。この他にも「投稿コンテンツの工夫」
と
して注目度を高めるキャッチコピーの創出や
インパクトのある写真の掲載、ユーザーの
生活・行動に配慮した「投稿する時間帯の

KVBC 7月例会

実践 ! Facebook 活用セミナー（基礎編）

選択」、ユーザーを認知して改善に役立た
せるための「効果測定」など数多くの即効

~「売る力」、
「マーケティング」に役立つFacebook活用法~

策を学ぶことができました。

７月23日（火）18：30〜20：30
会場：メルパルク京都

次々に質問が飛び出した質疑応答も
Facebook への関心の高さを裏付ける

これからのマーケティングを牽引するITメディアとして脚光を浴びるFacebook。

質疑応答に入ると、次々に手があがり、

今回はこの世界最大のソーシャル・ネットワークキング・サービス(SNS)にスポッ

ここでもFacebook への関心の高さを実感

トを当て、その実践的な活用法を多角的な視点から考察しました。講師はITコンサ

しました。
「リーチ数とアクション数の違い」、

ルタントの大森寛明氏(株式会社エクザム上級執行役員)です。

「投 稿するスタッフを活 性 化する方 法」、
「店舗やイベントに誘客するための秘策」

昨年、ユーザー数が10 億人を突破

Facebook のコミュニケーションは

など、いずれの質問もきわめて実践的な内

日本でも1000 万人以上が利用

共感を重視した PUSH 型を採る

容で、セミナーの要点を再確認する上でも
役立つものばかりでした。また、Facebook

2

現在、インターネットの世界はどのような

その特徴は実名登録で友人との交流を

を始めとするITメディア戦略は、つねに複

状況にあるのか。この概要を把握するとこ

基本としているために信頼性に優れ、クチ

眼の視点で考えなければならないという指

ろからセミナーは始まりました。大別すると

コミ効果が高いことです。また、Facebook

摘も非常に重要なものでした。
「Facebook

ユーザーは検索サイト、情報ポータル、ソー

による情報発信ではPUSH 型のコミュニ

は大きな可能性を秘めた注目すべき媒体

シャルメディアに多くの時間を割き、気に

ケーションを重視しなければならないと大森

です。さらに、拡大していくはずです。しか

入った情報があれば、さらにホームページ

寛明氏は指摘します。「たとえば、Google

し、永遠に勝ち続けるのは難しい。マーケ

を閲覧します。これをIT 広報戦略の視点

はPULL 型です。ユーザーが検索しそうな

ティングという観点から鳥瞰すれば、いか

から捉えると、いずれのウェブサービスも

（知っている）言葉でSEO 対策を練ります。

に優れていても一つのツールに頼り切るの

「どのようにして24 時間・365日というユー

これに対してFacebookはユーザーが共

は危険であり、複合化戦略を図るべきで

ザーの限られた時間を奪取するか」に全

感できる言葉でコンテンツを作成するのが

す 」と、大 森 氏は語ります。なお、本セミ

力を注いでいます。このような流れの中で、

ポイントです」。事例として「快眠」をテーマ

ナーの「応 用 編」は来 年 3月25日
（火）に

いま世界的に注視されているのが世界最

にした場合、Googleであれば「快眠枕」な

開催予定です。

大のソーシャル・ネットワークキング・サービス

どのキーワードを選びますが、Facebookで

（SNS）
・Facebookです。開発したのは当

は「サラリーマン必見 ! 安眠アドバイザーが

時ハーバード大学の学生であったマーク・

ぐっすり眠れる方法を公開 !!」
と表記するわ

ザッカーバーグ。2004 年に米国の学生向

けです。続けて企業における活用事例で

けにサービスを開始し、2 年後には一般に

は提案・情報の方向性として「ライフスタイ

も公開（日本語版 2008 年）。2010 年にはア

ル型」
と「マテリアル型」を提示。前者を象

クセス数でgoogleを抜き、2012 年にユー

徴するのが商品を通じて高感度な生活を

ザー数が10 億人を突破。日本でも1000 万

提案する「無印良品」、後者では機能性を

人以上が利用しています。

前面に押し出す「ユニクロ」です。いずれ
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を生み出すことを実感。全員で「三条の
スタバで待っている」を合唱した時には、
納涼会も最高潮を迎えていました。

多彩な活用が見込める嵐電企画
「嵐電を貸し切ろう」企画のモデルコー

KVBC 8月納涼例会

ス（30名参加・四条大宮駅⇔嵐山駅1往

嵐電を貸切 !
納涼列車で嵐山へ GO!

