創造・交流・成長
京都市ベンチャービジネスクラブ機関誌

日本の最西端から
世界を考える
観光、ベンチャー、科学技術 … 沖縄研修旅行から
沖縄科学技術大学院大学キャンパスの眺望 （OIST/ ギンター）写真提供：OIST

http://www.kvbc.jp
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沖縄視察

2014 年 1月 23日(木)〜25日（土）

観光、ベンチャー、科学技術研究…。
今、沖縄が熱い！

©OCVB

例年実施されているK V BC海外研

視察の第1日目は、一般財団法人沖縄観光

致など、一年を通じて安定した観光客の誘

修。今年は、一度足元も見つめなおし

コンベンションビューローを訪問いたしま

致を目指しておられます。600万人の観光客

てみようということで、2名の新しい

した。「株式会社沖縄の営業本部となるよう

の約80％がリピータであるという事実は、

会員を含めた総勢 1 1 名で、沖縄を訪

な組織」を目指すという言葉通り、事務局長

これらの多様な活動がうまく機能している

問しました。日本全体からみると、沖

の屋良朝治様のお話は、観光への想いや情

ことを物語っています。お話をうかがった

縄県は日本の最西端の県となります

熱を感じさせるものでした。平成25年度の

後、沖縄産業支援センター2F事務所を見学

が、世界という視点で考えてみると、

観光入客数は641万人。景気低迷や東日本

させて頂きましたが、約130名の若いスタッ

今、経済発展著しい東南アジア諸国と

大震災などの影響はあったものの、国内観

フの熱気がフロアにあふれ、沖縄観光へか

本州とをつなぐ、重要な拠点であるこ

光客、外国人観光客、観光収入ともに増加

ける熱意を肌で感じることができました。

とがわかります。また、国の沖縄県振

し、平成24年度の観光収入は3997億円と、

興政策としては、国際物流拠点産業集

まさに沖縄の一大産業となっています。ま

ら北へ約30キロ、うるま市洲崎の沖縄ライ

積地域、情報通信産業特別地区、金融

た、観光産業を支えるためのインフラ整備

フサイエンス研究センター内のオーピーバ

業務特別地区という 3 つの経済特区を

として、LCCを誘致するための空港整備や

イオファクトリー株式会社様を訪問しまし

設け、沖縄県内におけるビジネスや沖

大型クルーズ船を受け入れるための那覇港

た。同社は海洋調査会社をスピンアウトさ

縄から世界へ向けてのビジネス展開

の整備などをベースに、テーマごとのきめこ

れた金本昭彦氏が設立されたベンチャー企

を様々な形でサポートしています。今

まやかな誘致活動を展開され、リゾートウェ

業です。大学院で環境生物学の研究をされ、

回の視察研修では、沖縄県の現状を理

ディング、修学旅行、企業のインセンティブ

海洋環境調査の企業へ就職された金本氏は、

解し、新たなビジネスチャンスの発見

旅行、スポーツコンベンション、国際会議誘

その仕事の中で新しい可能性を発見、事業

事務局長の屋良氏よりお話を聞く

活気あふれる沖縄観光コンベンションビューロー

視察第2日目午前中は、滞在先の那覇市か

を目的として、沖縄の主要産業である
観光業をはじめ、バイオビジネスにお
けるベンチャー企業や世界最先端の
研究施設を訪問しました。

2

OIST/ ギンター

写真提供：OIST

OIST/ ギンター

写真提供：OIST

のキーマンとなる人との出会いによって、
自分自身のアイデアを基に起業されました。
海藻や魚、微生物など、亜熱帯である沖縄の
海から採れる多様な海洋生物から様々な物
質を抽出し、製薬会社や化粧品会社へその
リソースを提供するということが、事業の
大きな柱であり、自社でサンプリングした
豊富な生物資源ライブラリーが同社の大切

