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

新産業創出拠点に
京都の未来の予感が
「らくなん進都」の同じ空間で大学・研究機関・企業などが集い、最先端技術を
着実に事業化に繋げる場として
『京都市成長産業創造センター』
がオープン。
京都の成長と発展を支える人々が集い始めています。
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京都市成長産業
創造センター
産学公連携で京都発の成長産業・新規事業の創出を目指す「京都市成長産業
創造センター」が京都市南部「らくなん進都」の中核に誕生。この脚光を
浴びる研究開発拠点の概要を本センターのインキュベーションマネージャ・
柴田雅光さんに取材しました。

え、様々な取り組みを構想しています。ちな
みに、本センターは開 所 25 周 年を迎えた
ASTEMにとっても成長産業・新規事業を
創出するための新拠点であり、新たな結実
を目指して果敢に挑んでいきたいと意気込
んでいます」
と、京都市成長産業創造セン
ターのインキュベーションマネージャ・柴田

オープンイノベーションを実践し

野における最先端の技術シーズを事業化

事業化に向けた研究開発を推進

につなげる研究開発プロジェクトを推進し、

京都市では、際立つ技術力を有するもの
づくり企業が集積する新しい京都を発信す

付加価値の高い高機能性化学品の創出に

最先端の設備・仕様を誇り

よる産業競争力の強化と新規事業の創業

リーズナブルな「ラボ」
「オフィス」

支援を図っていきます。
「これから特に大きな成長が見込めるの

京都市成長産業創造センターの敷地

ちづくりを推進しています。十条通以南の

が化学分野です。具体的には『グリーン・イ

面積は約 3,000㎡
（延床面積約 6,000㎡）。

油小路通沿道を中心とする南北約 6km、

ノベーション
（環境エネルギー分野革新）』
と

面積約 607ha の地域です。その中核を担

『ライフ・イノベーション
（医療・介護分野革

う新たな研究開発拠点として脚光を浴びて

新）』
を対象にしています。エネルギーから

いるのが 京 都 市 成 長 産 業 創 造センター

機能性食品までの広範囲にわたる分野を

（ACT Kyoto）
です。経済産業省の平成 22

複合的かつ統合的に捉えた探求を目指し

年度「先端技術実証・評価設備整備費等

ています。参画する大学、企業または研究

補助金（「技術の橋渡し拠点」整備事業）」

機関についても京都に限定しません。たと

に京都市からの補助金を加えた総事業費

えば、当センターの主旨に合うことが必要で

約 25 億円で、公益財団法人京都高度技

すが、海外の大学と企業による研究開発な

術研究所（ASTEM）が事業主体（運営支

ども受け入れ、京都市への研究プロジェクト

援：京都市）
となって、昨年 11月1日に開所し

の誘致などにつなげていければと考えてい

ました。京都市域に集積する大学、企業、

ます。また、広く開かれた産官学の交流拠

研究機関などの産学公が連携して化学分

点としての機能も活性化していきたいと考

るものづくり拠点として、
「らくなん進都」のま

2

雅光さんは語ります。

柴田雅光氏

料：月額 7 万円（税別）、テーブルタイプ
（デス

も頂戴しました。「会員の方々にも、ぜひ一

ク1 台・引出ワゴン1 台・ハンガー付チェア1

度ご覧いただければと願っています。たとえ

脚・共通無線 LAN）
は賃料：月額 3 万円（税

ば、伏見工業会様は会員企業の交流の拠

別）
でいずれも光熱費込みです。

点として活用いただいています。企業様そ

すでに「共同研究用ラボ」では京都大学

