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

2019
「令和」を切拓き、
未来につなげる
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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ごあいさつ
35周年の節目に、
KVBCの魅力を再発信したい
京都市ベンチャービジネスクラブ
代表幹事

荒木 勇

「創造と挑戦を続ける未来派集団」として、1985年8月

そうした中で2019年度の KVBC は、令和という新たな

に京都市からの提言に呼応する形で、地域の数多くの先

時代のスタートに伴い、
「京都市ベンチャービジネスクラブ

進企業が「創造・交流・成長」を行動理念のもとに集い、結

のさらなる発展を目指して」を基本方針に、時代の変化に

成した KVBC（京都市ベンチャービジネスクラブ）。結成当

ふさわしい組織となるべく毎月精力的に活動を行ってきま

初、会員企業は IT 関連企業が中心でしたが、機械・印刷・

した。とりわけ会員企業間の交流や会員企業の経営に多

生活・観光・サービスなど業種が多様化し現在に至ってい

様な示唆をもたらす事業に取り組み、会員企業がこれから

ます。

もベンチャースピリットを持ち、地域社会とともに持続可能

会員企業を取り巻く社会情勢も大きく変化し、AI（人工

な発展を続けるための場を提供してまいりました。

知能）や IoT（モノのインターネット）、5 G 回線の普及など

2020年度は、結成35周年という節目を迎えます。結

の急速な技術革新が進み、市場のグローバル化により、競

成からここまでご支援をいただいた皆様に心から感謝して

争も激化しています。

おります。この節目の年を、KVBC の魅力を幅広く再発信

他方で、国連が提唱するSDGs（「持続な可能な開発目
標」）を達成し、持続可能な世界を実現するために、事業
者にも社会的責任が求められています。KVBC が、経済成
長だけでなく、社会にどう貢献できるのかという視点を常
に持ち続けたいと考えています。

できる好機ととらえ、趣向を凝らした事業を盛大に開催し、
「 Shake Hands Tomorrow（創造・交流・成長）」を合言葉
に実り多き未来に邁進したいと願っております。
引き続き温かいご支援を賜わりますようよろしくお願い
申し上げます。

2019（令和元年）年度事業計画
■基本方針

京都市ベンチャービジネスクラブの
更なる発展を目指して
平成30年度の京都市ベンチャービジネスクラブにおいては、例
会の開催回数を増加し、活動の活性化を図りました。その中で、会
員の交流、販路拡大、自己研鑽等に資する場をより多く提供するこ
とができました。
令和元年度は、新しい時代を迎えるにふさわしい、チャレンジ精
神あふれた起業家との交流、女性の活躍のための例会を開催し、
会員企業の成長、ひいては京都経済の活性化を目指していきます。

■事業執行体制及び運営方針
●事業執行体制
昨年度に引き続き役員会の連携を密にし、事業の執行に
あたります。例会事業を中心に、会員ニーズに基づいた魅
力ある事業の展開に努めるとともに、KVBC の活動を広く情
報発信するため、広報活動にも注力します。
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●運営方針
▼交流事業
例会事業での会員企業連携の推進。特に創業間もない
ベンチャー企業と先輩運営者との交流、他の異業種交流
団体との交流を推進する。
▼研修事業
創立当初の「創造・交流・成長」の精神に立ち返り、創業
促進の最前線の取組を中心とした学びの例会を積極的
に開催し、会員企業の自己研鑽に寄与する。
▼広報事業
会員企業の情報発信の場づくりと活用
ホームページ、機関誌「 SHAKE HANDS LETTER」
、SNS
の活用
▼その他
会員の例会における満足度の向上及び会員相互の連携・
交流に努める。

2019（令和元年）年度の例会運営について
「楽しく、役立つ人脈づくり」ができる
新たな例会を

の人脈の掘り起しと活用による、新機軸の例会内容構築と
発信を目的とする。新役員 1 2 名の業種は多岐であり、多彩

2 0 1 8 年度からの基本方針を継続し、例会の運営・構成

な例会内容を織り込みます。

を大幅に刷新。具体的には、
『参加したくなる』例会の新施

以上の施策の実施による魅力ある事業内容の構築と発信

策として「毎月開催及び定型化」を実施。更に、参加者増

が会員企業の人脈づくりに役立ち、満足度向上に大きく貢

加を図るため、
「1 会員企業 2 名登録制」と「役員の例会担

献すると確信しています。なお、本年度例会も3 部構成とな

当制」を実施。特に、例会担当制については、 役員個々

ります。

例会のポイント
●第 1 部 アピールタイム
18：00〜 19：0 0

●第 2 部 スペシャルタイム

参加者全員が自己紹介・
近況報告・自社PR

担当役員の発想と人脈を
活かした自主企画で、
参加者の人脈・知識も拡大

参加者全員に自己紹介・近況報告・
自社PRをしてい た だ きます（1社2名
以上の参加の場合は、1社1名分の時
間配分を想定）。自社PRでは、自社商
品・サービスなどの紹介からコラボレー
ション先の募集、商談事例の報告、売り
ます・買います等、アピールの〈チャン
ス〉。チラシなどの配布も可能です。
＊第 1 部は原則として毎回実施。

●第 3 部 懇親タイム
2 0：0 0 〜 2 1：0 0

1 9：0 0 〜 2 0：0 0

和やかな雰囲気の中で
人脈拡大を

例会担当役員が主体的に発想し、人
脈を駆使してスペシャルタイムを企画
展開。講演、討議、ビジネスゲームなど
多元的に取組みます。外部講師や内部
講師など、いずれも会員企業のニーズ
に即応した魅力に満ちたプログラムを
展開します。

今年度の例会運営で掲げた「楽しく、
役立つ人脈づくり」を象徴する懇親タイ
ムの演出。形式は立食スタイルで軽食
をとりながらの、気軽に懇親を図ってい
ただきます。名刺交換、ゲスト紹介、余
興などのタイムも設けます。楽しみなが
らの人脈拡大を図ってください。

＊忘年会など特別例会時には第 2 部と第 3 部合体して開催する場合があります。

2019年度例会
6月6日
（木） 総会・記念講演
「京都をモノづくりベンチャーの都に」
牧野 成将 氏（株式会社Darma Tech Labs）
7月24日
（水） 例会
「経営と人生をパワーアップするために ～心の性質を知る～」
齋藤 三映子氏（有限会社エスアールフードプロデュース）
8月28日
（水） 例会
「ビジネスゲームで経営感覚を養おう」