日

時：8月27日（火）18：20〜20：20

復）の料金は31,000円（利用料金・運賃・
留置料金の総計）。走行時間は片道約20
分で嵐山駅の留置時間は約60分、全体の

参加数：18名

所要時間は約１時間 40 分です。ちなみ
に、乗車人数は１名でも貸し切ることが

車窓を彩る京の町並みを楽しみながら交流を深め、プロミュージシャンのギター弾

でき、嵐山駅での留置時間も30分までは

き語りに時を忘れる。参加した誰もが微笑みに満ちたひとときを過ごすことができ

無料（30分単位で延長可能）となってい

た貸切電車。会員の方々のイベント企画にも際立つ効果が期待できます。

ます。
今回、本企画を実際に活用してみて感

心が和み、会話が弾む
「快走の世界」

でプロの弾き語りを楽しむというもの。

じたのは、まずリーズナブルだというこ

特別招待したミュージシャンは京都生ま

と。しかも、参加人数によっては、さら

れで関西を拠点に活動中の山田兎さんで

に安価になります。イベントに要する時

各種のイベント企画を成功させるため

す。日々の暮らしの中で起こる様々な出

間も程よく、無理なく参加できます。ま

に、重要なポイントになるのが「会場」の

来事を独自の感性で切り取り、詩的世界

た、希望すれば嵐電の女性社員による車

選択。それが斬新で好奇心を捉えるもの

へ誘う作品で数多くのファンに支持され

窓ガイド、専用ヘッドマークなども用意

であれば、集客力を高め、参加した人々

ているシンガーソングライターです。

してくれます。飲み物・食べ物の車内持

の満足度も大きく膨らみます。KVBCで

大東代表幹事をはじめ計18名が参加し

込みも自由です。「快走するイベントス

は会員の方々への新たな情報のご提供を

ましたが、車両をまるまる1台貸し切っ

ペース」として社内の各種催事はもとよ

兼ねて、8月の納涼例会では京福電気鉄

ての納涼会は誰もが初体験。出発前から

りビジネスセミナー、新商品発表イベン

道 ㈱ が展開中の「嵐電の貸切」企画を体

車内には笑顔が広がり、リラックスムー

ト、顧客向けパーティなど新視点からの

験してきました。

ドは満点。慌ただしい日々をしばし離れ

活用方法をご検討されてはいかがでしょ

今回のプランは夕刻（18時20分）に嵐

て、和みの時を満喫するのに最適の企画

うか。なお、利用時間や時期などいくつ

電・四条大宮駅に集合して乗車。車窓から

となりました。車窓の変化に満ちた彩

かの制限もありますので、詳しくは京福

黄昏の町並みを楽しみながら納涼会を催

り、ゴトンゴトンという線路の軋み、車

電気鉄道㈱事業推進部まで直接お問合せ

し、嵐山駅に到着後、駅に留置された車内

輌という「異空間」相乗して格別の効果

ください。

■モデルコースと利用料金（30名で1往復ご利用の場合）
GOAL

START

嵐山

四条大宮

四条大宮

車内でパーティー・嵐山散策

■催事貸切旅客運賃の計算方法
片道につき基本料金（10,000円）に、乗車
人員1名あたり100円を乗じた額を加えた
額。（別途、留置料金・回送料金有り）

● 留置料金
約20分

約60分

約20分

所要時間 約1時間40分

利用料金

基本料金10,000円×2（往復）

運賃

おひとり100円×2（往復）×30人

6,000円

留置料金

30分超1時間まで

5,000円

合計

20,000円

31,000円

30分まで

無料

60分まで

5,000円

以降30分毎に5,000円を加えた額

● 回送料金
西院～嵐山

10,000円

※定員数は車両によって異なります

■お問合せ・お申込み 京福電気鉄道 ㈱ 事業推進部 営業・沿線担当 鈴木理夫 TEL 075-801-5315
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で、当初からの企業指針である人材の育
成にも力を注ぎます。当時の業界は「仕
事は教えない。見て覚えろ」というのが
一般的でしたが、福井さんは「先に入った
人間が後から来た者に直ちに仕事を教え
る」という方針を徹底します。
「人が育つ
環境を提供することが重要」であること