れぞれのスタイルで当センターを有効にご活

や京都工芸繊維大学などが先導プロジェク

用いただければ幸いです。どうぞ何なりとお

トに取り組んでおり、
「レンタルラボ」でも京セ

問い合せ、ご相談ください」。最先端の設

ラ㈱やサムコ㈱をはじめとする企業の研究

備・仕様を誇る「レンタルラボ」や「レンタル

開発が行われています。また、
「レンタルオ

オフィス」が非常にリーズナブルな賃料で借

地 上 5 階、地 下 1 階の6 層 構 造で「共 同

フィス」にも産業支援型の企業・団体が多数

りられるのも魅力です。ちなみに、
「共通会

研 究 用ラボ
（4〜5 階・地 下）」、
「レンタル

入居し、活動を開始しています。柴田さんか

議 室（最 大 140 席）」は入 居 企 業 以 外でも

ラボ
（1〜3 階・地下）」、
「レンタルオフィス

らはKVBC のメンバー企業へのメッセージ

条件を満たせば活用が可能です。

（2 階）」、
「共 通 会 議 室（2 階）」、
「交 流ス
ペース・カフェ
（1 階）」、
「事務局（1 階）」で
構成されています。また、環境配慮型施設
として主要エネルギーは電力と太陽光パネ
ルからの発電（京セラ㈱から寄贈）の2 系
統で供給し、使用効率の向上を図り、空調
熱 源の二 重 化を採るなど先 進の試みを
行っています。

共同研究用ラボ

レンタルラボ

共通会議室

レンタルオフィス
［ブースタイプ］

交流スペース

レンタルオフィス
［テーブルタイプ］

「レンタルラボ」は事業化につながる化学
分野の研究開発を行う大学・企業向けのス
ペースです。ウエットラボタイプで面積は約
85㎡、標準階高は4.3m。電気設備はフレ
キシブルで更新性に配慮したバスダクト+プ
ラグイン方式。空調設備はガスエンジン・ヒー
トポンプ・エアコン
（GHP）
と木質ペレットボイ
ラーを併用したエネルギーシステムを実現
するなど化学領域の最先端研究開発に最
適の仕様となっています。賃料は月額 17 万
円（税別）です。「レンタルオフィス」はブー
スタイプ
（ミーティングテーブル1 台・椅子 4
脚・鏡付キャビネット1 台・無線 LAN）が賃

京都駅

■お問合せ先

［バ

ス］ らくなんエクスプレス：京都駅八条口から約17分
市バス：竹田駅西口から約7分

面
戸方

神
阪・

←大

旧京阪国道

油小路・丹波橋
・アクト京都前

近鉄
丹波橋駅

［タクシー］ 竹田駅から約6分

関西国際空港↓

京都市成長産業
創造センター

京阪
丹波橋駅

いずれも「油小路丹波橋・アクト京都前」下車すぐ
［自 動 車］ 京都駅から約15分
（阪神高速京都線 城南宮北・南ランプからすぐ）

名古屋方面→

京阪
本線

車］ 京阪/近鉄丹波橋駅から徒歩約17分

近鉄京都線

［電

道路

高速

名神

阪神高速

■アクセス

地下鉄烏丸線

1

竹田駅

http：//www.act-kyoto.jp/

油小路通

TEL 075-603-6700（担当：小野寺、柴田）

↑京都駅方面

国道１号線

京都市成長産業創造センター 京都市伏見区治部町105番地
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特 集 KVBC第30回総会 第2部

記念講演

「グローバルニッチで
世界のトップを目指す」
講師： サムコ株式会社
代表取締役社長
日時：6月23日（月）16：00〜17：30

辻 理 氏

会場：京都ホテルオークラ

卓越した先端技術で世界の市場を席巻する京都発のベンチャー企業・サムコ
株式会社。その辻理社長を講師にお招きして開講したKVBC第30回総会・
第2部「記念講演」を特集しました。
自社による値付けを厳守し
創業以来の黒字経営を実現