OIST教員による物理学講座

バクテリアが廃棄物を分解して発電するプロセスを利用
し微生物燃料電池を開発する。

金本社長率いる同社は、若いスタッフも多

は驚異的です。キャンパス敷地内には、職

状など、貴重なお話を伺うことができまし

く、大きな可能性を秘めた企業であると感

員や学生用のアパートや保健施設、保育

た。お話を通じて、リーダーシップ力の大

じました。

所、フィットネスジムなどが完備され、一

切さや自分の足で歩いて、現状を知ること

午後からは、さらに北へ20キロ、沖縄中

つのコミュニティとしての機能が備わって

の大切さなど、トップとして大切なことを

南部、恩納村にある、沖縄科学技術大学院大

います。このような恵まれた環境の元で培

教えて頂きました。

学（OIST）を訪問しました。この大学院大学

われた研究や技術が、産学連携への取り組

な資本です。沖縄を天然物研究の一大拠点
にしたいという大きな構想をかかげられた

2泊3日の駆け足の研修旅行でしたが、

は沖縄の振興や自立的発展および世界の科

みを通じ、新たな産業として、沖縄から世

様々な分野を知ることができ、充実した時

学技術発展に寄与するために創られた学校

界へいずれ発信されるのでしょう。多くの

間を過ごすことができました。今回、私は

で、世界的レベルの科学技術に関する教育

方にもっと知って頂きたい、日本が世界に

初めての参加でしたが、参加会員の方々と

研究を行うことを目的としています。神経

誇れる素晴らしい施設です。世界に比べて

のコミュニケーションが一段と深まったよ

科学、分子・細胞・発生生物学、数学・計算科

日本の研究予算は非常に乏しく、それも世

うな気がしました。これもまた、研修旅行

学、環境・生態学、物理・化学という様々な学

界的な競争に勝てない原因の一つであると

の魅力ですね。

際分野を一つの研究科として扱い、学内で

いわれていますが、沖縄科学技術大学院大

最後になりましたが、今回の研修でお世

の言語は英語のみ、5年一貫性の博士課程の

学が日本の研究環境を世界レベルへと一歩

話になった、一般財団法人沖縄観光コンベ

みで構成される、レベルの高い、そしてユ

近づけてくれるのではないでしょうか。百

ンションビューロー、屋良朝治氏、照屋和

ニークな大学院です。確かに、学内の表示板

聞は一見にしかず。機会があれば、ぜひ訪

枝氏、オーピーバイオファクトリー株式会

や注意事項などは、すべて英語での表示で

れて頂きたい施設です。

社、金本昭彦氏、沖縄科学技術大学院大学、

した。2011年11月に学校法人としてスター

今回の訪問1日目の夜は、那覇市内の店

我喜屋久氏、沖縄国際平和研究所、大田昌

ト、国からの運営費補助金を受けているそ

で、大田前沖縄知事を囲んでの懇親会を行

秀氏に深く感謝いたします。そして今回の

うですが、
（内閣府所管）、私立大学という扱

いました。沖縄の現状をお伺いしたいとい

研修をきっかけに、沖縄と京都で、活発な

いなのだそうです。2012年9月に博士課程

う、一方的な依頼にも関わらず、快く懇親

交流が生まれることを期待しています。

がスタートし、1期生は18か国から34名。2

会出席へ出席してくださった大田氏は、88

期生は13か国から20名の学生が入学してい

歳になられた現在も、NPO沖縄国際平和

寄 稿 者：櫻井寿美氏（㈲フットクリエイト）

ます。しかし、この学生数に対し、教員数47

研究所を主宰され、今もなお、沖縄の平和

名、研究員数280名、事務職員数275名、総

へ向けた活動に携わっておられます。懇親

勢602名（うち外国人215名）という職員数

会では、沖縄県知事時代のお話や沖縄の現

写真協力：松尾裕司氏（㈲ブルーム）

大田前沖縄知事を囲んでの懇親会

オーピーバイオファクトリー株式会社 金本社長と一緒に

©OCVB
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士の先生による定期的な勉強会を実施
し、義肢・装具の学会やセミナーに参加し
た後は、
レポートの提出が義務付けられて
おり、さらに社内に回覧して情報を相互に
共有するようにしました。これは今日も続
けており、サーバーに残して誰もがいつで
も見られるようにしています。もう一つ徹底

KVBC 2月例会［人材育成事業］

講演会「洛北義肢における人財育成」
~ 社員自らが能動的に動く組織づくり~
講師：吉田典弘氏（株式会社洛北義肢 取締役総務部長）
日時：2月25日（火）18：30~20：30
会場：京都タワーホテル 6 階「アテネの間」
つねに社長が先頭に立ち、会社を牽引してきたトップダウンの組織を、社員ひと
り一人が自ら考え、掲げた目標に向けて果敢に挑み、大きな成果をあげる企業へ。
その卓越した取り組みの数々をお聞きしました。

