
1/26(火)
13:00～15:00

丹後・知恵の
ものづくりパーク

下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

1/25(月)
13:30～16:30

京都府産業
支援センター研修室

第2回 環境セミナー
「化学物質管理入門～化学物質規制の最新動向と対応策～」

1/22(金)
13:30～17:00

京都府産業
支援センター研修室第4回 3D試作技術セミナー
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京都ビジネス交流フェア２０１6 
　近畿・四国合同広域商談会受注企業募集中！！
ＫＩＩＣ研究会活動『きょうとWEBショップ研究会』活動について
シリーズ“京の技” （株）東洋レーベル
京都ライフサイエンス・ビジネス商談会in本郷開催報告
イノベーション・経営人材育成事業
　第1回「マネジメントコントロールと経営戦略」ダイジェスト版
農商工連携の取り組み 亀井芳郎／アグループ（株）
きょうと元気な地域づくり応援ファンド採択企業紹介
（有）やくの農業振興団

10
11
13
14
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19

小規模企業者等ビジネス創造設備貸与制度
京都発！我が社の強み ユーハン工業（株）
技術トレンド情報 「非接触での三次元表面性状測定技術」
機器紹介 「非接触での三次元表面性状測定機器のご案内」
業務紹介「ナノインデンテーション試験によるめっき膜の硬度測定」
技術センター事業から
「中丹技術支援室の機器貸付をご存知ですか？」
受発注あっせん情報
行事予定表
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代表 TEL 075-315-9234　FAX 075-315-9240
北部支援センター 〒627-0004 京丹後市峰山町荒山２２５
 TEL 0772-69-3675　FAX 0772-69-3880
けいはんな支所 〒619-0294 関西文化学術研究都市（京都府 精華・西木津地区） KICK内
 TEL 0774-95-2220　FAX 0774-66-7546
KICK  TEL 0774-66-7545　FAX 0774-66-7546
上海代表処 上海市長寧区延安西路２２０１号 上海国際貿易中心
 TEL +86-21-5212-1300

代表 TEL 075-315-2811　FAX 075-315-1551
中丹技術支援室 〒623-0011 綾部市青野町西馬下３８－１
 TEL 0773-43-4340　FAX 0773-43-4341
けいはんな分室 〒619-0294 関西文化学術研究都市（京都府 精華・西木津地区） KICK内
 TEL 0774-95-5050　FAX 0774-66-7546