11月28日（木）
・29日（金） 視察研修
三重県・伊勢視察

12月18日（水） 忘年会
第一市場

すし市場（体験等）

1月22日（水） 例会
「中小企業における動画マーケティングの活用方法」

一般社団法人バトルクレイン・プロジェクト

前田 考歩氏（株式会社フレイ・スリー）

9月18日
（水） 例会

2月19日（水） 例会

「日本の働くに
『ひと息』を」
豊西 有貴氏（株式会社ブレストラン）
10月16日
（水） 例会
「SDGsを体感・体験しよう!
～SDGsカードゲームによるワークショップ～」

「成功するクラウドファンディングの秘訣」
川辺 友之氏（株式会社パーシヴァル）
※3月例会は新型コロナウイルス感染症対策により延期

橋本 かおり氏（SA・KURA企画事務所）
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KVBC第35回総会 第2部 記念講演

「京都をモノづくりベンチャーの都に」
講師：株式会社Darma Tech Labs 代表取締役
モノづくり起業推進協議会会長 牧野成将 氏
モノづくりに大きな地盤変動が起きて

レジットカード決済をするスクウェア社の

氏も米国で「日本ではこの問題をどのよ

いるというという指摘から講演は始まり

開発のための資金集めを紹介。モノづ

うにして乗り越えているのか」という質

ました。具体的には①デジタルファブリ

くりが低価格で可能になってきた新たな

問を多数受けたとふり返ります。ここで

ケーションの普及、②クラウドファンディ

時代の潮流を提示します。また、2009

着目したのが 2 00 1 年に京都の中小企

ングの台頭、③インターネットオブシンク

年に設立されたクリエイターがプロジェ

業 が 立ち上 げ、現 在50社 以 上 が 加 盟

スの出現です。一つ目のデジタルファブ

クトを実現するための資金を世界から募

する京都試作ネットでした。2015年に

リケーションは3 Dプリンタ、CNCフライ

ることのできる世界最大のファンディング

京都試作ネットと連携してハードウェア

ス、レーザーカッター、ロボットアーム、

プラットフォームも取り上げ、これまでに

スタートアップ向け支援プログラムとし

センサ、3 Dスキャナなど新たなモノづく

40万以上のプロジェクトが総額3700

て「MAKERS BOOT CAMP」を 開 設し

りの機器です。二つ目のクラウドファン

億円を調達していることを注視してほし

ました。業務分野は①MBC試作コンサ

ディングは新しい資金調達の手段、三つ

いと語ります。さらに、クラウドファンディ

ルティング、②量産化試作with京都試作

目はIoTと称されるソフト/ハード融合に

ングは応募者がそのまま見込客であるこ

ネット等、③MBC試作ファンド( 20億円

よるビジネスモデルの創出です。

とも大きなメリットとして挙げます。イン

超)、④MBCサプライチェーン実施です。

ターネットオブシンクスの一例としては、

MBC試作コンサルティングではスタート

ンの活用と普及を図るために、2017年

スマートフォン、フィトビット、スマートス

アップ時の諸課題をテクニカルメンバー

に京都市、ASTEM、京都リサーチパーク

ピーカーを明示し、インターネットとハー

がサポートし、5 0社以上の試作支援を

と 共 に「Kyoto Makers Garage」を 開

ドウェアの新たな融合が大きな可能性を

実施。量産化試作ではスピーディに少

設しました。3Dプリンタ、レーザーカッ

秘めていると提言します。

ロット生産を実現し、試作ファンドでは

牧野成将氏はデジタルファブリケーショ
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ター、CNCスライス、検査装置などが自

クラウドファンディングは起業家にとっ

国内 9 社、海外(US) 1 0 社への投資を実

由に活用できるスペースで、使い方のレ

て極めて有効な資金調達手段ではあり

行。サプライチェーン支援でも1万台以

クチャーも行い、ワークショップも展開し

ますが、大きな課題がありました。「死

上の量産化もサポートしています。

ています。次にクラウドファンディングの

の谷」と称される量産化試作の壁です。

事例としてスマートフォンなどを用いてク

85%前後の企業が困惑しており、牧野

KVBC REPORT

ればならない。つまり、数字と心は繋がっ
ていると明言します。「ビジネスにおいて
人を動かす力はコミュニケーションのあり
方で大きく異なってきます。では、強い影
響力を発揮するコミュニケーションの要と

KVBC7月例会：特別講師

経営と人生をパワーアップするために

～心の性質を知る～

なるのは何なのか。それは信頼です。誰
が伝えるかで結 果が歴 然と違ってきま
す」。どのような人間に信頼を感じるかと

講師：有限会社エスアールフードプロデュース
代表取締役 齋藤三映子氏

いう調査では①自分のことを認めてくれる

日時：7月24日（水）19：00〜20：30 会場：京都経済センター 7階

人、③表裏のない人、約束を守る人、発

心理カウンセラーとして約 7 0 0 人の若者をカウンセリングし、2 3 年間にわたって企業
コンサルタントとして経営者の悩みを聴いてきた齋藤三映子氏。その多彩な実績に基
づいて提言する「人を動かし、導く力」の核心とは何か。極めて具体的で明日からで
も直ちに実践できるノウハウの数々を知ることができた特別講演でした。

人、②自分に気づきや成長を与えてくれる
言や行動が一致している人、④GIVEの
精神がある人、面倒見が良い人、思いや
りがある人、という結果が出ています。か
つてマズローの欲求段階説は現在、アル
ダファー理論へと再構築されています。