4

たのが米国・カリフォルニア州の
大手企業からの問い合わせでし
た。現地でのプレゼンテーション

最先端の薄膜技術で世界の産業科学

は大成功し、その場で注文書と前

に貢献するサムコが創業したのは1979

金50%の小切手を手にします。こ

年（昭和54年）。京都市伏見区の大手筋

れがサムコの眼を世界に向けさせる契

字に陥ったことはありません」。収益力

商店街近くにあった雑居ビル1階のガ

機になったのです。その後、日・米・欧を

が価格設定で左右される以上、値付け

レージを拠点にした文字通りのガレー

結ぶグローバルな研究体制を確立し、世

を相手に依存している企業は成長でき

ジカンパニーでした。「徹底して独自性

界市場に画期的な製品を続々と送り出

ない。ただし、これを遂行するためには

を追求し、新たな原理と手法を開発す

して業績を拡大。本年1月には念願の東

技術や製品における圧倒的な優位性が

る。困難なために誰も手を着けない分

証一部上場を果たしました。

必要であるという指摘です。

野にあえて挑む」。このような決意を胸

1985年（昭和60年）のKVBC設立当

に秘めて、辻社長は何日も工場に寝泊ま

初から参画し、代表幹事も務めた辻社

りすることも厭わず、研究開発に没頭。

長は、その頃に得た非常に重要な助言

その結果、独創的な半導体製造装置を開

を振り返ります。「これはベンチャー企

発します。しかし、国内の大手メーカー

業の経営の根幹に関わることです。あ

「自社での値付け」に続けて成長の要

からの引き合いはあっても、商談はまと

る都市銀行の支店長さんの価格設定に

となる経営戦略を辻社長は2つ挙げま

まらない。納入実績がないことが大き

ついてのサジェスチョンでした。『売値

す。その一つは「便利屋からの脱出」。

な壁となったのです。その窮地を救っ

は自己判断の3倍前後に…』と仰るので

企業が立ち上げに成功し、技術力が評

す。当時の私は『それはいくらなんでも

価されると小規模の新たな依頼が急増

暴利では…』と反論しました。しかし、

し、その対応に追われることになりま

正しかった。京セラの稲盛和夫名誉会

す。「サムコも年商が10億円前後の時

長も著書や講演などで『値付けは経営

に、このような状況に直面しました。

である』と明言されています。この貴重

日々仕事に忙殺されているのに売上は

な経営哲学をサムコも実践してきまし

横這いを続け、利益が伸びない。ベン

た。お蔭様で創業から今日まで黒字経

チャー企業の多くが経験する壁です」。

営を実現しています。ただの一度も赤

これを脱するために、辻社長は事例研

「便利屋」から脱し
分野を徹底的に絞り込む
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究に取り組み、当時約50種類あった受
注製品を半分以下まで縮小することを
決断します。売上半減を恐れた社員は

第1部

総

会

猛反対しましたが、結果的に売上は年
率30%前後も伸びたのです。分散して
いたエネルギーを集中させることに
よって効率が高まり、注文も取り易く
なったからです。

13：00〜14：00

第1部の総会は幹事の西谷真一氏
の総合司会による進行のもと、大東
代表幹事の開会あいさつで幕が開き
ました。

もう一つは「市場分野の徹底した絞

はじめに、櫻井副代表幹事より平

り込み」。サムコの場合はシリコン半導

成25年度の事業及び収支決算報告が

今年度の基本方針は当クラブの行

体のマーケットを捨て、市場全体の約

あり、承認されました。引き続き武藤

動理念である『創造・交流・成長』を今

会計監事より、会計監査報告が行わ

一度見つめ直し、より多くの会員の積

れました。

極的な参加促進と、交流からの新たな

10%しかない化合物半導体に狙いを定
めました。大きな市場は必ず大手と
バッティングしますが、小さければ大
企業は参入しません。「経営資源で劣る
ベンチャー企業が同じ土俵で競合して
も勝ち目はありません。熾烈な競合を
避けてニッチを徹底的に攻める。さら
に、世界的な視野でその数を拡大し、一