的に指導されたのが挨拶、つまりコミュニ
ケーションの大切さです。相手に確実に
伝わっていなければ、意味がないというこ
とを繰り返し教えられました」。㈱洛北義
肢の仕事はすべてオーダーメイド
（ハンド
メイド）
であり、医師の指示、患者さんの要
望を的確に捉え、それを最大限に反映し
た製品を生み出すためには、優れたコミュ
ニケーション能力が不可欠だからです。
この時期に社員への聞き取りを行った
後、会社の「理念 : 生かされていることに
感謝し感動を持って社会に貢献する」が
作成され、これに基づく「基本方針」
「経
営指針」
も確定しました。
「理念には2つも

必要とされるひとに、必要と

て病院などの医療機関に出向いて採型・

『感じる
（感謝・感動）』
という言葉が入って

されるものを、必要なときに…

適 合 等、現 場で数 多くの経 験を積んだ

います。人々から感謝され、ビジネスパー

後、総務部で採用・教育及び ISO9001の

トナーに恵まれて仕事をさせて頂いている

運用を中心とした品質管理部門を担当。

ということを深く実感し、それを社会貢献

㈱洛北義肢の創立は1973 年。当初の
社名は洛北義肢製作所でした。金閣寺
の北に位置する原谷に本社及び工場を

「社員自らが能動的に動く組織づくり」に
取り組んでこられました。

いをこの理念に託したのです」
と、吉田氏
は当時を振り返ります。これらを各自に浸

構えています。事業内容は義手、義足、
各種補装具、スポーツ用装具など義肢装

朝礼での斉唱、3 分間スピーチから

透させるために、月2 回実施している朝礼

具の開発・製造・販売。また車椅子や杖な

社員を育む環境づくりまで

で指名された社員が斉唱します。続けて
社長に選ばれた人が自選のテーマで3 分

どのリハビリ製品も取り扱っています。現
在の社員数は93 名で男女の比率は約 2

最初に吉田部長が入社した昭和末期

間スピーチを行います。「伝える力」を養

対 1。業務に欠かせない義肢装具士など

から今日に続く社員教育への取り組みを

うための施策です。また、個々の力を引き

の国家資格を持つ社員も数多く在社して

お聞きしました。「当時から社長は社員

出すための環境づくりにも積極的に取り組

いますが、日本で最初に義肢装具製作技

教育に熱心でした。たとえば、理学療法

んできました。まず、20 年前に社員寮を設

能士の資格を取得したのは創業者で代
表取締役社長の坂本勉氏です。「必要
とされるひとに、必要とされるものを、必要
なときに…」をモットーに社会貢献に邁進
する㈱洛北義肢は経済産業省「元気な
モノ作り中小企業 300 社」に選定され、京
都府「障害者雇用推進企業」にも認定さ
れています。今回、講演していただいた
のは、総務部長の吉田典弘氏。立命館
大学を卒業後に入社され、営業部員とし
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ISO9001の認定を取得したのは13 年前
の2001 年。義肢装具製造業では日本初
の快挙でした。
「安 心」
「安 全」
「快 適」をテーマに徹
底した品質管理システムを構築し、現在も
「顧客満足度 120%」を掲げてより一層の
品質向上に邁進しています。オスカー認
定は優れた事業計画（パワーアッププラ
ン）
によって経営革新に取り組む中小企業
置。9 年前には新工場を設立して作業環

