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

交流と学びで
イノベーション経営を
サポートするKVBC
京都市ベンチャービジネスクラブは、
『 創造と挑戦を続ける未来派集団』。
多くの会員にはこの活動理念のもと、交流と研鑚を深める最上の場と機会を提供しています。
「技術と人材開発」
を推し進め、未来を創造する代表的企業の視察研修にも積極的です。
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福岡研修

2017 年 10月12日（木）
〜13日（金）

次代を拓く先進性と地域社会への貢献に
福岡の熱い息吹きを実感。
今年の研修例会で最初に訪問したのは、グローバル創業都市を目指す福岡市の構想の中核を担う官民共働型スタートアップ支援施
設。続けて地域の老朽化したビルを次々に画期的な「ビンテージビル」として再生し、次代に向けた「まちづくり」に貢献している吉
原住宅有限会社を視察。翌日には博多名物の明太子のパイオニア企業として名高い、株式会社ふくやを探訪しました。起業創出のた
めの最先端プラットフォーム、「不動産」をキーワードにした地域活性化、博多の「食文化」を牽引する老舗と方向性は多彩ですが、そ
こに息づくのは果敢な先進性と社会貢献への熱い想いです。今回の KVBC 研修でも数多くの貴重な学びを得ることができました。

グローバル創業都市構想を象徴するスタートアップ支援施設
10月12日（木）13：30〜15：00

福岡研修①

FUKUOKA growth next

福岡市はグローバル創業都市構想を推

備軍や学生、創業間もない企業をメインター

進するために、2012（平成24）年に「スター

ゲットにした「スタートアップカフェ」をオープ

トアップ都市ふくおか」を宣言。マスタープラ

ン。起業の方法から法務・税務・資金調達ま

ンや組織基盤を構築し、国内外の IT ベン

で幅広く気軽に相談できる拠点です。また、

チャー起業家が集結したイベント「 B Dash

市内で創業する外国人に向けた「スタート

Camp」を開催するなどムーブメントを起こ

アップビザ」制度なども展開。125名もの参

資機会を生み出すピッチコンテスト、成長機

し、2014（平 成26）年には国 家 戦 略 特 区

加者を集めたシリコンバレー研修なども実施

会を促すメンタリング、専門知識や実現性を

「グローバル創業・雇用創出特区」の指定を

しています。

高めるセミナー、外部企業や入居企業相互

受け、これを契機にスタートアップ支援のた

2017年、新たなスタートアップのプラット

の交流を深める定期ミーティングなど充実し

めの多彩な施策を展開しています。たとえ

フォームとして福 岡の中心 地に誕 生した

た支援を展開。デザイナーやエンジニアの

ば、裾野の拡大を図るために、起業家の予

「FUKUOKA growth next」は、グローバ

養成スクールも併設して、ヒューマンリソース

ル創業都市構想を象徴する官民共働型ス

の確保・マッチングも行っています。「将来

タートアップ支援施設です。2014（平成26）

のユニコーン（＊）」を創出し、グローバル市場

年に廃校になった旧大名小学校を活用した

への挑戦を通じて地域経済の伸展と雇用

もので、福岡市内に点在していたインキュ
ベーション施設などを集約し、多種多様な
起業の創出を目指しています。上場企業や
成功企業の代表者によるカンファレンス、投
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促進を図る一大拠点。それが今回探訪した
「FUKUOKA growth next」です。
＊ユニコーンとは企業評価額が10億ドル以上の非
上場のベンチャー企業。創業10年以内の企業を
指すことが多い。