続いて、今年度は役員2年の任期満

価値創出につながる運営を目指すと

了に伴う改選が行われ、全役員に引

ともに、その機会を提供するとしまし

き続きお願いすることで、決定しま

た。その具体的運営方針は、交流事業

した。さらに新たに再選されました

としての「会員交流サロン」及び「会

大東代表幹事より、平成26年度の事

員企業訪問」の実施による交流と親睦

業計画案・予算案が議案として提出さ

の促進を中心として、研究事業・人材

れました。

育成事業・広報事業を積極的進めると

定のボリュームを確保する。これが本

し、全ての議案は承認されました。

日 の 講 演 の タ イ ト ル に も 掲 げ た『 グ

又、今年度は平成27年度のクラブ創

ローバルニッチで世界のトップを目指

立30周年度の重要な準備年度である
ことにも言及され、多くの点において

す』というサムコの企業戦略です」。現

当クラブの重要な1年となる予感をさ

在、世界シェア第2位のサムコは全力を

せる総会となりました。

傾注してトップ奪取に挑んでいます。
講演の最後を締め括った「グレイヘ
ア」への熱い思いも深く心に残りまし
た。「ベンチャービジネスの最前線で幾
多の試練を乗り越え、勝ち進んできた
経営者たちが、その貴重な経験に基づ
いて次世代の起業家たちの夢の実現を
サポートする。そんな人々をグレイヘ
アと呼びます。私も微力ながらその一

第3部

懇親会
17：45〜19：30

大東代表幹事の挨拶の後、来賓を代
表して、今年度から京都市産業戦略監
に就任され、当クラブの顧問にも就任
いただいている白須正氏よりお祝いの
お言葉と共に、
「新しい事業展開を考え

人でありたい」。これが30余年の歳月

ている企業のグローバルな海外展開へ

などの相談があることへの期待と、多

をかけてサムコを世界の最先端企業に

の支援を行う予算確保を行った」との

くの関係機関による支援体制があると

押し上げ、今もKVBCのシニア会員で

お話があり、多くの企業の海外展開の

いう心強いお言葉をいただきました。

ある辻社長の新たな願いです。

ための商品開発、販路開拓、技術開発

続いて、第２部の記念講演でご講演
いただいた サムコ ㈱ 代表取締役社長
の辻理氏からも挨拶と乾杯のご発声を
いただき、交流会が始まりました。歓
談の中、ご来賓の方々や会員同志の名
刺交換や各社紹介の時間をとる等、新
年度の「交流事業」としても大きく貢
献する1日となりました。
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入ったことはありません。とにかく、多忙
でした。その後、独立行政法人・国際協力
機構JICAの仕事も担当し、スリランカや
ケニアで総合病院、学校の建設にも携わり
ました」と、木下氏はその頃の年間業務報