齋藤三映子氏は1996年に地域食の特

しかし、当初、引き籠りを始めとする若者

構成要素は①生存欲求、②関係欲求、

産品開発、メニュー提案、店舗プロデュー

を人材として採用し、お店を運営するの

③成長欲求の3つです。ここで注視すべ

スなどを業務とする有限会社エスアール

は難しいという意見が大半でした。でも、

きなのは、関係欲求と成長欲求です。関

フードプロデュースを創立。2008年に京

私はできるという確信がありました。具体

係欲求の根幹を成すのは承認欲求です。

都市受託事業「伏見商店街特産品の新

的にはフードプロデュースの仕事で学んだ

商品開発」に携わり、翌年に京都府若者

ノウハウを最大限に活かし、
『彼らが出来

就職支援事業として伏見カフェ
「月のとき」

ないという点』をすべてクリアして万全の

「では、社長や幹部の人は社員や部下に

をオーブンし、心理カウンセラーとして約

お膳立てをしました。10年の歳月を経た

どのように接すればよいのか。方法は5つ

700人の若者のカウンセリングを行ってきま

現在、当時の青年たちの一人は店長にな

あります。まず、否定しない。新世代が最

した。また、企業コンサルタントとしての実

り、引き籠りだった若者は結婚して息子が

も過敏に反応するポイントです。次に褒め

績は23年に及びます。2014年には産業

生まれ、父親の事業を継承して社長とし

る、そして感謝の気持ちを伝える。このあ

カウンセラー資格登録（一般社団法人ムー

て会社を運営しています。まさに感無量

りたりは日本人がかなり苦手としている点

ンライト設立）
、2017年には心屋認定カウ

です」。齋藤氏は企業コンサルタントと心

です。続けて話を最後まで聞く、労をねぎ

ンセラー資格登録しています。今回の特

理カウンセラーの組み合わせは、高い相

らう。これらを実践することによって現状

別講演「経営をパワーアップするために

乗効果を発揮すると語ります。企業活動

は画期的に変化します」。また、
「成長欲

～心の性質を知る～」は、このような数多

の背景には様々な人間ドラマが存在して

求」に即応するために、①可能性を信じ

くの実体験や心理学に基づくものです。講

いるからです。①売上を伸ばすためには

る、②長所や潜在能力に気づかせる、③

演の巻頭で齋藤氏が会場の参加者に投

お客様の心理や感情を理解しなければな

社員の力が無限であると思う、ことが大

げかけたのは「かつては人々の価値観は

らない、②組織のパフォーマンスを上げる

切だと齋藤氏は提言します。

概ね均一的でした。しかし、時代は変化し

ためには社員の心理や感情を把握しなけ

「認められたい」という欲求です。信頼を
得るためには人を認めることが重要です。

ています。自分における幸せとは何かを具
体的に考えておかなければ、満足度に大
きな差が出てきます。仕事をしながら幸せ
になる、心を充たすということを真剣に考え
て欲しい」というメッセージでした。
「2009年にオープンした『月のとき』は
就労困難者を支援するための事業です。
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シリテーターから購入でき、途中で資金が
足りなくなった場 合は同じくファシリテー

KVBC 8月例会

ビジネスゲームで経営感覚を養おう
講師：一般社団法人バトルクレイン・プロジェクト
日時：8月28日（水）18：00〜20：00
会場：京都経済センター オープンイノベーションカフェ
一般社団法人バトルクレイン・プロジェクトは起業家グループ「Kyoto eggs」を中心メン
バーとする各分野の専門家が集結した団体。体験型企業経営実践ゲーム「バトルクレイ
ン」の開発し、実施運営から経営に関する各種セミナーの企画・運営を実施しています。
今回、展開の「バトルカラー」は少人数で体験できる「バトルクレイン」の姉妹版です。

りることもできます。オーダーが仕上がれ
ば、オーダーシートと共にファシリテーター
に納品し、商品と引き換えにお金が支払
われ、次のオーダーシートを受け取ります。
ただし、商品の仕上がり具合で値引きも生
じ、規格に不適合と判断されると買い取っ
てもらえない場合もあります。
数多くの配慮、工夫、機転が問われるビ
ジネスゲームです。たとえば、商品を仕上

= 300万円」の4種類の図形（各色別）。

げる時間を主眼にすれば「□」が有利で

どを始めたい人々やベンチャービジネスを

ファシリテーターからは各事業主にいずれ

すが、
「○」に挑めば価格は2倍です。材

展開している起業家などに向けて開発さ

かの商品（複数の組み合わせ含む）が発

料②（接着仕様のシール）は手で千切りな

れた実践的な体験型ビジネスゲームです。

注されると、各事業主はその商品を仕上

がら貼り込み、最後にハサミで輪郭を仕上

これによって①ビジネスに必要なお金の流

げるために材料①（同様の図形の輪郭が

げた方が早い。そのハサミも仕上げに入る

れ、②的確な判断力と行動力、③需要と

描 か れ た 素 材シート: □ = 50万 円、☆

時点で短時間（時間限定）借りた方が安

供給のバランス、④市場におけるコミュニ

= 70万円、♥ = 100万円、○ = 120万円）

価になる可能性が高い。素材②が余れ

ケーション、⑤チャンスとリスクを学べるよう

および材料②（図形に貼り込み完成させ

ば、速やかに転売すべきである。後半に

になっています。まず、ゲームへの参加者

るための幅約4㎜・長さ約14㎝の接着仕

複数の組み合わせのオーダーシートが来

がグループ別にバーチャル市場を形成し、

様のシール: 各色5本で100万円）をファシ

ても時間切れで対応できないのでチェンジ

個々が事業主になって収益を競います。

リテーターから購入します。また、設備とし

した方が良い。開始時に各事業主が市場

各グループには市場の管理者であるファシ

て加工に欠かせないハサミ
（大 = 150万

において相互に有利な条件設定を話し合

リテーター
（主催者）が加わり、ゲームの進

円、小 = 100万円）
も用意されています。

い、確定しておくべきである、など数々の課

行を担当します。事 業 主はファシリテー

開始前に各事業主には200万円の開

ターから発注を受け、これに基づいて材料

業資金が手渡されています。ゲームがス

損益計算でも帳尻が合わない事業主も散

を仕入れ、加工を施し、商品に仕上げて

タートすると、各事業主はオーダーシート

見されました。この「バトルカラー」の「商

納品します。これらの作業は1期15分の

に基づいて材料①②の購入を開始しま

品」
「素材」
「設備」などは象徴的な設定

時間配分で行ない、終了時に決算をしま

す。ここで注意したいのは商品を仕上げ

になっていますが、ゲームは非常に実践的

す。作業と並行して帳簿をつけ、経費や

るのに欠かせないハサミの数は限定され

で多くの学びが得られるものでした。ちな

売上を的確に管理しておかないと決算時

ており、必要であれば抽選で手に入れた

みに、今回は3チームで「バトルカラー」が

に計 算が合わなくなります。1期15分を3

事業主から借りるか、購入しなければなり

行われ、3期を通じて黒字になったのは4

期行うことによってお金の管理の重要性を

ません。同様に材料も事業主間で貸し借

名でした。今回の例会も熱気に包まれ、交

実感し、帳簿や損益計算書の書き方が身

り、売買が可能です。また、オーダーシー

流懇親会でも議論が続きました。

につくようになります。また、各期の途中で

トを変更したければ、10万円で新たにファ

「バトルカラー」は小規模の個人事業な

ビジネスイベント
（天の声）が発せられ、こ
れに対して各事業主は臨機応変に即応す
ることが求められます。現実の市場で起こ
る予測不可能な出来事を疑似体験できる
ように組み込まれた絶妙の仕掛けです。
ゲームにおける商品は「□ = 150万円」
「☆ = 200万 円」
「♥ = 250万 円」
「○
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ターから500万円を上限に利息10 %で借