編集協力／為国印刷株式会社

12/  4(金)
10:30～16:30

京都府中小企業会館
８０６会議室

製造部門（工場）管理監督者・候補者向け
「工場運営の基礎講座」　第6回

12/  8(火)
13:30～16:30

京都府産業
支援センター2F会議室中小企業会計啓発・普及セミナー

12/  4(金)
13:30～16:30

京都府産業
支援センター交流サロン

第4回 京都デザインマネジメント勉強会
（エントリーシートの完成）

12/  7(月)
13:30～17:00

京都府産業
支援センター研修室第3回 EMC技術セミナー

12/21(月)
13:00～15:00

北部産業技術
支援センター・綾部下請かけこみ寺巡回相談

1/27(水)
13:00～15:00

北部産業技術
支援センター・綾部下請かけこみ寺巡回相談

12/18(金)
10:30～16:30

京都府中小企業会館
８０６会議室

製造部門（工場）管理監督者・候補者向け
「工場運営の基礎講座」第７回

12/22(火)
10:30～17:30

京都府中小企業会館
８０６会議室

経営者層・幹部候補者向け
「経営戦略実践講座」第4回

12/22(火)
13:00～15:00

丹後・知恵の
ものづくりパーク

下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

1/19(火)
13:00～15:00

久御山町商工会下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

1/21(木)
13:00～15:00

ガレリアかめおか下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

1/  7(木)
18:30～20:00

ホテル
グランヴィア京都新春賀詞交歓会

12/17(木)
13:00～15:00

ガレリアかめおか下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

12/15(火)
13:00～17:00

京都府産業
支援センター2F会議室実践！京都Webマーケティング研究会（第5回）

12/  1(火)
13:00～17:00

京都府産業
支援センター2F会議室実践！京都Webマーケティング研究会（第4回）

12/15(火)
13:00～15:00

久御山町商工会下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

12/14(月)
13:00～16:00

京都府産業
支援センター内後継者対策特別相談デー

12/15(火)
14:55～18:10

同志社大学
室町キャンパス寒梅館２F

同志社ビジネススクール共同企画
「成長のための経営戦略講座2015」第7回

12/  3(木)
13:00～15:00

南丹市園部公民館下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

12/  1(火)
13:30～16:45

京都リサーチパーク
4号館2F Room1

マイナンバー積極対策セミナー
〈犯罪リスク対策・業務改善〉

12/16(水)
14:00～17:00

京都大学防災研究所
宇治川オープンラボラトリー

京都大学宇治キャンパス産学交流会
〈防災研究所〉

12/22(火)
13:00～17:00

京都府産業
支援センター研修室光ものづくりセミナー

1/14(木)
10:00～16:00

京都府産業
支援センター研究室

機器操作講習会
（表面分析）

1/15(金)
13:30～16:30

京都府産業
支援センター研究室

機器操作講習会
（材料分析）

行事予定表 担当：■公益財団法人 京都産業21　■京都府中小企業技術センター
日  時 名  称 場  所 日  時 名  称 場  所

※行事については、すでに申込を締め切っている場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

医療・介護等機器開発や薬事関連法規などライフサイエンス分野のビジネスに関する
相談について、お気軽にご連絡ください。（事前申込制）（公財）京都産業21ライフサイ
エンス推進プロジェクト TEL ０７５‒３１５‒８５63  FAX ０７５‒３15‒9062

【医療・介護等機器無料相談日】（毎週水曜日 13：00～17：00）

事前申込およびご相談内容について、（公財）京都産業２１ 事業推進部 市場開拓
グループまでご連絡ください。TEL ０７５‒３１５‒８５９０　FAX ０７５‒３２３‒５２１１

【取引適正化無料法律相談日】（毎月第二火曜日 １３：３０～１６：００）
事前申込および相談内容については、各事務所までご連絡ください。
●毎月第２木曜日：北部支援センター TEL：0772-69-3675
●毎月第３木曜日：けいはんな支所 TEL：0774-95-2220

よろず支援拠点移動相談〈事前予約制〉

事前申込およびご相談内容について、（公財）京都産業２１ お客様相談室まで
ご連絡ください。 TEL ０７５‒３１５‒８６６０　FAX ０７５‒３１５‒９０９１

【専門家特別相談日】（木曜日 １３：００～１６：００／事前予約制）

◆北部地域人材育成事業

12/1（火）～１/26（火）の平日
９：0０～１6：0０

丹後・知恵の
ものづくりパーク

ものづくり基礎技術習得研修
（72日間/最終日:H２８年１月２６日予定）

丹後・知恵の
ものづくりパーク

北部産業技術
支援センター・綾部

生産管理研修

12/4（金）・11（金）
９：3０～１6：3０

12/3（木）・4（金）
９：3０～１6：3０

丹後・知恵の
ものづくりパーク中堅管理者研修1/27（水）

９：3０～１6：3０

タッチパネルを活用したＦＡライン管理研修

「プラスチックの染色」で成形品を染めました。透明感のある美しい発色が特徴
です。少ロットでも多種多様な色彩バリエーションが展開でき、ネジなどの細かく
複雑な形状からギターピックといった物まであらゆる成形品の染色ができます。
（提供：株式会社ムラカミ）

京都府中小企業技術センターでは、中小企業の皆様が抱えておられる技術上の課題
にメール等でお答えしていますので、お気軽にご相談ください。

http://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp/p_gijutsushien/p_gijutsusoudan-3/

インターネット
相談実施中！

約１万５千人の方々にお読みいただいております京都府中小企業技術センターのメ－ルマガジンは、当センターや(公財)京都産
業21、府関連機関が主催する講習会や研究会・セミナーなどの催し物や各種ご案内、助成金制度等のお知らせなど旬の話題をタ
イムリーにお届けしています。皆様の情報源として是非ご活用ください。ご希望の方は、ホームページからお申し込みください。

https://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp/p_kankoubutsu/p_mandtnewsflash/

メールマガジン「Ｍ＆Ｔ NEWS FLASH」（無料）をご活用ください！
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イノベーション・経営人材育成事業 第1回「マネジメントコントロールと経営戦略」ダイジェスト版 農商工連携の取り組み―亀井芳郎／アグループ株式会社

京都らしいフレーバー5種を開発し、
年内に発売予定

まずは商品開発からスタート。最初に検討したのが、
ポップコーンの作り方です。一般的にはフライパン
に油を敷き、トウモロコシを煎って弾けさせますが、
これではコーンに余分な脂がついてしまいます。そ
こで、熱風を当てることで、油を用いずにトウモロコ
シを弾けさせるロシア製の機械を導入しました。続
くフレーバーの開発にも苦労しました。こだわったのは、京都らしさを感じ
させるものにすること。検討を重ねた末、「京北産の完熟山椒」「美山芦生
のとち蜂蜜」「宇治のお抹茶」といった京都産の素材を使ったフレーバー
の他、和三盆や黒蜜きなこの計5種類を商品化しました。各フレーバーの
配合量や配合方法を決めるのも試行錯誤です。京都の有名割烹やフレン
チレストランに協力を仰ぎ、意見やアドバイスを聞きながら数ヶ月間にわ
たって試作を繰り返し、ようやく納得できるフレーバーを完成させました。
　すでに製造体制を整え、12月には新たに「京都かめよし」ブランドの専用
の通信販売サイトを立ち上げ販売するとともに、北山にある製造場所を店舗
として販売を開始します。