老朽ビルの再生を起点に市内を超えた「コミュニティ創造」に挑む
10月12日（木）15：30〜17：00

福岡研修②

吉原住宅有限会社

九州大学理学部を卒業後、旭化成㈱で医

し、2年後に㈱スペースRデザインを立ち上げ

薬品の臨床研究を行っていた吉原勝巳氏が

ます。ビル再生の企画、コンサルティング、デ

福岡に戻り、実家の貸しビル会社である吉原

ザイン、工事監理、不動産仲介・管理をワンス

住 宅 ㈲を2代目として引き継いだのは2000

トップで推進する新事業は脚光を浴び、レトロ

（平成12）年、40歳の時でした。当時、所有

感に満ちた独創的な「ビンテージビル」群は

てがセルフリノベの店 舗や

物件はいずれも老朽化しており、空室率も高

地域再生の「まちづくり」にも大きく貢献してい

ギャラリーとなっており、たと

く、大変な経営難に陥っていました。危機に

ます。現在、全国の地方では「消滅可能性

えば 九 州 工 業 大 学 発 ベン

直面した吉原勝巳氏は、抜本的な打開策を

都市」と称される市域が数多く存在していま

チャー企業のひびきの電子㈱「冷泉荘オフィ

模索しますが、建て替えるには莫大な費用を

すが、同社のリノベーションを核にした「コミュ

ス」では電子部品を用いたアクセサリー、ス

要するために、これを断念。発想を切り替え

ニティ創造」の仕掛けを推進すれば、新たな

ピーカー、雑貨などのプロダクトデザインと商

て、ビル再生の道を選び、2006（平成18）年

起業家などがこれを新拠点として活用する動

品開発に取り組んでいます。冷泉荘の「顔」

にNPO 法人福岡ビルストック研究会を設立

きが生じ、まちの活性化が実現するのです。

として入居者をサポートし、交流の活性化に

今回は数多く展開しているビルの中から

貢献しているのが名物管理人の“サンダーさ

「ひと」、
「まち」、
「文化」を育む場として2012

ん”
こと、杉山紘一郎氏。㈱スペースRデザイ

（平成24）年に「第25回福岡市都市景観賞

ンの運営ディレクターです。軽妙洒脱な人柄

活動部門」を受賞した「リノベーションミュージ

に研修参加メンバーも魅了され、打ち解けた

アム冷泉荘」を探訪しました。高度成長時代

和やかな雰囲気の中で「ビンテージビル」を

に建てられた築50年 以 上の SOHO 型ビル

起点にした福岡市内を超える「コミュニティ創

（ RC 造5階地下１階）です。一棟25室すべ

造」の最新情報を得ることができました。

製造方法のオープン化と人材育成で明太子を博多名物にしたパイオニア企業
10月13日（金）13：30〜15：0 0

福岡研修③

株式会社ふくや

「ふくや」の創業は戦後の混乱が続いてい

が生まれたからです。その社会貢献の姿勢は

た1948（昭和23）年。博多の街も戦災で焼け

「日本でいちばん大切にしたい会社」にノミネー

野原にバラック小屋が建ち並ぶ状況でした。

トされるなど高く評価されています。

その中洲の一角に小さい食料品店を開店した

今日、博多観光に欠かせない名所となって

初代・川原俊夫氏は、幼年時代に韓国・釜山で

い る「博 多 の 食と文 化 の 博 物 館 HAKU

とえば接客に「ありがとう」という心からの感謝

食べていた「たらこのキムチ漬」の味に郷愁を

HAKU」は、地域貢献活動を続けてきた「ふく

の思いが希薄になっていました。そのために、

抱き、これを再現したいと思い立ちます。その