題を見出すことができました。金銭出納、
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て傾けて行きます（左右逆のバージョンも実
施）。③両手を頭部の後ろで合せ、頭部を

KVBC 9月例会

日本の働くに「ひと息」を
講師：株式会社ブレストラン京都支部代表 豊西有貴氏
日時：9月18日（水）18：00〜20：00
会場：京都経済センター 6-G会議室
優れた仕事をするためには、優れた心身が不可欠です。今回の例会では全米ヨガア
ライアンス2 0 0を取得し、ヨガを通じてビジネスマンの心と身体の健康をサポートして
いる豊西有貴氏を講師にお招きしました。元気を呼び覚まし、活力にあふれた日々を
過ごすため必要な実践的なスキルを学ぶことができたスペシャルタイムでした。

前後にそらせます。④両手の親指を重ね
て顎の下に入れ、力を入れて頭部を後方
へ反らせます。⑤右手を左膝の上に置き、
左手で椅子の縁をつかみ、頭部を右手と
反対の方向に捩じります（左右逆のバー
ジョンも実施）。⑥膝を組み、片手を肘から
曲げ、これに反対の手を巻き付けるように
沿わせ、掌を合わせた状態で上下運動を
行います（左右逆のバージョンも実施）。⑦
肩を回します（肩甲骨が固まっていると上手

豊西有貴氏は南米のペルーでヨガを学

が 全身に充分に行き渡っているというこ

く動きません）。⑧右足の踝を左足の膝に

び、国際的なヨガの指導資格である全米ヨ

とです。深呼吸をすると『幸せのホルモ

乗せ、左足は90度の角度を保ち、上半身

ガアライアンス200を取 得。2018年にフ

ン』と称されるセロトニンが分泌され、好

を前に倒していきます（左右逆のバージョン

リーランスとして独立後、企業を対象に健

奇心が湧き、行動力が高まり、パフォーマ

も実施）。⑨2人1組で向かい合い、相互

康経営、コミュニケーション促進のサポート

ンスがアップします」。ちなみに①息を20

の方に左右の手を乗せ、最大限に腰を引

を実施。本年春に空気が美味しいレストラ

秒以上止められない、②1分間に20回以

きます。⑩2人1組で向かいい、互いに両

ン株式会社ブレストランの京都支部代表に

上呼吸する、③口で呼吸している、④息

手を繋ぎ、背中を外へ反らしていきます。

就任し、ビジネスマンの心と身体を整える

をする度に肩や胸が動く人は呼吸が浅く、

⑪足を前後45度に開き、両手も前後に伸

健康サポートをメインに活動しています。豊

ストレスが蓄積される傾向にあるそうです。

ばし、右手を前方斜め上に上げ、左手を

西氏が「がんばるための、一休み」を切り

2つ目のポイント「整える」については

後方斜め下に下げます（左右逆のバージョ

口に、巻頭で提示した3つのポイントは①

一般的に猫背になる傾向が強く、これが

ンも実施）。⑫両手を上部で合掌し、前に

観察する━自分がどのような状態にあるの

続くと首や腰に負担がかかり、精神的には

下げていきます。この他に身体の歪みの有

か、②整える━姿勢を正す、③動かす━

ネガティブになるといった悪影響が出ると

無を確認する方法も学びました。目を閉じ

身体をほぐす。「最近、休むということに罪

指摘。次に「正しい姿勢をしているかどう

て、その場で足踏みを30秒前後行い、終

悪感を抱いてしまう方々が少なくないように

か」を各自が実際にチェックしました。壁

了後に位置がずれていれば、歪みがある

思いますが、身体を壊してしまってからでは

に背向けて接するように立ち、確認しまし

のです。最後に3分間の瞑想を試みまし

遅い。予防医学の観点から心身の健康を

た。頭部、肩甲骨、臀部、ふくらはぎ、踵

た。自分の呼吸に意識を集中し、脳裏に

注視すべきです。ちなみに最新のアンケー

の5ヵ所が壁に接していれば問題ありませ

浮かぶ雑念を手放すのがコツです。自分

ト調査でも約84%の人々が身体に不調を

ん。また、仕事の合間や駅で電車を待つ

の心身の状態を見詰め直し、元気を呼び

感じているという回答しています」。豊西氏

時などの空き時間に「姿勢を整える」方

覚ますスキルの数々を学んだ例会でした。

が特に「呼吸スキルの習得・習慣化」を提

法も学びました。おへその下の「丹田」

身体を動かすことは理屈抜きで心地良く、

案するのは、呼吸が唯一自分の意思でコン

の部分に力を入れ、胸を開くことによって

参 加 者の誰もが実に楽しげだったのが

トロールできるものからです。

姿勢を良くすることができます。

印象的でした。

先に挙げた3ポイントの一つ目「観察す

3つ目のポイント「動かす」では簡単にで

る」では、その場で60秒間のジャンプした

きる様々なヨガを教わりました。まず、①椅

後、左手を心臓に、右手をお腹に当てた

子に腰かけて掌を上向き開いて膝の上に

状態で「自分の心拍を観察」しました。そ

乗せ、3秒間単位で息を吸ったり、吐いたり

の鼓動は「生きている証」であり、そんな

を繰り返します。続けて4秒単位、5秒単位

自分の身体を労わるために「自分で自分

と時間を伸ばして同じことを繰り返します。

にハグ」しました。「きちんと呼吸ができて

②今度は左手で椅子の縁をつかみ、右手

いるとはどういうことなのか。それは酸素

で頭部を包み込むようにした後、力を入れ
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ター」は「青（経 済）= 1 3」、
「緑（環 境）
= 2」、
「黄（社 会）= 3」。青（経 済）が 特
出した世界が現出し、ゴール達成者は3
名のみでした。これが後半終了時には「青
（経 済）= 1 0」、
「緑（環 境）= 1 1」、
「黄

KVBC10月例会

SDGsを体感・体験しよう!

