
  2/20(金)
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）

  2/24(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）

  3/  4(水)
14:00～16:00

北部産業技術
支援センター・綾部２F

第6回 産学交流セミナ－
エレクトロニクス製造業の成り立ち、課題、そしてその取り組みについて
－グロ－バル企業戦略と中小企業のあり方－

  3/  4(水)
13:30～16:30

京都府産業
支援センター交流サロン

京都デザインマネジメント勉強会⑤
（Gマーク・エントリーシートの完成）

  3/  3(火)
14:00～17:30

京都大学
宇治キャンパス京都大学宇治キャンパス産学交流会

  2/24(火)
14:00～16:30

メルパルク京都
5F 「京極の間」

後継者マッチング事業説明会(ミライミーティング）
知っていて良かった！ 銀行に信用される会社

  2/25(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

  2/26(木)
13:00～16:00

京都産業２１ けいはんな支所
（けいはんなプラザラボ棟

３F「応接室」）
よろず支援拠点 巡回相談会

  2/  5(木)
13:30～17:00

京都府産業
支援センター研修室ナノ材料応用技術セミナー

  2/  9(月)
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

  2/10(火)
13:30～16:30

京都府産業
支援センター交流サロン

京都デザインマネジメント勉強会④
（Gマーク・エントリーシートへの落とし込み）

  2/12(木)
13:00～16:00

京都産業２１ 北部支援センター
（丹後・知恵ものづくりパーク）よろず支援拠点 巡回相談会

  2/16(月)
13:00～17:00

京都リサーチパーク
４号館「ルーム２」

「市場戦略のプロセスをつくる」講座 第７回
イノベーション・経営人材育成事業

  2/17(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）

10:00～17:00

京都パルスプラザ（京都市伏見区竹田）
京都ビジネス交流フェア２０１5
●ものづくり加工技術展
●製品開発型技術展
●産学公金連携マッチングフェア
●近畿・四国合同広域商談会（10:30～16:40）
●KYOTO DESIGN WORK SHOW  
●京都産学公連携フォーラム２０１５（10:10～17:00）
●京・知恵舞台
●平成26年度京都中小企業技術大賞表彰式
　（2/18のみ 10:30～11:20）
●下請取引改善講習会（2/18のみ 13:00～16:00）

〜
    2/18(水)

19（木）

  2/19(木)
13:30～16:30

中丹技術
支援センター・綾部材料解析技術セミナー

  3/18(水)
13：30～17：00

京都リサーチパーク
４号館「ルーム1」第３回 生活支援ロボットビジネス研究会

  3/12(木)
13:00～16:00

京都産業２１ 北部支援センター
（丹後・知恵ものづくりパーク）よろず支援拠点 巡回相談会

  3/19(木)
13:00～16:00

京都産業２１ けいはんな支所
（けいはんなプラザラボ棟

３F「応接室」）
よろず支援拠点 巡回相談会

http://kyoto-isc.jp/&
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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 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1丁目７（けいはんなプラザ ラボ棟）
 TEL 0774-95-5028　FAX 0774-98-2202
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1013室
 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 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1丁目７（けいはんなプラザ ラボ棟）
 TEL 0774-95-5027　FAX 0774-98-2202

編集協力／為国印刷株式会社
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2/14（土）・22（日）
９：３０～１６：３０

丹後・知恵の
ものづくりパーク

「生産性向上を目指した生産管理」講座
（ＱＣ検定２級試験対策）

◆北部地域人材育成事業

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）
後継者不在、後継者育成等に関する相談について、お気軽にご連絡ください。
（申込不要・無料）京都中小企業事業継続支援センター TEL 075-315-8897
２/２（月）、１６（月）、３/２（月）、１６（月）