や」が地元の「食」と「文化」を発信し、地域

マナー研修なども実施しましたが、
「自発的に

後、一心不乱に創意工夫を重ね、1949（昭和

の発展に寄与したいという願いから生まれまし

学ぼうする真摯な姿勢がなければ、机上の空

24）年の十日恵比須神社大祭の日に、日本で

た。入口前には原寸大の博多祇園山笠「舁き

論に終始し、人は育たない」ということを痛感。

初めて「味の明太子」を売り出します。スケトウ

山」が展示され、多彩な工芸品や食の世界を

これを契機に自身が各店に出向いて、
「接客

ダラの卵巣を独自の調味液で漬けん込んだも

巡り、
「ふくや」の歴史を知り、実際の製造工程

が良い店と悪いと思う店」を具体的に把握し、

のです。その美味は忽ち巷で評判となりまし

を見学できるコーナー、多彩な品揃えのショップ

これに基づき社員の意識改革に努めることに

た。博多名物として広く知られ、定着したのは、

などがあり、瞬く間に時間が過ぎていきます。

よって確かな手応えを得るようになります。また、

初代がオリジナル商品であるのにも関わらず、

「社会に貢献するために会社がある。何よりも

「社員を会社人間にしたくない」、
「当社以外で

商標登録や製造法特許を取得せず、地元同

素材を大切に、品質を厳守し、変わらぬ味を届

も立派に通用する人材に育ってほしい」という

業者に製造法を教えたことによって様々な風味

けたい。製造直販を守り継ぐことによって販売

考えから、ボランティアを始めとする地域活動

価格を低く抑える。直営店での対面販売でお

に参加する社員には別手当を出し、各種の資

客様と向き合い、これからも心を大切にする企

格取得についても費用を会社が負担するなど

業でありたい」という川原正孝会長は語りま

の施策を継続。社員個々の能力を最大限に引

す。社会への貢献を企業理念に掲げる「ふく

き出せるように福利厚生の充実にも力を注いで

や」が何よりも重視しているのが人材育成で

います。「人材こそが企業発展の礎」であるこ

す。川原正孝会長が事業を継承した時、すで

とを、今回の「ふくや」訪問で改めて実感する

に当社は人気店でしたが、それが仇となり、た

ことができました。
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ナイ市）に本社を構え、東京、大阪、フラン
クフルトに拠点を持ち、日本企業及び日本
で展開する外資系企業に向けて、ITサー
ビス及びグローバル化支援サービスを提供
しています。①日本企業にフォーカスした
サービス展開、②グループ会社を通じて世
界 5 0カ国にチャネルを保有、③幅広いイン
ド現地ネットワーク、④日本市場おいて2 5

KVBC 12月例会

「在日外国企業のビジネス動向と
中小企業の海外展開支援」
日時：12月5日
（火）17：00〜20：00 会場：リーガロイヤルホテル京都

年以上の経験を積んだ上級管理職、⑤製
造、製薬、リテール、銀行・金融サービス・
保険等の業種に対応、⑥お客様の日系企
業のニーズに対する柔軟な対応などが特
徴です。

今回は第 1 部で卓越した発想や先進の技術で脚光を浴びる在日外国企業の代表の
方々をお招きした講演会でビジネスモデルなどを拝聴。第2 部では独立行政法人
日本貿易振興機構（ジェトロ）京都貿易情報センター所長石原賢一様から海外企業
の日本での動向や中小企業の海外展開の成功事例などをお話いただきました。