第5回

挫折と栄光の日々を語る

〜会員の相互理解とビジネスのさらなる発展のために〜

を自身が痛いほど体験していたからです。
6 0万円のプレハブ事務所で再起
仕事のエリアも拡大を続け、2007年に

日時：9月24日（火）18：30〜20：30
会場：からすま京都ホテ ル

は人材育成をテーマにした「創成塾」も
立ち上げます。
「たとえば、リスクの意味
も、プーチンの名前も、京都の著名な企

■ Do our BEST ─ 常に最善を尽くす
講師：福井淳也氏
（株式会社最善プロモーション）

業名も、ほとんどの従業員が知らないよ
うな状況でした。このようなレベルから
のスタートですから大変です。しかし、

家電製品の配送設置を業務とする会社を立ち上げ、やがて従業員 100 名を抱え、

だからこそやる意義があると信じていま

京都・伏見に新社屋も完成。しかし、アナログテレビ放送の停波後、受注が激減。

す」
。資格を取ることも推奨し、自らが率

退職者を募り、自社ビルを売却し、プレハブ事務所で再起を図ることに…。

先して取得に励み、着実に成果をあげて
きました。また、2008年には京都・伏見

最初の関門はスタッフの確保

を拡大し、仕事を完遂するために少なく
ともこの程度の従業員数が必要と考えた

攻めの戦略は功を奏し、さらなる伸展

近畿松下LEC㈱で販促事業などを

からです。当初は1年で10名前後を確保

に拍車をかけようとしたその時、これま

担当し、出向した販売店（パナショッ

すれば、想定人数を集めることができ

でにない挫折が福井さんを襲います。ア

プ）で電気工事や家電販売を経験した

る。それが福井さんの目論見でした。

ナログテレビ放送が停波した2011年7月

しかし、想定外の現実が立ちはだかり

以降、テレビの出荷台数が実に5%まで

1998年に家電製品の配送設置事業で

ます。何度、求人募集を行っても一人の

激減。受注の総数も半分以下に落ち込ん

独立。2 年後に父親と共同出資で現在

応募もない。
「これが最初の大きな関門

だのです。年末には社員全員と個別面談

の ㈱ 最善プロモーションの起点とな

でした。正直、しんどかったですね。し

をして退職者を募り、トラックも古い順

る ㈲ 最善を設立します。その社名に

かたがないので、たとえばコンビニの入

番に処分。
「会社に保留していた現金も

は「最善のサービスと安全を提供でき

口にたむろしている茶髪や金髪の青年た

底をつき、自宅などの売却も考えていた

るプロフェッショナルを育成するこ

ちにも声をかけました。仕事先のお宅の

時にようやく社屋を処分でき、借金も何

とによって国内屈指の企業を実現し、

息子さんも誘いました。仕事を始めた当

とか清算することができました」
。その

業界の向上に貢献したい」という熱い

初はこのような状況でした」
。苦労を重

思いが込められていました。
「Do our

ねながら何とか従業員を確保する一方

後、退 職。6 回 に 及 ぶ 転 職 を 経 て、

BEST ─ 常に最善を尽くす」が福井さ
んのポリシーです。
企業戦略として具体的な目標に掲げ
たのが2011年のアナログテレビ放送
の終了に伴うデジタルテレビの集中拡
販でした。膨大な台数の販売が予想さ
れたからです。その時までに従業員を
100名まで増員する。配送設置の受注

4

に新社屋も完成します。

自社ビルに設置した
産業用太陽光パネル
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後、新たな事務所になったのは約60万

な可能性を秘めた太陽光発電システム

営トップである父親の見栄を張らない

円のプレハブでした。これを拠点として

の事業にも挑んでいます。
「振り返れば、

堅実性、卓越した先見性があったからで

残った社員と共に再起を図り、今年、築

わずか3年で新社屋を手放す決心ができ

す。現在、会社が存続できているのは、

20年のビルを購入。現在、家電製品の配

たのも、業績が悪化する中で借金をして

すべて父親のおかげです」と、福井さん

送設置事業と併せて、次代に向けて大き

新たにビルの購入に踏み切れたのも、経

は父親への感謝の想いを語ります。

■ 業界を牽引する「先取への挑戦」

性同一性障害について

講師：今西文彦氏（有限会社今西鉄工所）
9 0年代に他社に先駆けて加工のネットワーク化に着手。さらに、最先端の生産管
理システムを導入し、海外調達のチャンネルによって独自の営業を仕掛ける。次々
に時代を先取りする今西文彦氏の企業戦略を新たな挑みの糧に…。