第6回

挫折と栄光の日々を語る

告書を見ながら当時を振り返ります。
父親譲りの先見性でWebに挑む

〜会員の相互理解とビジネスのさらなる発展のために〜
35歳の時に新たにハワイ駐在の打診が

日時：4月22日（火）18：30〜20：30
会場：京 都タワーホテル

あり、これを断って退職。京都に戻って家
業を引き継いだ木下氏がWebの世界に出
会ったのはシンガポールへ向かうの飛行

■ 社会に役立ち、次代に挑む会社を
講師：木下 豊 氏
（株式会社エクザム）

機の中でした。何気なく手にした日経新
聞に「インターネットの時代が来る!!」と
書かれていたのです。この機内で得た閃

米国の大学でマーケティングを学び、東京の世界的な設備会社に入社。世界各地

きが㈱エクザム設立へ繋がっていきます。

で数多くの巨大プロジェクトに従事した後、35 歳の時に父親の事業を受け継ぎ、

1997年のことです。初めて手掛けたホー

シンガポール行きの飛行機の中でインターネット時代の到来を察知。

ムページ制作は、勉強会で知り合った京料
理の老舗「六盛」など3社。1件3万円で計

入社後の初仕事は国際空港の建設

9万円が制作による最初の売上でした。

規模を誇るオハイオ州立大学の経済学部

「先に述べましたようにマンション業は

時代に先駆けてホームページ制作会

でマーケティングを学んだ後、東京の世界

続けていましたので、京都大学に留学して

社を立ち上げ、際立つ実績を積み重ねて

的な設備会社に入社。海外進出のための

いた中国の学生に特別に安い賃貸料金で

きた木下氏。その卓越した先見性と果

準備室を経てシンガポールへ派遣されま

貸していました。私自身が留学の経験が

敢な行動力は父親から受け継いだもの

す。業務は東南アジアのハブ空港を目指

あり、何らかのかたちで留学生たちを支援

であり、若き日々に世界各地で挑んだ数

すチャンギ国際空港の建設でした。この

できればと思っていたからです。そこで、

多くの巨大プロジェクトの仕事で鍛え

当時最大級の建設プロジェクトが開始さ

彼らに『ホームページが作れるか?』と問

抜かれ大きく開花します。現在、経営す

れたのは1975年です。空港がオープンし

うと『簡単です!!』という。確かに極めて優

る株式会社エクザムは設立から15年目

た3年後に東京本社の海外事業部へ転勤。

秀な学生ばかりですから何の問題もない。

を迎えますが、企業としての歴史は半世

その後、ハワイのオアフ島・西海岸のコオ

『では、頼む!!』ということでホームページ

紀を越えており、当初の社名は木下商運

リナ・ビーチ・リゾート開発やサイパンの

制作会社をスタートさせました」。木下氏

KKでした。つねに次代に目を配り、最

ホテル・ニッコー・サイパン建設などに従

の話しを聞いていると、つねに人を大切に

先端を走る先代が「これからは物流の時

事。
「当時は月の半分は海外出張。グアム・

し、それがまた新たな道を拓く力になって

代」と見定めて1964年に起業。ちなみ

サイパンに2週間、日本に2週間、次にハ

いることを実感します。

に、佐川急便が誕生したのは翌年です。

ワイ2週間といった状況でした。リゾート

㈱エクザムの仕事は「IT支援事業」と

続けてモータリゼーションの到来を感

地に居ても、常にスーツ姿で一度も海に

「京都貢献事業」が2本柱で、実績は極めて

知して木下石油株式会社を起こし、京都

多岐にわたります。その多くはコンペで

市内でガソリンスタンドチェーンを経

受注したものですが、平均6〜7割は勝ち

営。さらに、住宅ブームに即応してマン
ション業を営む木下ホーム株式会社へ
と業態を転換。この会社は今も運営し
ています。
木下氏が海外で活躍する端緒となっ
たのは1970年の米国留学でした。約5

6

万人の学生を有し、公立では全米第3位の
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取っているとのこと。この抜群の比率か

氏ですが、㈱エクザム設立時に掲げた「社

らも企画力をはじめとする能力の高さを

会に役立つ会社でありたい」、
「次代に挑み

推し量ることができます。現在は会長と

続けたい」という思いがひしひしと伝わっ

して気鋭のスタッフの活躍を見守る木下

てくる講演でした。

■「必ずできる」という信念
講師：宮地 康次 氏
（ハムス株式会社）
創業以来、優れた技術力で先進独自の製品を開発し、躍進を続けてきたハムスも、
バブル時に会社存亡の危機に直面。当時、30代前半で係長だった宮地氏はこれを
切り抜けるために飛び込み営業を行い、続けてパリの展示会に挑みます。

伴いハムスの売上も激減。当時、30代前
半で係長だった宮地氏は強い危機感を抱
き、はじめて父親に直談判します。「この
ままでは倒産します。悪いのは、販売のや
り方です。或いは、販売の方法です。これ
を切って直販に切り替えるべきです。私