第1 部 在日本の外国企業から見た日本マーケット

最先端のXR技術を駆使して

感）を構築する技術、VRは仮想空間にリア

I Tサービス分野ではエンタープライズソ

京都の魅力を世界に発信

リティ
（実在感）を創出する技術のことです。

リューション、業務アプリケーション開発、IT

KYOTO VR
CEO アティカス・シムズ氏

京都の素晴らしさに深い感銘を受けた
CEOのアティカス・シムズさんがこの会社を

グローバル化支援サービスでは必要な業務

立ち上げたのは2 0 1 6 年。直近では今年 7

のすべてをワンストップでサポートするアジア

KYOTO VRでは 最 先 端 のXR技 術

月に祇園祭の函谷鉾のA Rアプリを公開

事業開発支援、低コスト・ハイクオリティ・短

（AR/MR/VR）による京都の魅力の世界

し、360度取材を担当。9月には京都市と

納期を実現した多言語・多分野に及ぶ言

への発信、伝統と文化の保存、イマーシブ

「伝統芸能×新技術 ─A R技術による芸能

語サービス、グローバル人材育成研修では

（没入型）広告ツールなどの展開を試みてい

鑑 賞 事 業」を開 始しました。X R技 術は

日本側研修（グローバル人材基盤作りコー

ます。具体的にはバーチャル観光アプリ

ゲーム、映画、芸術、医療など幅広い分野

ス・インドマインドセット研修）
とインド現地研修

ケーション分野では①モバイルAR/MR案

で活用され、その可能性は広がり続けてお

（マネージャー向け研修・若手一般社員向

内ツアー、②バーチャル観光、③3Dスキャ

り、コンピュータプラットフォームになると予測

け研修・経営者向け視察ツアー・現地企業

ン・360度映像による文化保存に取り組み、

されています。「事業を拡大していく上で

内インターンシップ）を行っています。「イン

イマーシブ広告ツール分野では①AR名刺・

重要なのは言葉や文化を深く理解すること

ドはI T産業の強みを伸ばしながら製造業

パンフレット、②バーチャルツアー
（PC+モバ

であり、この点で当社に複数いるバイリンガ

を再建することによって国力を高め、さらに

イル+VR）
、③360度広告映像（+一般メ

ル社員が非常に役立っています。また、ア

東アジアと中東・アフリカのハブとなる経済

ディア）
、④インタラクション型VRアプリ、⑤

メリカの起業ではアイディアが最優先されま

的な重要拠点になることを目指しており、現

イマーシブ技術コンサルティングを業務とし

すが、日本では人々との信頼関係を構築す

在は新展開の好機です」と、CMOのムトゥ

ています。ちなみに、ARは現実空間の物

ることが大切であり、一歩ずつじっくりと成

ヴェランさんは呼び掛けています。

体などに情報を重ねることによって新たな認

果をあげていきたい」と、アティカス・シムズ

識を生み出す拡張現実技術、MRは現実

さんは語ります。

空間と仮想空間を混合してリアリティ
（実在

IT・グローバル化支援サービスで
日本企業の伸展に大きく貢献
Nihon Technology Private Limited
CMO ムトゥヴェラン氏
ニホン・テクノロジー・プライベイト・リミテッド
（NTPL）の設立は2 0 0 7 年。インド（チェン

4

インフラ・セキュリティサービスなどを展開。

世界の人々を対象とした越境EC
毎年売上倍増の次代型ベンチャー
ゼンマーケット株式会社
代表取締役 コーピル・オレクサンドル氏
ゼンマーケット㈱では日本の優れた商品
を購入したい外国人を対象にした購入代
行サービスを展開しています。たとえば、
A ma z o n、楽天市場、ヤフオク!などの大