～SDGsカードゲームによるワークショップ～

講師：SA・KURA企画事務所代表 橋本かおり氏

日時：10月16日（水）18：00〜20：30 会場：京都経済センター 6-G会議室
橋本かおり氏は同志社大学卒業後、電機メーカーで商品企画、中高一貫教育の学校
の講師、マーケティング会社でリサーチを担当した後、総合大学で4000以上の学生
に対してキャリアカウンセリング実施。現在、「新しい時代にシフトした生き方・働き方
を伝える」ために、このテーマに即した研修やワークショップを提供しています。

的な世界が創出され、全員がゴール条件
を満たすことができました。前半の偏りを
危惧した参加者の意図（配慮）が大きく功
を奏した結果です。
ゲーム終了後の総括では各チームから
的確な意見が述べられました。「前半は
各自が個々の目標を最優先し、大きな偏り
が生じた」、
「このゲームでは世界の状況
メーターを逐次確認できるので後半は誰も

「S D G s（持続可能な開発目標）」は、

時に保持している。得た富を十分に利用

が世界のあり方に目を向け、自己犠牲の

2 0 1 5 年に国連サミットで採択されました。

できる豊かな世界が整っている」と規定さ

発想も生まれた」、
「一定の富を得た後は

国連の盟国（1 9 3カ国）が2 0 3 0 年までに

れています。「悠々自適」の場合は「1 5

経済最重視の姿勢を改めるべきである」、

達成を目指す国際目標として1 7のゴール・

枚以上の時間をゲーム終了時に保持して

「お金や時間を世界に還元することが大

1 6 9のターゲットが設定されています。現

いる。得た時間を十分に堪能できる豊か

切である」、
「個人すなわち国や地域が

在、世界各国が次代に向けて注視してい

な世界に住んでいる」。「環境保護」の目

個々の利益を追い続ければS D G sは絵空

るのが「サステナビリティ
（持続可能性）」

標設定は「緑の意思を1 0 枚以上、ゲー

事に終わる」、
「黄（社会）は経済がある

という概念であり、今後の企業のあり方に

ム終了時に保持している（1 5チーム以上

程度活性化していないと伸展しない」、
「よ

おいても環境、社会、ガバナンスという3

の場合は6 枚）。生きる意味がある豊かな

り良い緑（環境）や黄（社会）を生み出す

つの観点が不可欠であると考えられてい

世界に住んでいる」です。開始前に「お

ためにはお金も時間もかかり、入ってくるも

ます。今回、例会で取り上げたカードゲー

金= 1 0 0×5 枚」、
「時間（タイムカード）
×2

のは少ない」、
「各自が活発に意見を発す

ム「2 0 3 0 SDGs」は、私たちが壮大なビ

枚」、
「プロジェクトカード×3 枚」が与えら

ることが重要である」など実に多彩でいず

ジョンであるS D G sを実現するために、そ

れています。また、会場には「世界の状

れも有効な指摘でした。これらの発言を

の本質を体感的に理解し、目標達成の道

況メーター」が表示されています。当初は

受けて「世界は繋がっており、誰もが起点

程を疑似体験するゲームです。限られた

「青（経 済）= 3」、
「緑（環 境）= 3」、
「黄

です。最も重視しなければならないのは

時間内で「なぜ、S D G sが必要なのか」、

（社会）= 3」からスタートします。ここから

パートナーシップであり、
『（世 界の状 況

「これを目指すことによってどのような変化

各自は様々なプロジェクトに取り組んで行き

の）見える化』も非常に重要です。明日か

が起こり、新たな可能性を見出すことがで

ます。それが「交通インフラの整備」であ

ら各自がそれぞれの立場でどのような一

きるのか」といった根幹を把握し、明日へ

れば、実現するために「使うモノ」として

歩を踏み出すかを仕事や生活を通じて考

の貴重な糧にできるように様々な工夫が組

「お金= 5 0 0」
・「時間= 3」が必要であり、

えていただきたい」と橋本かおり氏が締め

み込まれています。
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（社会）= 1 0」と劇的に変化し、ほぼ理想

完成すれば「もらえるモノ」として「お金

カードゲーム「2 0 3 0 SDGs」の仕組み

= 1 0 0 0」
・「時間= 1」が与えられます。ま

やルールはシンプルです。まず、参加者は

た、これによって「世界の状況メーター」に

個々の判断によって各自の目標を選択しま

「青（経済）= 1」、
「緑（環境）=－1」、
「黄

す。「大いなる富」、
「悠々自適」、
「貧困

（社会）= 0」という影響（変化）が生じま

撲滅」
「環境保護」、
「人間賛歌」の5つ

す。つまり、各自の 取り組 み（行 動）が

です。たとえば、
「大いなる富」のゴール

刻々と世界の状況を変化させていきます。

条件は「1 , 2 0 0 G以上の富をゲーム終了

ゲーム前半終了時の「世界の状況メー

括りました。

KVBC

三重県・伊勢 視 察
2019 年 11月 28日（木）
・29日（金）

「切る・削る・磨く」技術に特化した際立つ技術力と高品質で貴重な資源の永続的な活用を徹底追求するキクカワエンタープライズ
株式会社。独自先進の発想を起点に次代を積極的に切り拓き、地域シェアN o . 1を誇る三重県南部自動車学校。神聖な地・伊勢の
自然、文化、歴史を尊重する新たな時代の観光を具現化したおかげ横丁。多くの学びを得た令和元年の視察研修でした。

先進の特化技術でSDGs時代を牽引
今回、最初に視察したキクカワエンター

と信頼を積み重ね、幅広い産業分野に進

プライズ株式会社は1897年に日本初の一

出しています。また、世界各国が注視

貫した生産体制を整え、大規模な自然災

するSDGs（持続可能な開発目標）の時

害によるリスクを軽減するために、2012年

代に先駆けて「人と自然にやさしい技術」

に伊勢市内に新工場を建設し、主力設備

をテーマに再生可能な森林資源の有効

を集結。グローバル社会に即応するため

活用をはじめ省力化や生産性向上に果

に商号も現在の名称に変更し、2016年に

敢に取り組んでいます。設備機械メーカー

機、集成材・CLT 加工機、合板仕上加工

この地に本社を移転しました。東京、大

としてアフターサービスの永続的な提供、

機、工作機械など極めて多岐にわたります。

阪、名古屋、九州営業拠点を置き、株式

ISO 9001品質システムによる徹底したハイ

その先進性で経済産業省の「地域未来牽

は東京・名古屋証券取引所第二部に上場

クオリティの追求もキクカワエンタープライ

引企業」にも選出されています。他の追従

しています。マイクロバスを降りると広大な

ズ株式会社の特徴です。

を許さない特化力、熟練技術の継承、積極

敷地に点在する本社および施設群に圧倒

顧客ニーズに応える商品開発とサービス

的な環境対策、働き方改革への果敢な取り

されました。案内していただいたのは、総

を実現するために、営業・開発・製造の事務

組みなどICT、IoT、AIを駆使した次代性

務部次長の中村元昭氏です。

部門をワンフロアに集約し、高効率の業務

に感嘆した企業視察でした。

「切る・削る・磨く」技術に特化した際立

を推進。製品に組み込まれる部品は精密

つ技術力と品質力で業界を牽引する実績

部品から大型フレームまでを自社で機械加
工し、最先端の3 DCADによる製造組立支
援をフル活用して技術の継承とコストダウン
を図っています。また、全国各地の取引先
と営業拠点は、最新のweb 会議システムを
用いてスピーディな情報交換による顧客満
足の向上に日々務めています。最新のメカト
ロニクス技術を応用したオーダーメイドの主
な製品分野は製材機械からプレカット加工
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を採用しているのも三重県で南部自動
車学校だけです。当初は公安委員会か
ら「指導に情が出るのでは…」、
「指導
員によってスキルに差が生じるのでは
…」といった懸念が示されましたが、教
え子の無事故無違反率、検定の合格率
など個人評価を開示し、2年半の月日を