次代に向けて最先端の生産管理の在
り方を追求し、次々に具現化している今
西さんですが、ここに到るまでの道程は
起伏に満ちたものでした。生後間もなく
実家が営んでいた燃料関係の商店の経
営が立ち行かなくなり、閉店。借財の返
済のために重苦しい日々が続き、大学は
二部を選択。
「南区にあった会社で午後
5時まで働き、原付バイクで衣笠の立命
館大学まで毎日通いました。当初はほん
とう辛くて、なんでこんな思いをしてま
でと唇を噛んだこともありました」
。
しかし、そんな苦労とは比較にならな

ています。
「ウインドウズ95が出

いほど深刻な問題を今西さんは抱えて

た頃に加工のネットワーク化に

いました。性同一性障害です。
「心の性

着手しました。デジタルの黎明期に導入

と肉体の性の不一致」に気づいたのは6

することによって他社とは比較にならな

歳の頃でした。以来、この耐え切れない

いほどの経験と実績を積み重ねることが

ほどの重荷を背負って、40代の半ばを

できました。当社の大きな強みとなって

過ぎるまで長い孤独な歳月を歩むこと

です。NCレーザー、NCタレパン、NCプ

います。現在、事務所にはPCが10数台、

になります。2011年に性同一障害のク

レスブレーキなど最先端のNC対応加工

3DCADや2DCADも複数台並んでいま

リニックに通い始め、翌年の医師の診断

機を駆使して半導体製造装置メーカー向

す。来社された方々はいわゆる鉄工所の

を経て、NPO法人関西GIDネットワー

けの構造部品、下水処理施設などの制御

イメージとはまったく異なるので驚かれ

クの判定会議で判断が確定したのは昨

装置部材の加工を手掛けています。その

ます」
。

年です。

黎明期に「デジタル板金」実現
精密板金加工が今西さんの会社の業務

際立つ特徴は「デジタル板金」
。これは

さらに、2012年には生産管理システ

自らの意思で進むべき道を切り拓い

ブランク工程（図面通りに材料を部品の

ムAPC21も導入。
「デジタル板金」の先

た今西さんは、いま企業人としても、さ

形に切り出す工程）までをコントロール

駆け企業の新たな挑戦として日刊工業

らなる飛躍を期して邁進しています。

センターで一元管理し、CADデータの

新聞をはじめとするマスコミでも大き

「デジタル板金」や「生産管理システム」

作成・取込みからNCデータ作成、各加工

く取り上げられました。製品の加工状況

と共に、タイに連携工場を持ち、展開し

機の稼働状況の管理、NCデータの保管

をオンタイムで把握し、納期の短縮化を

ている生産委託・海外調達のサポート業

までを行うことによって外段取りの徹底

図るシステムです。これによって営業サ

務も注目されています。また、ボクシン

化を図る加工管理方法です。すでに11

イドが作業の進行状況をモニターで逐

グのリングを手掛けたことで自信を得

万件（2012年度末時点）ものNCデータ

一確認できるようになり、納期の問合せ

た異分野への挑みも続けていきたいと

を保有し、即座に加工に移れる体制を確

や変更にも柔軟に即応することが可能

目を輝かせます。

立。少品種小ロット品の短納品も実現し

になったのです。
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マ ー ケ ティン グ
大交流会を開催
KVBC10月例会（オープン例会）＜どなたでも参加いただけます＞
高度な技術や、独創的な経営活動で成長を続けるベン
チャー企業の交流組織である「京都市ベンチャービジネス
クラブ（KVBC）
」では、今年度のメインイベントとして、
企業活動の普遍の目的である顧客の創造につながる「マー
ケティング大交流会」を開催します。
講演会では、京都の部品メーカーが持つ技術力を結集し、
京都が生んだスポーツカー
「トミーカイラ」を電気自動車

トミーカイラZZ

（EV）として復活させたことで全国的に注目を集めている
京都大学発ベンチャー企業、グリーンロードモータース株

講演内容

式会社の小間社長をお迎えして、会社設立時のご苦労や失

テーマ

敗談から、スポーツカーをEVとして復活させるまでの軌

「自動車産業への
   EV ベンチャーの参入」

跡などをご講演いただきます。
講演会の後は、情報交換を行っていただける大交流会、

講

平成25年10月 22日火

講師プロフィール

講演会

1977年8月3日生（36歳）

17：00 ～18：30

大交流会 18：40 ～19：20

2011年、京都大学大学院経営管理教育部卒。熊本大学臨時講師。

19：30 ～21：00

2000年に株式会社コマエンタープライズを設立。年商20億円ま

メルパルク京都

で成長させる。国内外の家電メーカーへのビジネスプロセスアウ

懇親会
会場

トソーシング事業を展開。事業部門の創再生を中心に手掛ける。

京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町 676 番 13
TEL 075 - 352 - 7444