KVBC REPORT
手通販サイトをはじめ多彩な国内オンライン

人々に販売することができます。代表取締

ショップからお客様が希望する品々を代理

役のコーピル・オレクサンドルさんは、ウクライ

購入し、これらを一括発送するシステムで

ナ出身で日本在住歴は10年。2014年にこ

す。海外における日本文化や商品に対す

の会社を設立しました。売上は年々倍増し、

る評価は非常に高く、日本商品を手に入れ
たい外国人客は増え続けています。この点

「注目の西日本ベンチャー1 0 0」にも選出さ
れています。

に着目して急成長しているのがゼンマーケッ

「日本の国内市場は高齢化によって縮小

ト㈱です。業務としては他に世界各国に向

傾向にありますが、世界の人口は増加の一

越境E Cです」。従来の代理店型海外販

けて商品を拡販したい日本企業に向けて独

途を辿っており、これをターゲットにするのが

売と比較して圧倒的に流通過程を短縮でき

自に開発した越境E Cモールも運営してい

非常に有効な戦略であると考えています。

る越境ECはきわめて大きな可能性を秘め

ます。顧客対応、決済、海外発送などす

手法としては伝統的な貿易、海外進出、外

ており、市場規模は約 6 0 兆円、年間成長

べてを代行するサービスであり、販売サイド

国人観光客（インバウンド）などがあります

率は約 3 0 %、日本のシェアは約 4%（2.4兆

は国内販売と同等の感覚で世界各国の

が、皆様に注目していただきたい新施策が

円）
と目されています。

第 2 部 外国企業の日本での動向及び ジェトロの海外展開支援について

外国企業は投資拡大に意欲

実現。㈲フラワーハウスおむろは、仁和寺

海外販路開拓の成功事例も多彩

などの桜の名所から厳選した四季の植物を
ミニチュア化した「京都小鉢」をシンガポー

日本貿易振興機構（ジェトロ）

ルへ輸出。大石酒造㈱は空前の和食ブー

京都貿易情報センター所長 石原賢一氏

ムを捉えて日本酒のアジアへの輸出に成
功。加工工具製造メーカーのイチグチは、

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェト
ロ）は5 5ヵ国・7 4 海外事務所を展開し、国

海外エージェントが決定し、昨年秋から輸

内では本部（東京）
、大阪本部、アジア経

出を開始しています。㈱農樹もジェトロの支

済研究所、4 3貿易情報センターを有し、そ

海外販路開拓の成功事例も多彩です。

援を得て、台湾、香港、マカオ、マレーシ

の広大なネットワークを背景に、海外からの

丸和商業㈱は2 0 1 5 年に京都市及び京都

ア、シンガポール、アメリカへの販路を獲

投資の呼び込み、国内の中堅・中小企業な

商工会議所が企画した新たな試みである

得。本年、同社が開発した包装米飯（パッ

どの海外展開支援を始め我が国の企業活

「Kyoto Contemporary」に参画し、フラ

クライス）
も在上海の高級日本料理店が中

動や通商政策に貢献しています。「まず、

ンス人デザイナーとのコラボで風呂敷をバッ

国富裕層向けに展開する仕出し弁当に採

外国企業の日本での動向ですが、外国企

ク化した新商品を開発し、欧州 3ヵ国や香

用さけました。また、測量機器の管理ソフト

業 の 対日投 資 は 堅 調 で す。たとえば、

港向けの輸出が決定。京都の新たな観光

ウェアの製造メーカーである㈱演算工房は

2 0 1 5 年末の対日直接投資残高は24. 4兆

名 所として話 題 の 舞 台 パフォーマンス

語学が堪能な留学生を積極的に採用し、

円で過去最高を更新しました。また、8割近

『GEAR』はモスクワでのロングラン公演を

海外ビジネスの拡大に役立てています。

くの在日外資系企業が今後の投資拡大に
意欲的であり、5年以内の投資拡大方針を
示した企業は77. 1%、日本拠点での雇用
増員は7 5 . 9%に達しています。さらに、追
加投資先を東京以外の地域とする回答が
6 割以上を占め、特に研究開発機能を拡
大する場合の立地では京都が東京・神奈
川に続いて3位となっています」。

交流の様子
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設立された会社です。「伝統産業ともの
づくりが大好きで、10年ほど前からこの分
野の企業の仕事に携わってきました。こ

KVBC 2月例会

働き方改革『女性の起業・副業』

決断し、起業のために大阪から京都へ参
りました」。㈱洛音はデザイン・企画・マ

日時：2月20日
（火）18：30〜21：30
会場：KPR4号館「BIZ NEXT」
（交流会：KRP4 号館「KOKORO」）

ネージメントを行う廣野み音さんを中核に

今回の例会では第1 部で京都市と（公財）京都高度技術研究所が女性の起業家を

造を担務するSTARRAINで構成。コン

支援するために実施している女性起業家創出支援事業「京都カタリバサロン」の

セプトは「進 化。着 物」。ニューヨーク

修了生の方々。第2 部ではクリエイティブスタジオで活躍しながら、副業を通し

（ファッション工科大学）のデザインと京都・

た新たな働き方で駄菓子屋を運営し、その相乗効果を活かす女性プランナーを講

西陣のものづくりの技術をブレンドした京

アートディレクターとデザインサポートなどを
担当する久能木一成さん、帯と着物の製

師にお招きして開催。女性経営者特有の御苦労などにも多くの質問が出て、活発

都発のFashionTechの発信を目指して

な意見交換が行われました。

います。「ファッションテック」とは「ファッ

第1部：講演

ション」と「テクノロジー」を合成した造語

女性起業家創出支援事業「京都カタリバサロン」
登壇者：①増田えみ氏（ママのための写真教室「コトリノス」）
②廣野み音氏（株式会社洛音代表取締役 /CEO）
大阪芸術大学で写真を学んだ増田え