無農薬で育ったトウモロコシをポップコーンに

　アグループ（株）は、インターネット
販売サイト「京都やおよし」を通じ、
有機野菜や無農薬・減農薬の野菜
を販売しています。「どこで、だれが、
どのように育てたのか」を自信を
持って伝えられる、おいしくて安全
な野菜を提供したい。そんな思いで
有機栽培、無農薬・減農薬栽培に
取り組む農家の方と直接取引をし、

全国から仕入れた新鮮な野菜をお客様の元に届けています。一般消費者
や飲食店などに販売する他、企業のご要望に応え、野菜を使った加工品
の製造やイベントへの出店なども請け負っています。今回の連携相手であ
る亀井芳郎氏は、アグループ㈱が信頼して取引する生産農家の一人でも
あります。
　私、亀井芳郎が農業を営むのは、京都市最北端、左京区の広河原地域
です。化学肥料や農薬を一切使わず、上桂川の清流、豊かな山野に育まれ
た清らかな空気と土を存分に生かす路地栽培で、爆裂種トウモロコシ、
ミョウガ、ルバーブ、各種京野菜などを栽培しています。中でも最も生産量
の多い爆裂種トウモロコシは、収穫後に乾燥させ、房つきの状態でポップ
コーン用として卸売りしています。しかし、無農薬栽培は虫や獣との戦いで
もあります。一部でも虫に食われたトウモロコシは、出荷できずに残ってし
まうのが悩みの種でした。虫食い部分を取り除けば十分に活用できるトウ
モロコシの使い道はないか。取引を通じて信頼し合う間柄になっているア
グループ（株）に相談したのをきっかけに、トウモロコシをポップコーンにま
で加工、販売することを思い立ちました。

お問い合わせ先

（公財）京都産業21 経営革新部 経営改革推進グループ　TEL：075-315-8848  FAX：075-315-9240  E-mail：kaikaku@ki21.jp

Company Data
代　表　者／亀井 芳郎
所　在　地／京都市中京区大阪材木町691-707
電　　　話／090-3274-3953
事 業 内 容／野菜の栽培・販売

亀井芳郎

Company Data
代　表　者／吉田 雄策
所　在　地／京都市右京区御室小松野町29-16
電　　　話／075-202-5335　ファクシミリ／075-202-5337
事 業 内 容／オーガニック専門のネット小売”京都やおよし”の運営、有機野菜・その他
　　　　　　厳選食材の卸売事業、農業従事希望者への就農の斡旋、有機野菜・生鮮
　　　　　　食品に関する一切の業務

アグループ株式会社

農商工連携の取り組み④工

生産農家と有機野菜専門のネット販売企業が連携し、
京都ブランドのポップコーンを開発

商農
平成26年度「きょうと農工商連携応援ファンド支援事業」に採択された亀井芳郎氏とアグループ
株式会社の代表 吉田雄策氏に、その取り組みについてお話を伺いました。

左：アグループ株式会社代表の吉田雄策氏
右：亀井芳郎氏

房つきのポップコーン用
トウモロコシ

お問い合わせ先

（公財）京都産業21 経営革新部 経営企画グループ　TEL：075-315-8848  FAX：075-315-9240  E-mail：keieikikaku@ki21.jp

競争を勝ち抜き、圧倒的
優位を獲得するための
競争戦略

　「競争戦略」「経営戦略」の目
的は何でしょうか？ それは、「世
界市場で競争に勝ち続ける」こ
とです。そして、目指すべきは利
益率ではなく利益額です。苛烈
な競争に勝ち抜き、競合企業が
市場から撤退すれば、市場で優