後継者対策特別相談デー（下記日程の13：00～16：00）

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】（毎週木曜日 １３：００～１６：００）

「京都ビジネス交流フェア2015」開催のご案内

シリーズ「イノベーションの風」
オーストリッチファーマ（株）／オーストリッチファクトリー（株）

京都ライフサイエンス・ビジネス商談会 in 本郷
開催

京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト
支援企業紹介
飛鳥メディカル（株）

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」開催

設備貸与企業紹介
（株）幸伸

京都発 ！ 我が社の強み
双和電機（株）

センター事業から
「新規導入機器紹介」

相談事例・業務紹介
「社内技術者の人材育成をサポートします！」

研究報告
「配位化合物含有めっき排水へのマイクロバブル
浮選法の応用（Ⅱ）」

受発注あっせん情報

行事予定表

  2/  5(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）

  2/  4(水)
13:30～17：20

京都リサーチパーク
４号館２階ルーム２

京都府よろず支援拠点 
中小企業広報戦略セミナー

  2/  4(水)
14:00～16：00

北部産業技術
支援センター・綾部２F

第５回 産学交流セミナ－
マイクロ電子デバイスとテキスタイル－ウエアラブル端末に向けて－

  2/  3(火)
10:30～16:30

京都府産業
支援センター５F交流サロン

「経営と製造現場をつなぐ」講座 第５回
イノベーション・経営人材育成事業

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

  2/  4(水)
13：30～17：00

京都メルパルク
5F 「会議室A」第２回 生活支援ロボットビジネス研究会

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

3/  9(月)14:00～16:00 京都市産業技術研究所２F大ホール

3/10(火)14:00～16:00 京都府丹後広域振興局 峰山総合庁舎 第３会議室

3/11(水)14:00～16:00 京都府中丹広域振興局 綾部総合庁舎 第１会議室

3/12(木)14:00～16:00 京都府南丹広域振興局 亀岡総合庁舎 第３・４会議室

◆平成27年度
　「きょうと元気な地域づくり応援ファンド支援事業（京都知恵産業支援共同事業）」
　事業者説明会

3/13(金)14:00～16:00 京都府山城広域振興局 宇治総合庁舎 大会議室

2/7（土）
９：３０～１６：３０

丹後・知恵の
ものづくりパーク

「製造業に活かす品質管理技法」講座
（ＱＣ検定３級試験対策）2/5（木）・12（木）

９：３０～１６：３０

北部産業技術
支援センター・綾部中堅管理者育成研修

2/6（金）・13（金）
９：３０～１６：３０

北部産業技術
支援センター・綾部第二種電気工事士対策講座

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）京都貿易情報センター 開所のお知らせ
　２０１５年１月１５日（木）、京都リサーチパーク２号館２階に「ジェトロ京都貿易情報センター」を開所しました。世界約70カ所以上の海外ネットワークを
活用したサービスメニューを取り揃えて、皆様の海外展開支援をサポートします。ぜひお気軽にご相談ください。

連絡先：京都市下京区中堂寺南町１３４番地 ＫＲＰ２号館２１５号室　TEL ： ０７５-３２５-５７０３　FAX ： ０７５-３２５-5706　E-mail ： kyo@jetro.go.jp

http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/kyoto〈業務内容〉貿易投資相談、海外情報の提供、海外企業誘致支援等



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

　本講座では、イノベーションマネジメント、中小企業ファイナン
ス、グローバル経済、事業創造の４テーマを実施。理論と実践に
通じたＤＢＳ教授陣による講義と共に受講者同士が議論を行い、
最後に受講各社の成長戦略を描きました。

「イノベーションマネジメント」
　イノベーションとは技術的側面だけでなく、既存の技術やサー
ビス、資源の新たな組合わせによって今までにない価値を生み出
すことであり、すべての企業にとって重要であること。また、それら
は模倣されるため、絶えずイノベーションを起こしていかなければ
ならないこと。そのためには自社のコア・コンピタンス（顧客に対し
て、他社には真似のできない自社ならではの価値を提供する、企
業の中核的な力）を明確にし、新規ビジネスモデルを構築していく
こと。その際、自社の経営資源だけでは不足する場合、外部の経
営資源を活用するオープンイノベーションの可能性を検討するこ
と等が提示されました。それらを踏まえ、受講者達は分析・創造の
フレームワークとして「ビジネスモデルキャンバス」を活用し、自社に
ついて考察しました。

「中小企業ファイナンス」
　「中小企業ファイナンス」のテーマにおいては、資金供給者は、
提供した資金から一定の利益を獲得することがどの程度の確率
で可能かを判断して行動すること、一方、資金提供を受ける者は、
自らがどの程度の利益をどの程度の確率で生み出すことができる
かに関する客観的な情報を提供することが必要であるとし、ファイ
ナンス視点での最適資本構成等について検討しました。

「グローバル経済」
　ヨーロッパの小国のあり方に、大企業との関係に苦労する中小
企業のとるべき戦略のヒントがあるのではないかと、「開かれた姿
勢と我が道を行く独自性」「愛嬌と度胸」といったキーワードが提
示されました。

「事業創造」
　製品開発型中小企業の事例紹介を交え、事業領域（顧客層・
顧客ニーズ・技術の３つの視点)によって新事業を考える戦略フ
レームワークを学び、各自が自社について考察を進めました。その
際、自社の経営資源やコア・コンピタンス強化のために産学連携
や企業間連携という選択肢があること、それを可能にする条件や
注意点が調査データと共に提示されました。

「最終回」
　受講者各自が自社の成長戦略レポートを作成し、発表と熱い
ディスカッションが行われました。
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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」開催

　企業が継続・成長するためにはイノベーションによる不断の経営革新が必要です。それを決断し実行するのは経営者です。
　イノベーション・経営人材育成事業では、イノベーションを推進できる経営人材の育成を目的に、本年度は①「成長のための経営戦
略講座」(全１０回)、②「市場戦略のプロセスをつくる」講座(全７回)、③「経営と製造現場をつなぐ」講座(全５回)の３つの連続講座を実
施しています。
　このうち、同志社ビジネススクール（以下、「ＤＢＳ」）と共同企画した「成長のための経営戦略講座」についてご紹介します。

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」開催

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

〈開催期間〉平成２６年９月２日（火）～１２月１６日（火） 〈時　　間〉平日１８：２５～２１：３５ 〈受 講 料〉無料
〈場　　所〉同志社大学室町キャンパス 寒梅館２階 〈受講者〉４1名（京都府内の主に製造業・情報通信業中小企業経営者、幹部候補者）