♥mama（現：コトリノス）」が増田えみさ

みさんは、卒業後、2つのスタジオで3年

んの大きな転機になりました。まさに自分で

で、世界のファッション業界に旋風を起こ
している改革の試みです。
「データを見ると2014年時点での着物
市場規模は10年前の半分まで落ち込ん
でいます。しかし、その一 方で女 性の

間アシスタントを務めました。写真は光を

見出した「働き方改革」だったのです。

如何に使うかが決め手になり、スタジオで

ニーズは予想以上あり、お子様連れでで

のコマーシャル撮影の経験の有無で圧倒

教室に来られるのを歓迎し、ご自宅に出

的な差が生じると判断したからです。その

向いての赤ちゃんの撮影やお子様が入学

間にも作品づくりに励み、グループ展など

した学校の前での記念写真などにも気軽

出展し、写真家としての道を模索している

に対応しているうちに、仕事は次第に軌道

頃に、2児を出産し、育児に追われること

に乗り始めます。さらに、わが子の愛らし

70%以上が購入意欲を示しています。

になります。「子育てをしているので、自分

い姿を自身で撮って発信した『食事をしな

上手くニーズを捉えていないことが分かり

のしたい活動ができる時間が制約されま

がら眠ってしまう子ども』が大きな反響を

ます。市場調査では既存店の海外売上

す。たとえば、思い通りの作品を撮るため

呼び、博報堂から使用の依頼が舞い込

比率は30%を超えているケースもあり、こ

に、深夜まで粘るといったこともできません。

み、宮城県庁「食の6次産業化事業」の

の比率は増加傾向を辿っています。ま

しかし、写真は仕事として続けたい。その

カメラマンや摂津市生涯学習大学の写真

た、海外トレンドでは自分なりの着こなしを

ようなジレンマの中で思い付いたのがお母

講師の依頼もあり、さらに昨年末には旭屋

する女性が多い。着物を『生活に潤いを

さん向けの写真教室でした」。2010年に

出版『ママたちの日々レシピ』の撮影も行

与えるもの』と位置付け、手頃なプライス

開設したママのための写真教室「Photo

いました。「レシピ本はやってみたかった目

で現代女性の鋭敏な感性を捉えるクール

標の一つだったので凄く嬉しく思っていま

なものを新提案ずれば、新たな需要を掘

す。温かくサポートしていただいた京都カ

り起こすことができると考えています」。

タリバサロンの皆様にも心から感謝してい

㈱洛音ではファッション分野の電子商取引

ます」と増田えみさんは微笑み、これから

（EC）サイトを中心とした販売方法を想定

も自分らしい仕事の在り方を積極的に推し

し、海外展開も事業戦略に組み込んでい

進めたいと快活に語ります。

ます。着物の可能性を新たな視点から追

廣野み音さんが代表取締役/CEOを
務める㈱洛音（Rakuon）は昨年12月に
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の度、
『行き着くところは、やはり京都』と