会社を大きく飛躍させた開発力

ン」でした。当時、この作業は手縫いで行

が売って見せます」と、詰め寄ったので

われており、極めて過酷な作業でした。悪

す。社長は激怒しますが、もう後には引け

ハムス株式会社は最先端の自動ミシン

戦苦闘の末に新開発した製品を国内の展

なくなった宮地氏は営業を開始します。

を次々に開発・製造し、縫製工程の自動化

示会に出品すると東京の大手ミシンメー

しかし、その直後に自分の甘さを痛感す

や省力化を牽引してきた企業です。1954

カーからOEM化の依頼があり、米国の

るのです。販売代理店任せだったために、

年に宮地氏の父親が創業した宮地ミシン

リーバイス社の指定機種にもなりました。

顧客リストがない。「お客様に目を向けて

工業社は、その優れた技術力が高く評価

シェアは瞬く間に世界規模で拡大し、さら

いなかった我々が悪かったのでは…」と気

され、早々に京都の大手企業が代理店に

に他業種への進出のきっかけになったの

づいたのです。業界新聞に頼み込んで全

なり販売を一手に引き受けます。その後、

が1988年に開発した「エアーバック縫い

国のミシン販売店の組合員名簿を入手し、

1964年に法人化し、1988年に縫製ロボッ

ミシン」でした。国内のチャイルドシート

飛び込みをはじめますが、予想外の事態に

トメーカーとして国際化に対応していく

ベルトのメーカーからの依頼でした。こ

直面します。「コピー製品を売っているの

ためにハムス株式会社に社名を変更しま

の頃、まだ国産車はエアーバッグを装備し

か。プライドはないのか」。OEMだったの

した。

ていなかったのです。ただし、車種が変わ

で、社名がまったく通じないのです。

最初に会社の進展に大きく貢献した開
発製品は「ブラジャー（フック・アイ）縫付

れば設計も変更しなければならず、利益率
は他に較べて非常に低いものでした。

自動ミシン」でした。1965年、販売代理
店を通じて株式会社ワコールから「ブラ

門前払いが続く中で、宮地氏はター
ゲットを国外に切り替えます。「絶対に許
さん!!」と憤怒する社長には内緒で、商社

社長を激怒させた宮地氏の直談判

ジャーの肩ひもやホックを縫い付けるミ

を片っ端から訪問しますが、結果は暖簾
に腕押し。その時、閃いたのが海外の展示

シンを造れないだろうか」と打診された

やがて、バブル経済が沸騰。国内の人件

会でした。「アパレル業界の展示会なら見

のです。当時は大半が海外生産品で、国内

費が急増すると、各メーカーは海外に拠

込客が集っている!」と考えたのです。以

で量産するためには全自動ミシンが必要

点を移し、国内の関連工場の多くが低迷

来、パリに年2回飛び、各ブースを徹底的

だったのです。全力を傾注して開発した

し、廃業に追い込まれていきます。これに

に回り、邪魔者扱いされながらカタログ

新製品は全国で脚光を浴び、躍進の原動

を配布。漸く3年目に問合せのメールが届

力になります。「現在も国内及びアジアの

くようになり、商社も重い腰を上げたの

工場向けに製造しているはハムスだけで

です。リーマン・ショックの年に社長の席

あり、日本の女性が着用しているブラン

を受け継いだ宮地氏は、自らの力だけで

ド品は、ほぼ100%私どもの機械で縫製さ

突き進むのではなく、他の企業や人々の

れていると申し上げても過言ではないと

知恵や能力を借りることの重要性を実感。

思います」と、宮地氏は語ります。

中国大手工業用ミシンメーカー、ブラ

次の飛躍に役立ったのが1975年に開発
した「ジーンズベルトループ縫付自動ミシ

ザー工業、台湾の工業ミシンメーカーと
の技術・業務提携を結実させました。
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京の知的財産セミナー（第1回）