の集合研修も実施します。この他に各部

を対象にした制度で、2006 年に認定され

境を改善。1 年に一度、年次有給休暇を

署別の勉強会、業務時間外の自主的な

ました。プランのテーマは「リハビテック・デ

利用して1 週間程度の休暇が取れる「リ

勉 強 会、各自が 1 年 間の学 習計 画を提

ザインの確立による急性期 ( 初期 )リハビリ

フレッシュ休暇制度」
も導入。さらに、育児

出・遂 行 する自己 研 鑽のための「CPD

テーションに対応可能な義肢装具開発製

支援として「育児休業及び勤務時間の

（継続的プロ能力開発）制度」なども展開

造及び販売」。この「リハビテックデザイン

中です。また、間近で導くという点で大きく

プロジェクト」の一環として開発した「ケン

役立っているのが「ブラザー・シスター制

バッグ
（肩外転装具）」は特許を取得して

度」です。新入社員 1 名につき、ブラザー・

います。
「つねに先頭に立ち、会社を牽引

シスターを1 名配し、それぞが作成した指

し続けてきた社長が私たちに仕事を任せ

導計画に沿ってサポートして行きます。担

てくれるようになったのはこの頃からです。

現在、㈱洛北義肢では「採用から教育

当するのは若手の先輩社員で、彼ら自身

社員自らが能動的に動く組織づくりが実

まで」
というトータルな観点からより効果的

の成長も促す制度です。「4 年前に導入

を結びはじめたのです」。次代を見据えて

な社員教育の在り方を追求しています。

して以来、退社した新人は1 名のみです」

いま新たに取り組んでいるのが評価制度

まず、新たに設置した「採用プロジェクト

と、吉田氏はこの制度を高く評価します。

の改革と目標管理の徹底です。

を取得した人材の獲得に努めます。採用

社員一丸となって手にした

じ目標に突き進むための新施策であり、そ

試験もこのチームが担当し、内定後は定

ISO9001 認証、オスカー認定

の核となる管理職の能力向上も重要視し

短縮制度」
も採用しています。

「ブラザー・シスター制度」など
際立つ成果をあげる数々の試み

会社の方向性を明確化し、全社員が同

チーム」が全国各地を行脚して国家資格

ています。㈱ 洛 北 義 肢 では「人 材」を

期的に連絡を取り、社内報を発送するな
ど細やかなフォローを行います。また、社

必要とされる企業であるために全社一

「人財」
と表記します。これに優る企業の

内で実施する臨床実習も学生たちに会社

丸となって取り組み、大きな成果をあげた

財産はないと考えるからであり、その姿勢

を知ってもらい、信頼関係を築くための絶

のが ISO9001 認証取得と京都市中小企

は今後も不変です。

好の機会として重視しています。入社前

業 支 援センターのオスカー認 定 です。

教育も㈱洛北義肢ならではの施策です。
具体的には事前に課題を提示して自発的
に基本的なことを学んでおくように指示し
ています。
4月からの新入社員教育は社長の訓示
でスタートします。「なぜ、この仕事に就
いたのか。人として社会人としてどうある
べきか…」
といった内容です。これに続く2
日間の基礎研修会の最後はグループ討
議で締め括ります。各自の考えを深める
のが目的です。昨年からは画用紙 1 枚に
自分の絵を3つ描いて行う自己紹介も採り
入れています。その後、3 週間の実務的
な研修があり、専門職に関しては現場で
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マンに語らせるのが信頼を得る近道であ
り、3 段階の人脈を駆使しなければならな
い。これが大森氏の考えです。3 段階の
人脈の一段目は「コネクター
（媒介人）」。
口コミの起点になる最初の発言者です。
二段目はこれを受けて情報を他に教えた
がる「メイブン
（情報通）、三段目はコネク
ターが始動させた口コミに納得しない人々
を説得できる力のある「セールスマン
（売

KVBC 3月例会

実践 ! Facebook 活用セミナー（応用編）
~Facebook で企業を「物語」化する! Facebook 活用法 ~
3 月25日（火）18：30〜20：30
会場：メルパルク京都 講師：ITコンサルタント 大森寛明氏

り手）」です。また、人々が情報を評価す
る際には、マスコミの意見よりも身の回りの
小集団（家族・友人・その他）の意見の方
が大きな影響を与えることも注視する必要
があると補足されました。
次に「コンテンツ
（Contents）
：投稿内
容」で特に重要なのは「共感を呼び起こ

「人はストーリーがあるものに惹かれる」という観点から際立つ共感でFa c e b o o k

す」こと。「感情」が介在した内容でなけ

の効果を高める数々の実践的な施策を学ぶ。昨年の基礎編に続き、I Tコンサルタ

れば好感度を高められないと指摘。特に

ントの大森寛明氏を講師に迎え、「実践! Fa c e b o o k活用セミナー（応用編）」を

写真では「笑顔」、さらに「楽しさ」
「美味

開催しました。

Facebook の効果を左右する
重要な3 つの「C」とは

しそう」などのポジティブな欲求を刺激す
ることが大切であると述べ、多数の参考

掲 げられている「Facebookで 企 業を
『物語』化する…」
ともリンクした「コンテク

画像を示して解説。
最後にデール・カーネギー著「人を動か

スト
（Context）
：文脈・ストーリー」。継続的

す」から「笑顔」の効果に関する提言を

な取組みが可視化され、
「一本筋が通っ

引用されました。「元手がいらない。しか

「C」で構成されていると述べられました。

ている投稿」の方が伝わりやすいと提示。

も利益は莫大。与えても減らず、与えられ

一 つ目は「コネクション
（Connection）
：

続けて各特性に基づく実践的な活用法を

たものは豊かになる…商売に善意をもた

人脈」。Facebookは、人と人との繋がり

多角的な視点から提案されました。

らす友情の合言葉」。

てしか、伝わらないという指摘です。二つ

3 段階の人脈を駆使し

ハリウッド映画も多用している

目は「 コンテンツ
（Contents）
：投 稿 内

共感を呼び起こす工夫を凝らす

物語化のフレームワークを活用

大森寛明氏は、
まず Facebookは3つの

で、情報が伝播する。つまり、人を介在し

容」。Facebookは、人と繋がりたいから
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使うのであり、一方通行の広告は無視さ