入校者1位を保持する「3つの約束」
大東自動車株式会社が運営する三
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かけて実現しました。3つ目が「親感謝
プログラム」です。教習所は命の尊さを

のは1993年、30歳の時でした。当時、

教える唯一の教育機関であるという観

重県南部自動車学校は2004年に県下

実感したのは少子高齢化に向かう時代

点に立ち、在 学中に親（指 導 員）と子

において普通車入校者数1位を奪取し

の閉塞感であり、入校者数も減少して

（入校者）が相互に思いを綴る「感動の

て以来、トップの座を保持し続けていま

いくという現実の壁でした。そこで大改

プログラム」を取り入れ、心の絆を深め

す。これを可能にし、支えているのが、

革の一歩として米国の自動車学校を訪

ています。それがコンセプトの「相手を

他の自動車学校にはない独自の理念に

問した時に学んだ教習とは「ティーチン

思いやる心の運転━共感運転」にも直

基づく教習の指針と体制です。企業訪

グ（教える）」のではなく、
「コーチング

結するからです。

問時には現場を取り仕切る八田重彦氏

（導き出す）」という姿勢、さらに感を受

さらに、県外からの生徒も受け入れる

にご対応いただき、お話をお聞きしまし

けたインストラクタのほめ方を活かそう考

ために「合宿制度」も導入しています。

た。この学校が「相手を思いやる心の

えたのです。「ほめる」とはお世 辞を

指定自動車教習所の卒業者数は年々

運転━共感運転」をコンセプトに実践し

言ったり、甘やかすことではありません。

減少し、閉鎖する教習所も増加の一途

ているのが「 3つの約束」です。その1

「相手の価値を見出す」ことです。誰で

を辿っています。その中で地域における

つが業界を超えて全国の企業が注目す

もほめられれば、やる気が生じ、自信が

対象者の約75 % がこの学校に入学して

る「お客 様をほめて伸ばす !」指 導で

湧いてきます。人はポジティブになると

おり、新たな展開として2011年から

す。多くの方々が経験しているように教

運動機能も高まるという科学的な検証も

オートバイ人口を拡大するためにレンタバ

習所の指導員は厳しさを前面に押し出

されています。だから「ほめちぎる教習

イク事業も開始しています。時代や社会

し、それが心理的な負担になって途中

所」なのです。これは企業の人材育成

の状況をただ憂いているのではなく、自ら

で投げ出す人も少なくありません。1962

も必ず役立つ方法です。

の発想と信念を起点に次代を積極的に

年に父親が創立した本校に現在の代

2つ目が入校から卒業まで1人の指導

切り拓く。すべての企業に求められる挑

表取締役社長加藤光一氏が入社した

員が担当する「担任制度」。この制度

みの心を深く学んだ企業訪問でした。

「神恩感謝」が映える伊勢おかげ横丁
2日目は平成から令和へ新時代の幕開

たな時代の観光を想定しており、江戸か

けを象徴する即位礼正殿の儀などに因ん

ら明治期にかけての伊勢路の伝統が映

で伊勢神宮に参拝。文筆家・千種清美氏

える町並みを移築・再現することによって

にご案内いただき、その悠久の歴史に思

往時の趣を体感できるようになっていま

いを馳せました。その後、昼食を経ておか

す。来客の滞在する時間が長く、リピー

げ横丁を訪問し、株式会社伊勢福の代

ターが極めて多いのも特徴です。料理店

表取締役社長である橋川史宏氏のお話

や茶屋、食べ物や工芸品の店舗、体験で

を拝聴しました。伊勢は2千年余の古から

きる広場や館など60以上が軒を並べ、散

神様が鎮座される神聖な地であり、おか

策するのにも最適です。

げ横丁は1993年に「神恩感謝」を理念と
して誕生しました。その名称は赤福の創
業の地であるおはらい町で商いを継承し
今日に至ったことへの感謝と江戸時代に
庶民の間で流行ったおかけ参りの故事に
由来します。昭和60年代は内宮門前町
のおはらい通りの往来者は年間約20万
人まで落ち込んでいましたが、おかげ横
丁が出来て以来、年々増加し、2013年に
は約650万人に達しています。この横丁
は伊勢の自然、文化、歴史を尊重する新
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は素人制作の稚拙なものですが、ハリウッド

KVBC 1月例会

中小企業における
動画マーケティングの活用方法
講師：株式会社フレイ・スリー プロデューサー 前田考歩氏
日時：1月22日（水）18：00〜20：30 会場：烏丸プレミアムダイニング百
動画の時代を牽引する株式会社フレイ・スリーでは、動画の制作・配信・解析がワンス
トップで行えるマーケテイングツール「1 R O L L（ワンロール）」を主軸事業として多大
な成果あげています。そのプロデューサーとして数多くの実績を誇り、A m a z o nラン
キング「プロジェクト管理」部門で発売以来 1 位の「予定通り進まないプロジェクトの
進め方」の著者でもある前田考歩氏に「成功する動画」の要点をお聞きしました。

動画マーケティングは中小企業にとっても

ました。商品の使い方などが確認でき、不安
を解消してくれる動画が良いということが実証
されています。
1機能1動画（短縮・少ないカット数）を重
視することも重要です。温水洗浄便座の販
促動画では数多くある利点を1テーマ1動画
（各10秒程度）に絞り込んで発信し、もっとも
反応の高かったものをテレビCM化し、大成
功しています。「1商品について多様な動画
を作成する意義は、切り口を変えることによっ
て売りのポイントが見えてくること。また、売り
手視点ではなく、買い手視点を身につける訓