所／ 京都リサーチパーク東地区1号館4階AV会議室（京都市下京区中堂寺南町134）

●

内

容／ 中小・ベンチャー企業においても海外での他社特許抵触や商標冒認出願等が問
題となっている状況を踏まえた、知的財産権に関する事件紹介や出願方法・費用
等の知的財産経営についての講演

定

象／ 京都市内に在住又はお勤めの開発技術者等の方、個人で出願を検討されている
方等で知財の初級者の方（中小企業・ベンチャー企業の方を優先させていただき
ますので、
それ以外の方については定員を超えた場合、
お断りすることがあります。）
員／ 50名

●参加費／ 無料

覧

●

対

一

場

業

●

●

アド・アソシエイツ ㈱
アルコム ㈱
いつわ法律事務所

時／ 平成26年8月29
（金） 午後1時30分～午後4時30分

●日

㈱ 暁電機製作所
アスノシステム ㈱
㈱ アラキ工務店

企

「知財経営の攻めと守り
（初級編）」の開催について

員

2014年度中小・ベンチャー企業のための京都発

お

会

事

㈲ 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
㈱ 京都エス･ アール
京都監査法人

●申込締切／ 平成26年8月20日
（水）

㈲ 京都旅企画

主催：京都市、一般社団法人京都発明協会

㈱ 京都はんなり本舗

お問合せ（一社）
京都発明協会
TEL：075-315-8686／FAX：075-321-8374／E-mail：hatsumei@ninus.ocn.ne.jp
URL：http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000170414.html

㈱ グローバルエステート

●京都市内での企業立地をお考えの皆様

㈱ クロスボーダース
KT 合同企画
㈱ ケルク電子システム
㈱ 最善プロモーション

●事業拡大を図る京都市内の企業の皆様

㈱ サカノシタ
サムコ ㈱

企業立地補助金の御案内
H25年度から

制度を更に充実!!

システムプロデュース ㈱
シスポート ㈱

■

市内のものづくり企業が工場を拡張

■

市外から新たに本社・研究所・工場等を移転

■

創業期の中小企業が事業所を新設

㈱ スリーエース
星和テクノロジー ㈱

など御相談ください

㈱ ゼロワン
㈱ 総合システムサービス

対象：ものづくり企業の皆様

対象：先端分野企業の皆様

対象：中小・ベンチャー企業の皆様

大洋エレックス ㈱

企業立地促進制度補助金

企業立地促進制度補助金

京都型グローバル・ニッチ・トップ
企業育成補助金

㈱ 田中プリント

大東寝具工業 ㈱
税理士法人 T・Y パートナーズ

○対象事業に伴い新たに課税された固定資産税・都市計画税の相当額を交付

㈱ テクノクリエイト

（ 土 地 に 係 るも の を 除 く）

2 年分

5 年分

㈱ とめ研究所

5 年分

中沼アートスクリーン ㈱
㈱ ナンバ設計事務所

「らくなん進都」、
「横大路地区」、
「桂イノベーションパーク地区」は

㈱ 日産電機製作所

1 年分

更に

㈱ 日本電算機標準

○埋蔵文化財発掘調査を実施する場合に、当該調査に要した経費相当額を交付（5,000万円を限度）

ハムス ㈱
林運輸 ㈱

まずはお電話ください

企業立地総合支援窓口

TEL.075-222-3325

京都市 産業観光局 産業戦略部産業政策課 企業立地推進担当

バンテック ㈱

詳細は

京都市

㈲ フットクリエイト

企業立地

㈲ ブルーム
㈱ マックス
税理士法人 みらい経営

京都市ベンチャービジネスクラブへのお誘い
【会員募集】

Medico-tec ㈱
武藤社会保険労務士事務所
優 司法書士法人
㈱ ユニシス

■ 入会条件 原則として本社又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）

■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・お申込みは下記「京都市ベンチャービジネスクラブ事務局」までどうぞ

㈱ ログレス貿易

賛助会員

■ 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

Renbird ㈱
㈱ 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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