2010年にグリーンロードモータース株式会社を設立。
国内ベンチャー初のEVスポーツカーでの認証取得を実証。

講演会・大交流会 6 階  会議室 C  「貴船」
懇親会

京都府の運営する
「次世代自動車パートナーシップ倶楽部」内に

5 階  会議室 A  「京極」

京都の部品メーカーを中心とした『京都電気自動車開発ワーキ

メルパルク京都
バスのりば/タクシーのりば

京 都 駅
◀大阪

参加費

2013年4月より大阪駅直結のグランフロント大阪にエキシビジョ
塩小路通

ロータリー

中央
郵便局

ンググループ』を設立し、開発を進めた。

東洞院通

烏丸通

新町通
京都タワー

ホテル
グランビア京都

京都第二
タワーホテル

センチュリー
ホテル
東京▶

3,000 円

懇親会費込み。講演会のみのご参加でも参加費を
いただきます。（当日拝受）

定

小間 裕康 氏

（グリーンロードモータース株式会社 代表取締役）

懇親会を開催し、様々な方と交流を深めていただきます。
日時

師

員

100 名

先着順。定員になり次第締め切ります。

ンブースを開設し、完成した車両の販売予約を開始する。

お申込はFAXまたはWEBサイトにて

FAX

10月15日締切

075-222-3331 KVBC事務局（藤井）宛
氏名・会社名・電話番号と「マーケティング大交流会参加」
と記載。
（様式は自由）

WEB http://www.kvbc.jp/

問い合わせ先
KVBC 事務局（京都市産業観光局新産業振興室）
担当：藤井（TEL 075-222-3324）

● 大交流会で必要となりますので、名刺は必ずお持ちください。
● 懇親会ではお酒が出ますので、公共交通機関をご利用ください。
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主催：京都市ベンチャービジネスクラブ（KVBC）

後援：京都市

KVBC新入会員企業 紹介
新入
会員

今回、新たに入会された『税理士法人みらい経営』を
ご紹介します。

税理士法人みらい経営

私は平成４年に税理士事務所を開設し、今日まで多方面に渡るお
客様と信頼の絆を築くことを重点において参りました。世の中がめ
まぐるしく変わる中、我々税理士もその変化に対応するため、5年前
から複数の税理士有資格者を雇用、平成24年には4名の税理士で税
理士法人に組織変更し、顧問先の売上げや利益を上げるためのアド
バイスが出来るよう「コンサルタント機能」を磨いて参りました。
弊社の経営理念は「お客様の繁栄こそが私たちの願い」です。会計
帳簿・税務申告書の作成はもちろん、売上を上げる方法や経費の圧縮
方法、利益の算定方法など、さらに「会計で会社を強くする」ため、
経営計画や資金繰表の作成もアドバイスさせて頂いております。
また、弊社は国から「経営革新等支援機関」の認定を頂いておりま

DATA

す。会社を創業される方には「創業補助金」
、融資に関しては日本政

税理士法人 みらい経営

策金融公庫にて「中小企業経営力強化資金」として通常より有利な

代表社員

条件で貸付を受ける制度があり、認定支援機関の確認が必要となる

住 所 京都市中京区三条通新町西入
釡座町22
ストークビル三条烏丸 501号

ため、これらの申請もぜひお任せください。
ひとりで悩まずに一度弊社にご相談いただければと思います。経
営者の皆様の熱意と私たち専門家の知識を合わせ多くの人の力を集