非常に有効なアイテムです。しかし、現実的

テレビCMは全画面を使用してすべての情

練になります。ユーザーインサイドの発見はビ

には新たな展開を試みてもほとんど誰にも視

報を発信しますが、Webはテキストがベース

ジネスマンの最重要資質です」。このような

聴されずに終わってしまうケースが多いのも

であり、動画に100%の情報を詰め込む必要

観点から㈱フレイ・スリーがサポートしている

事実です。このような現状を踏まえて前田考

はありません。テキストでは伝わりにくい点、

KVBC会員企業㈱カスタネット
（植木 力代表

歩氏は確かな成果をあげることのできる動画

表現できない部分を動画で補足することに徹

取締役）の動画配信についても前田氏は絶

の制作と発信を数多くの成功事例を提示しな

すれば良いのです。たとえば、動画価値の

賛します。ユーザーを捉える手法としては

がら提案します。最初に示したのが「ビジネ

高い情報としては①形状・動き・シズル感、②

「本物らしさ」も注視すべきです。「素人感

スにおける動画・画像≒テレビCM」という間

美味しい・気持ち良いといった実感、③紹介

覚━作り込んでいない、嘘っぽくない」ものが

違った思い込みの指摘です。テレビCMのよ

者・生産者自身などの肉声による案内があり

受けるのです。カナダから日本の大学に留学

うなクオリティは必要ないと語ります。次に

ます。また、ユーザー行動との文脈性（関係

した女子大生はビデオレポートで、日本の食

「情報の地と図」という概念。
「地」とは場所・

性）も大切なポイントです。テレビCMを絶対

パンの素晴らしさをアピールしました。固定カ

目的・視聴者のことであり、
「図」は表現です。

に観たいと思っている視聴者は皆無です。こ

メラで何も付けていない食パンを感嘆しなが

まず、
「場所」には「筐体」と「媒体」に分化

の場合、文脈性は極めて低い。だから、その

ら食するだけの動画ですが、約170万回の

されます。「筐体」とは具体的にはスマート

首根っこを摑まえて「面白い!凄い!何これ!」

再生数を記録しています。㈱フレイ・スリーで

フォン、タブレット、ノートパソコンなどのことで

と注目させなければならないわけです。当然、

は独自先進のプロジェクト推進施策として「プ

す。「媒体」はヤフー、ユーチューブなどのこ

旬のタレントを登用などが必要であり、必然的

譜」を提案しています。目的実現のための仮

とです。「目的」はEコマース（電子商取引）

に制作費は高額になります。しかし、一度

説づくり、実行した結果の評価・修正し、目標

から問合せ獲得、見込客育成、来店促進な

ホームページを閲覧している見込客に送る

に近づくためのツールです。動画マーケティン

ど幅広くあり、誰に発信するかによって「図=

web動画では「納得!なるほど!」がコンセプト

グに果敢に取り組むことによって①拡販促進、

表現」が異なってきます。一つの事例として

であり、潜在客の背中を押す動画配信で良

②新規客獲得、③SNSエンゲージメントの推

前 田 氏は美 容 液 のお試し期 間における

く、コストをかける必要はないのです。たとえ

進、④営業力の強化、⑤社員教育などの成

HTMLメールの使い方を紹介します。「申込

ば、五線譜が瞬時に描ける専用ペンの動画

果が得られると前田氏は強調します。

みがあれば、お客様に商品が届く日を確定で
きるので、これに合わせて自動的にHTML
メールを送付します。配信する動画は60秒
程度の『正しい商品の使い方』。広報担当
者自身がノーメイクで使い方を案内します。
正しく使ってもらうことによって効果を実感して
もらい、購入を促すためです」。見込客育成
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を目的とした効果的な動画の活用例です。

映画の予告編を圧倒的に凌ぐ再生回数あり
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大阪・柏原の耕作放棄地に展開したオー
ナー制ワイン農園。葡萄の木 1 本のオー

KVBC 2月例会

成功するクラウドファンディングの秘訣
講師：株式会社パーシヴァル 代表取締役CEO 川辺友之氏
日時：2月19日（水）18：00〜20：00

会場：京都経済センター

実現したい独自のプランを不特定多数の人々にインターネット経由で発信し、賛同す
るクラウド（群衆）から資金を調達する購入型C F（クラウドファンディング）。すでに
約 2 6 0 件ものC Fを手掛け、約 1 億 1 千万円以上の資金を集めている川辺友之氏に、
数々の成功事例とCFのメリット、成功するための秘訣などをお聞きしました。

ナー制度などのリターンを打ち出し、各新
聞で紹介され、テレビでも放映されました。
5つ目は和歌山の「たすき食堂」。地域住
民の減少で人手不足という課題を解消す
るために、託児所付のセントラルキッチンを
併設した食堂をオープンしたのです。リ
ターン例としては2 万円で3ヶ月ランチ無料
などで注目されました。6つ目は処分される
猫を救済するためのプロジェクト。山口県
の旅館がJ R貨物のコンテナを改装して猫