■講座概要

設備貸与企業紹介―（株）幸伸

Comp a n y  D a t a 株式会社 幸伸
代表取締役社長／大関 孝一
所　在　地／京都市下京区中堂寺庄ノ内町1-131
電　　　話／075-314-2251（代）
ファクシミリ／075-314-5177
資　本　金／1,000万円
創　　　立／1977年2月22日
事 業 内 容／印刷物の企画・制作・デザイン・撮影・写真製版・
 総合印刷・加工・パネル製作

高度な写真製版技術で京都を拠点に事業を展開
　当社は、1977（昭和52）年の創業以来、京都を拠点に写真製版を主力

事業として展開してきました。写真製版とは、印刷の前
段階でテキストを配置した版下に写真をはめ込んで
撮影し、印刷するためのフィルムを作る工程です。当
社はこれまで、ていねいな手仕事による美しい製版の
仕上がりで、お客様からの信頼を獲得してきました。
　IT技術の進展に伴って、印刷業界では画像・テキ
ストのデジタル化が加速度的に進んでおり、製版工程
においても、ソフトも機械も次 と々刷新する必要に迫ら
れています。当社でも、20数年前からデジタル化に対

応した製版を開始。その後も、時流に合わせて機器の更新を進めてきまし
た。こうした新設備を導入する際には、いつも京都産業21の設備貸与制度
を利用し、大きな支援を得てきました。現在は、検品体制を強化しており、入
力ミスなどを発見し、誤植を防ぐなど、お客様の求める品質や納期に応える
ことで、信頼を維持しています。

印刷機器を新規導入し、高付加価値印刷業へ展開
　デジタル化の進展に伴って、製版業は厳しさを増すことが予想されます。
当社では、そうした状況を打開し、企業を発展させていくために、製版業だ
けにとどまらず多様な事業への展開を図っています。オリジナル商品の開発
もその一つです。京都にあるデザイン専門学校と共同で、オリジナルデザイ
ンのクリアファイルやあぶらとり紙、一筆箋といった自社製品の製造・販売を

手がけています。また、パートナー企業と連携し、印刷物の企画・デザインか
ら撮影、製版、印刷までをトータルに請け負うプロデュースも手がけています。
　さらに、印刷業への事業拡大を目指して、今回再び京都産業21の設備
貸与制度を活用し、多様な材質や立体的な形状の物にも印刷できるLED
方式UV硬化フラットヘッドインクジェットプリンタを導入しました。このプリンタ
によって、紙だけでなく、アクリルやガラス、プラスチック、金属、木材など多様
な材質に加えて、A2サイズまでなら高さ15cmまでの立体物や球面に印刷
することが可能です。ボールペンやワインボトル、絵馬、表札、スマートフォン
ケース、告知板やメニューボードなど、さまざまな物に色鮮やかな印刷を施
すことができます。特に当社が注力しているのは、結婚式などに飾られる
ウェルカムボード、記念グッズといった、お客様の特別な要望に応える品物の
少量生産や、付加価値の高
い「一点もの」の製造です。
現在、京都府内のウェディン
グ会社やペットショップ、飲食
店などを対象に広報活動を
行っていますが、いずれはイ
ンターネットで注文を受け、一
般の方々へも販路を広げて
いきたいと考えています。

http://www.koshin.co.jp

設備貸与企業紹介

取  材

株式会社 幸伸

多様な材質、形状の物に印刷できる設備を導入し
多品種少量の印刷業へも参入

代表取締役社長
大関 孝一 氏

お問い合わせ先

（公財）京都産業２１ 事業推進部 設備導入支援グループ　TEL.075-315-8591  FAX.075-323-5211  E-mail：setubi@ki21.jp

金属、樹脂、木材、ガラスなど素材を選ばずマルチに対応

受講者からの感想
●イノベーションとは何かを理論的・体系的に理解することができた。
考え方や見方が変わり、自社でもできることがまだまだたくさんある
ことに気付いた。これから実践していこうと思う。
●全体を通して思考のヒントを
得ながら成長戦略レポートに
まとめたことで頭の中が「整
理」され、自社のコアコンピタン
スが見えたことが大きな収穫
であった。

（社名五十音順、敬称略）

アズビル京都㈱加山一郎
㈱ウミヒラ生田泰子
京テック㈱ 中野充朗
(有)グッドウッドKYOTO 辻本裕哉
㈱ゼネック田辺順一

㈱大日本科研米谷匡弘
二九精密機械工業㈱二九直晃
プロニクス㈱森晶子
㈱山田製油山田康一
㈱RIYONX 上田晋

修了証の発行
　大変多くの方が熱心に学ばれました。その中でも、全10回すべて出
席かつ成長戦略レポートが教授より認定された下記の方々に、DBS
と連名で修了証を発行しました。

　京都産業21では、来年度も引き続き経営人材を育成する各
種講座を開催する予定です。

設備投資なら、財団の割賦販売･リース
設備貸与（割賦販売・リース）制度〈小規模企業者等設備貸与制度〉

創業・経営基盤の強化・経営の革新に必要な機械・設備の導入を支援します。