求し、
「京都と世界がより身近に繋がるこ
と」が廣野み音さんの究極の目標です。

KVBC REPORT

第2部：

「女性の活躍を通じた、企業内での
創造性の向上等」
講師： 株式 会社ワントゥーテンドライブ
エクスペリエンスプランナー

北原妙子氏

女子美術大学でプロダクトを専攻した

に見せるコンテンツを』というご要望を受

います。このお店を始めたことによって実

北原妙子さんは、
「人を楽しませるのが好

けて、クラゲと京都の四季を交響させた

感したのは、小学生の発信力と拡散力で

きで、そのような仕事がしたい」という思い

展開。パナソニックさんのプロジェクターを

した。「広告は一切せずに突然オープン

を抱いて㈱バンダイに入社。男児・女児

使った新企画のご提案など多岐にわたり

したので、当初はご近所の方々が覗かれ

玩具部門、菓子玩具部門、アーケード

ます」。会社では自社のビジネス内容と重

るような状態だったのですが、小学校の

ゲーム部門で企画開発に携わり、企画力

なるもの以外であれば、副業を基本的に

授業で『私の町のおすすめ』という課題

を磨いてきました。就 職して1 2 年 後の

認めており、これを活かして北原妙子さん

が出され、これで紹介されたのをきっかけ

は駄菓子屋・北原商店を開店しました。

に来店客が急増しました。さらに、ショップ

2 0 1 5 年に退職し、京都に移り住みます。

「駄菓子屋は幼い子どもからご高齢の

カードのポスティングごっこも行われ、小学

というのが辞職の理由でした。現在は四

方々までが気軽に楽しめる場であり、以

校での口コミでもうわさになり、お客さんが

条烏丸のCOCON烏丸に本社を構えるク

前から素敵で身近なアミューズメント空間

宣伝してくれるようになりました。今では常

リエイティブスタジオ㈱ワントゥーテンドライ

だと感じていました。最近は非常に少なく

連客もしっかり定着しています」。副業の

ブにエクスペリエンスプランナーとして勤め

なっているので、残したいという思いもあ

効果は駄菓子屋の経営によって直接顧

「京都に住んで、駄菓子屋を営みたい」

ながら週末に念願の駄菓子屋・北原商店

客を見ることができ、これが本業での企画

を堀川商店街の近辺で経営しています。

立案を客観的に行うことにつながり、㈱ワ

㈱ワントゥーテンドライブではプロトタイ

ントゥーテンドライブでマネタイズビジネスを

プ、デジタルコンテンツ、プロダクト・サービ

行うことで、駄菓子屋を趣味とは異なる視

スの企画開発など多彩な事業領域を手

点で考えることができること。このようなス

掛けています。最新テクノロジーを駆使し

タイルも、これからの働き方の在るべき姿

たエンターテイメント性で際立つ評価を得

と捉えていると、北原妙子さんは自身で選

ている会社であり、最先端技術と企画開

んだワークスタイルの良さを語ります。

発力を有するエンジニアが数多く在籍し

り、始めました」。お店は自宅の居間を土

ているのが特徴です。バンダイナムコ、ナ

日限定で店舗とし、靴を脱いで上がる家

ムコ、カプコン、京都水族館、三井不動

感覚を大切にしています。売れ筋商品は

産、パナソニック、サンスター、ワコム、コク

「ブタメン（60円）」、
「当たりつき菓子（10

ヨ、ソニーなどの仕事を行っています。
「た

円）
」など。ここで、子どもたちは飲食を楽

とえば、ナムコさんでは紙飛行機を壁面の

しみ、デジタルゲームや昔ながらの遊びに

絵に当てると乗り物が飛び出す仕掛け。

興じ、ユーチューブを視聴し、和やかな

京都水族館さんからは『生き物を魅力的

雰囲気の中でコミュニケーションを深めて
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会

㈲ 今西鉄工所
㈱ エクザム
エクセレンス ㈱

一
覧

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）

㈱ アラキ工務店

㈱ インヘリット

業

■入会条件

アド・アソシエイツ ㈱
いつわ法律事務所

企

【会員募集】

員

京都市ベンチャービジネスクラブへのお誘い

アイケークリエイト（同）

㈲ エスアールフードプロデュース
㈱ エスポワール
㈱ エム・アイ・ケー
御池総合法律事務所
所属弁護士 上里美登利

■事業内容

㈱ カスタネット

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

㈲ 京都旅企画

■会

川崎機械工業 ㈱
㈱ 京都はんなり本舗
㈱クロスボーダース

費

㈱グローバルエステート

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）

KT 合同会社
弘希総合法律事務所
㈲ 最善
㈱ サカノシタ
サムコ ㈱

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

シスポート㈱
㈱ スリーエース
㈲ セクレタリアット
㈱ ゼロワン
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
㈱ テクノクリエイト
㈱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
ハムス ㈱
林運輸 ㈱
バンテック ㈱
㈱ファーマサイエンス
伏見総合法律事務所
㈲ブルーム
前川健司税理士事務所
Medico-tec ㈱
武藤社会保険労務士事務所
優 司法書士法人
LINKTREE ㈱
Renbird ㈱
㈱ ログレス貿易

賛助会員

㈱ 和光舎
㈱ 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 ㈱
有限責任監査法人トーマツ京都事務所
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