神緒 美樹

電 話 075-212-9123
U R L http://www.e-shien.info/

結し、会社を発展させ、すばらしいライフワークを送りましょう！

京 都 市 ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス ク ラ ブ へ の お 誘 い 【会 員 募 集】
「Shake hands Tomorrow」
（創造、交流、成長）を合言葉にベン
チャースピリットを通じて、相互交流し、協調の精神で会員企
業の成長と産業の振興を図ることを目指し、ベンチャーの都・
京都から世界へ飛躍を目指す「未来派企業集団」として、創造
と挑戦を続けます。
是非私たちと共に事業展開や経営について語り合いましょう。
■ 入会条件
原則として本社または工場が京都市内に所在するベンチャー
ビジネスであること（役員会の承認が必要）
■ 事業内容
月例会、経営及び技術に関するセミナーなどの
各種セミナー開催、企業視察、海外研修…等
■会 費
4万円／年（入会金無料）
［ジュニア会員1万円／年］
（入会時、設立5年以内の場合はジュニア会員とし、
入会後3年間は会費1万円）
お問合せ・お申込みは、
「京都市ベンチャービジネスクラブ事務局」まで
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務
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一

り系企業
（製造業、情報通信業）
を支援する
「京都ものづくり系企業人材確保・育成支援事

業

京都市では、失業者を雇用して、新事業の展開に必要な人材を育成する京都のものづく

企

「京都ものづくり系企業人材確保・育成支援事業」
提案事業の募集について

業」について、以下のとおり提案事業を募集します。

覧

なお、本事業は京都府との協調により実施するもので、
これにより
「将来の京都のものづく
り系企業を支える人材の育成」
と
「失業者の雇用に向けた場の確保」、
さらには「地域雇用
の受け皿となる事業者の成長支援」
を図っていきます。
● 募集事業のポイント

（１）募集する事業
中小企業等が失業者を雇用し、
ＯＪＴにより事業展開に必要な人材を育成する事業
◆ 支援内容
		 採択された事業に対し、次の経費を支援します。
（上限25万円／人×月数）
◦新規雇用者に対する人件費※
※人件費は事業費全体の1／2 以上であること。
◦その他経費
（上限5万円／人×月数） 他

（２）対象となる事業者
府内で起業し府内に所在する、起業（新分野進出、多角化含む）後10年以内の製造業、
情報通信分野の中小企業等

（３）事業実施期間
１年以内

● 応募手続き等

（１）応募時期
平成２５年１１月頃を予定

（２）募集人数
新規雇用４０名予定
（１企業で複数名の雇用も可）

（３）応募方法・問い合わせ先
所定の企画提案書を作成し、次のいずれかに持参又は郵送してください。
お問い合わせ・ご相談も受け付けております。
■京都市産業観光局商工部中小企業振興課
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
TEL：075-222-3329
■京都府商工労働観光部ものづくり振興課
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
TEL：075-414-4852

「京都起業・承継ナビ」
（ http://www.jigyo-keizoku.jp/ ）
「 人材確保」欄に掲載
京都起業・承継ナビ

賛助会員

【企画提案書の様式・事業詳細】

㈱ 暁電機製作所
アスノシステム ㈱
アド・アソシエイツ ㈱
㈱ アラキ工務店
アルコム ㈱
いつわ法律事務所
㈲ 今西鉄工所
エイジシステム ㈱
エクセレンス ㈱
㈱ エクザム
㈲ エスアールフードプロデュース
㈱ エム・アイ・ケー
㈱ エレタクマ
㈱ 京都インテリジェンスサーチ
㈱ 京都エス･ アール
京都監査法人
㈲ 京都旅企画
㈱ 京都はんなり本舗
㈱ クロスボーダース
㈱ グローバルエステート
KT 合同企画
㈱ ケルク電子システム
㈱ 最善プロモーション
㈱ サカノシタ
サムコ ㈱
システムプロデュース ㈱
シスポート ㈱
㈱ スリーエース
星和テクノロジー ㈱
㈱ ゼロワン
㈱ 総合システムサービス
大洋エレックス ㈱
大東寝具工業 ㈱
㈱ 田中プリント
税理士法人 T・Y パートナーズ
㈱ とめ研究所
中沼アートスクリーン ㈱
㈱ ナンバ設計事務所
㈱ 日産電機製作所
㈱ 日本電算機標準
ハイデック ㈱
林運輸 ㈱
バンテック ㈱
㈱ Hibana
㈲ フットクリエイト
㈲ ブルーム
㈱ マックス
税理士法人 みらい経営
武藤社会保険労務士事務所
優 司法書士法人
㈱ ユニシス
Renbird ㈱
㈱ ログレス貿易
㈱ 和光舎
有限責任監査法人 トーマツ京都事務所
㈱ 京都銀行
京都信用金庫
京都中央信用金庫
京都リサーチパーク ㈱
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