初めて聞いた時の感動など折々の思いを

シェルターを開設し、毎週譲渡会を開催し

I Tの時代が来ることを確信した川辺友之

記して、これを母から子へ、伝えていくとい

たのです。これはN H Kテレビで全国放送

氏は、東京で起業します。しかし、大阪で

う画 期 的な企 画です。最 小 単 位で2 0 0

されました。全国各地の猫好きの方々が

紳士服製造卸業を営んでいた実家の経

冊、約 2 5 万円の資金が必要でした。これ

応援し、旅館の売上も1 . 3 倍増という相乗

営が行き詰まり、1 9 9 8 年に家業を継承。

を購 入 型C Fとして 発 信し、達 成 率 は

効果が生まれました。

その先端知識を活かしてネット通販とクラウ

1 0 8 %でした。彼女たちが何よりも感動し

「C Fは『一石四鳥』のメリットがありま

ドファンディング（以下、C F）によって再生

たのは新聞に紹介記事が掲載されたこと

す。①宣伝効果があり、②テストマーケ

に成功。2 0 0 7 年から地元の中小企業経

でした。次は川辺氏自身が天王寺区役所

ティングができ、③先に資金が得られ、④

営 者を集めて勉 強 会を開 始し、現 在は

の真田幸村博とタイアップした購入型C F

継続的なファンが生まれます。成功報酬な

「まちカレッジ」を主催。さらに、2 0 1 4 年か

です。区長と膝を交えて話し合う中で、真

のでリスクもなしです。成功するための秘

ら 地 域 密 着 型C F「F A A V O大 阪B y

田幸村に因んだスーツの商品開発というア

訣はC Fの前後の仕掛けです。事前にプ

C A M P F I R E」の運営を開始。6 年間で

イデアが生まれたのです。家紋の「六文

レスリリース、事後に自社H Pで通販を継

約 2 6 0 件のC Fをプロデュースし、約 1 億 1

銭」を配し、赤備えの「赤」をキーカラー

続し、ファンを保 持・拡 大 することです。

千万円以上の資金調達を実現。2 0 1 8 年

に用い、
「真田紐」も組み込みました。こ

『空中戦（SNSなど）』と共に『地上戦（チ

にはF Cコンサルティング会社「株式会社

れが大 反 響を呼んだのです。賛 同した

ラシなど）』も同時展開することも重要で

パーシヴァル」を立ち上げました。「C Fと

方々へのリターンは、5 万円の提供でスー

す。最後に川辺氏は、今後は「三方良し

はインターネット経由でクラウド（群衆）から

ツが得られるというものでした。この大ヒット

（買い手・売り手・世間）」からS D G sの思

資金を集め、事業に活用し、支援者にリ

に即応して武将シリーズに着手。織田信

想に基 づき「未 来 良し」を組 み 込んだ

ターンを返すことです。その種類は①寄付

長、北条氏康、島津義弘、石田三成、上

「四方良し」が大切であると提言し、本講

型、②購入型、③金融型の3タイプがあり

杉謙信をテーマにしたスーツを展開。新聞

ます。この中で本日は購入型C Fについて

にも大々的に掲載され、テレビ番組『ウラ

ご案内したいと思います。これは『やりた

マヨ』
（2 0 1 8 / 0 1 / 0 2）の出演依頼も舞い

いこと』を不特定多数の人々に呼び掛け

込みます。「歴史ファンから注文が殺到し

て資金を調達し、
『夢を実現する』手法で

たのです。コアファンを掘り起こすのがポイ

す」。続けて紹介されたのが購入型C Fの

ントです。新聞記事になり、これを読んだテ

成功事例です。

レビ局からオファーが来る。その宣伝効果

慶応義塾大学経済学部に進学した後、

一つ目は保育士の女性 2 人が実現した

は絶大であり、経費はゼロです」。3つ目

「オープニングノート」です。コンセプトは

は大阪の皮小物メーカーが商品化した長

「妊娠中の女性の思いを細やかに綴り、親

財布の中に差し込むカードフォルダー。こ

子の絆の深さを実感するきっかけになる

れもビッグヒットとなり、開発者は現在C Fプ

ノート」です。例えば、赤ちゃんの胎動を

ロデューサーとして活躍中です。4つ目は

演を締め括りました。
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KVBC新入会員企業 紹介
新入
会員

上村ガラス株式会社

京都を中心に窓ガラス・サッシ・エクステリアからバス・キッチンのリ
フォームまで豊かな住空間のご提案をしています。
昭和 4 6 年の創業以来、網戸張替え・部品修理といった小さな
現場から新築マンションのサッシ・ガラス設計まであらゆる施工をし
続けてまいりました。
日々変わりゆく環境の中で、お客様の快適な生活のために、日々
進化しながら、今の時代に合った方法で、我々ができることは何か
を常に考えられる企業でありたいと思っています。
業者様だけでなく、一般のお客様とも直接お取引をさせて頂い
ております。今後ともよろしくお願いいたします。
新入
会員

DATA
上村ガラス株式会社
代表取締役

上村 俊仁

住 所 京都市右京区
梅津堤下町61-1
電 話 075-872-6482
U R L http://www.uemuraglass.com/

株式会社VOGA

京都は西洞院六角上ル東側にある少し時代を感じるような古い
三洋六角ビルの4 階の4 0 3 号室に外観からは想像出来ない隠れ
家的なオーダーメイドのスーツ、革製品屋さんを経営しております。
夢、目標はオーダーメイドスーツの力で日本一お客様と従業員を
喜ばせるテーラーを目指しており、8 年以内に笑顔溢れる2 0 名の
社員を持ちたいです。
自慢は、K B S京都のアナウンサー竹内弘一さん、元京都サンガ
F Cの中山博貴さん、現京都サンガF Cの荒木大吾選手、現在い
わてグルージャ盛岡の森下俊選手、マラソン選手から競輪選手ま
で幅広くアスリートまで弊社のスーツに身体を通してくれているの

DATA
株式会社VOGA
代表取締役

加藤 学

住 所 京都市中京区柳水町84
三洋六角ビル403
電 話 075-708-5242
U R L https://vogatailor.jp

で、それが弊社の自慢です。
新入
会員

株式会社つえ屋

誰もがやっていないことに挑戦したいと思ったときにひらめいたの
が杖の専門店でした。当社ではお客さん目線で『お客さんが持ち
たいものを作りたい』という気持ちで杖を作っています。自分の体
験やお客様との会話から様々なユニークな商品を開発してきまし
た。そのためにデザインにこだわったり便利さを追及しています。
当社では杖に対する抵抗感をなくし、杖を必要とする人が、誰もが
当たり前のように杖を持てる社会を作りたいと思っています。

DATA
有限会社つえ屋
代表取締役社長

坂野 寛

住 所 京都市中京区
丸太町西洞院西入ル
横鍛冶町114
電 話 075-221-9988
U R L http://www.e-104.info/
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会員企業一覧
㈲ 最善

㈱ 日本電算機標準

アド・アソシエイツ ㈱

㈱ サカノシタ

ハムス ㈱

㈱ アラキ工務店

サムコ ㈱

林運輸 ㈱

いつわ法律事務所

シスポート ㈱

バンテック ㈱

上村ガラス ㈱

㈱ スリーエース

弁護士法人伏見総合法律事務所

㈱ VOGA

㈲ セクレタリアット

むかい法律事務所

エクセレンス ㈱

㈱ ゼロワン

武藤社会保険労務士事務所

㈲ エスアールフードプロデュース

大洋エレックス ㈱

Medico-tec ㈱

㈱ エム･アイ･ケー

大東寝具工業 ㈱

優司法書士法人

御池総合法律事務所

㈱ 田中プリント

㈱ 洛音

㈱ カスタネット

㈱ つえ屋

㈱ LinkTree

川崎機械工業 ㈱

税理士法人Ｔ・Ｙパートナーズ

Renbird ㈱

㈲ 京都旅企画

㈱ とめ研究所

㈱ ログレス貿易

㈱ クロスボーダース

中沼アートスクリーン ㈱

㈱ 和光舎

㈱ グローバルエステート

㈱ ナクアス

建都住宅販売 ㈱

㈱ 日産電機製作所

アイケークリエイト合同会社

賛助会員
有限責任監査法人トーマツ京都事務所

京都中央信用金庫

㈱ 京都銀行

京都リサーチパーク ㈱

京都信用金庫

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。
■ 入会するには
本社または工場が京都市内に所在する経営者・個人事業主の方
が対象です。
『ベンチャービジネス』を展開されている方だけ
でなく、
『会社を良くしよう、発展させよう』と、お考えの方で
したらどなたでもご応募いただけます。
（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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