位なポジションを獲得でき、楽に経営することができるのです。そのた
めには、圧倒的優位に立たなければなりません。
　ところが日本の企業の多くは、成り行きに任せて勝ったり負けたりし
ながら、市場に残り続けるのが好きなように見受けられます。また、日
本企業の競争の特徴は、製品やサービスを競っているところです。この
競争は、賢いとは言えません。いずれ機能競争か価格競争に陥るから
です。画期的な商品もすぐに真似られ、競争優位の期間は極めて短
い。製品・サービスが短命化すると、新たなものを次 と々生み出さねば
ならず、開発者を疲弊させるだけでなく、やがては企業の収益も圧迫
します。加えて、圧倒的優位に立っていたはずの製品も、企業が高い利
益額・利益率の追求により既存顧客への対応に終始している間に、
新興企業の斬新な破壊的イノベーションに足元をすくわれてしまうこ
とがあります。これは「イノベーションのジレンマ」と呼ばれています。

SPとOCを統合し、ワクワクするストーリーとして
競争戦略を描く

　「勝ち続ける競争」をするにはどうすればいいか？ 「競争戦略」を考
えるフレームワークを紹介します。環境に左右されず、厳しい競争を勝
ち抜き、持続的な利益を生み出すための戦略、それが、「SP（Strategic 
Positioning）」と「OC（Organizational Capability）」です。
　「SP」とは、業界内での「立ち位置」を決める戦略です。これには、「コ
ストリーダーシップ戦略」「差別化戦略」「すきま（ニッチ）戦略」の三つ
の戦略があると、『競争優位の戦略』を著したマイケル・ポーター（ハー
バード大学経営大学院教授）は述べています。「コストリーダーシップ
戦略」とは、「安い」製品・サービスを出すことではありません。「あなた
の会社よりも安くて良いものを出し続けられる」という「メッセージ」とと
もに安くて良い製品・サービスを市場に出すことです。すなわち、競合

企業に対して「もうやめた方がいいのでは？」と暗に促すのが、この戦
略です。「差別化戦略」も同様に、製品・サービスと同時に「あなたには
できないでしょう？ もうやめたらどうですか？」という「メッセージ」を出
すところにポイントがあります。「すき間戦略」は、大手は狙わないが魅
力あるマーケットを攻める戦略です。
　「OC」とは、「足腰を鍛える（組織力を高める）戦略」です。これには
「ビジネスシステム」「知識創造」「組織学習」の三つのアプローチがあ
ります。製品・サービスではなく「ビジネスの仕組み」を作ることで、競争
に勝ち続ける戦略です。模倣の難しい儲かる仕組みを持っていれば、
長期にわたって優位に立つことができます。といっても、世の中にない
仕組みを新たに生み出す必要はありません。どこにでもある仕組みを
組み合わせることで、新しい仕組みを作ればいいのです。キヤノンがプ
リンタではなく、インクカートリッジを売るビジネスモデルを作ったこと
で業界優位に立ったのも、その一例です。「知識創造」とは人が競争優
位となる知識を創造するような組織システムであり、「組織学習」とは
人のように組織も学んで成長するシステムのことです。
　さらに重要なことは、SP、OCを「ストーリー」でつないで競争戦略を
描くことだと、著書『ストーリーとしての競争戦略』の中で楠木　建氏
（一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授）は述べています。

マネジメント・コントロールはパッケージで機能する

　「マネジメント・コントロール」と聞くと、「会計コントロール」がイメー
ジされがちですが、実は人や組織をコントロールする手段は、会計以
外にも「成果」や「行動」、「人事」「文化」など多様にあります。従来はコ
ントロールメカニズムと考えられていなかったものにもコントロール機
能があることが分かってきました。重要なのは、複数のコントロール手
段をまとめ、「コントロールパッケージ」にすること。会計コントロール手
段もその一部であり、
さまざまなコントロー
ル手段と一緒になって
こそ機能するのです。
　今日は、２時間で同
志社ビジネススクール
の「カタログ旅行」をし
ていただきました。さら
に深く旅したい方はビ
ジネススクールで実現
できます。

イノベーション・経営人材育成事業京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト

京都産業21と同志社ビジネススクール（以下、ＤＢＳ）は、次代を担う経営人材の育成のための事業を連携して行っています。その一環としてＤＢＳが
開催した3回のＭＢＡ連続公開講座に協賛しました。このうち、第1回講座のダイジェスト版をお届けします。

第１回「マネジメントコントロールと経営戦略」ダイジェスト版
京都産業２１協賛企画：同志社ビジネススクール MBA連続公開講座

第1回 9月26日 「マネジメントコントロールと経営戦略」 講師：加登豊氏（ＤＢＳ研究科長・教授）

第2回 10月24日 「企業のマーケティング戦略と消費者」 講師：山下貴子氏（ＤＢＳ教授）

第3回 11月28日 「国境無き時代の経済と経営～共感の経済学の視点から～」 講師：浜矩子氏（ＤＢＳ教授）

同志社大学大学院ビジネス研究科

研究科長・教授　加登 豊 氏

講義風景

あし　う