「コネクション
（Connection）
：人脈」では

「コンテクスト
（Context）
：文脈・ストー

れるという考察。三つ目はサブタイトルにも

発信者が自ら価値を語るのではなく、キー

リー」では、人間のドラマに焦点を絞った

KVBC REPORT

「粘りのある
（記憶に残る）
メッセージ」の

色ではなく人格そのものによって評価され

発信を提案。具体的で簡潔であり、感情

る国に住めるようになるという夢だ」
（マー

に訴える、物語性のある優れたメッセージ

ティン・ルーサー・キングJr.）。
このような共感を得るストーリーを作るた

例として次の3 つを示されました。「痛み
に耐えてよく頑張った。感動した。おめで

めに必要な要素は6つ。
「状況」、
「混乱」、

とう!」
（小泉純一郎）、
「60 年代末までに

「意 味 合 い 」、
「姿 勢・態 度」、
「行 動」、

人類を月に立たせ、安全に帰還させよう!」 「利益」であり、このフレームワークはハリ
（J・F・ケネディ）、
「私には夢がある。私の

ウッド映画にも多用されています。これら

4 人の幼い子どもたちが、いつの日か肌の

の意味と構成を分り易く解くために、大森
氏が参考に示されたのが映画「バック・

な家庭を手に入れ、物語は完結します。

トゥ・ザ・フューチャー」です。主人公がタイ

要約すれば、ストーリーとは「登場人物が

ムスリップするのが「状況」。その過去で

困難を乗り越えて重要な目的を達成する

起こるのが「混乱」。燃料が切れ、過去

までの奮闘を描いた叙述」です。これを

の母親に惚れられ、自分の存在が消滅の

貴社が人々に新たな利益・サービスをもた

危機に瀕するのが「意味合い」。そこで

らすまでの共感できる奮戦記に置き換え

主人公は未来へ帰る「姿勢・態度」を決

れば良いわけです。質疑応答でも数多く

め、
ドクの助けを得ながら「行動」を起こ

の質問が続き、セミナーは最後まで熱気に

し、その「利益」として未来に戻り、幸せ

包まれていました。

KVBC新入会員企業 紹介
新入
会員

今回、ハムス株式会社がKV B Cに入会されました。事業
内容を含めて新会員をご紹介いたします。

ハムス株式会社

当社は昭和29年1月創業以来、一貫して縫製工程の自動化・省力
化機械の開発を手がけてまいりました。開発から製造までを全て
自社内で行っておりますので、お客様の細かな要望にまでお応えで
きます。
当社の特長は、お客様のところに訪問する回数が国内外を問わず
非常に多いことです。どんなに優秀な機械を作っても、お客様に
知っていただかなければ何も始まりませんし、実際に足を運んでみ
て初めて分かるご要望もたくさんあります。
2012年6月には、中国・西安市の大手ミシンメーカーと業務提携
し、当社が過去に作った商品の技術を無償で提供する代わりに、主
要部品を弊社から購入して頂き、完成品を先方のブランドで中国販
売して頂きます。当社にとっては無償で工場ができ、先方にとって
は無償で技術が使える、双方に大きなメリットがある提携です。
国内では、大手ミシンメーカーと技術提携し、世界初となるラン
ニングシューズ自動縫製機を開発しました。こちらは、
（公財）京都
高度技術研究所様よりオスカー認定をいただきました。
今後も、世界的な視野でマーケットを広げてゆきたいと考えてい

DATA
ハムス株式会社
代表取締役社長

宮地 康次

住 所 京都市南区
東九条西明田町59-2
電 話 075-661-1134（代表）
075-681-0908
U R L http://www.hams-jp.com/

ます。
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務

局

か

ら

の

お

知

ら

せ

の一員です。
このように考えると、地域コミュニティは事業者の皆様にとって決して無縁なも

覧

のではありません。

一

また、従業員の皆さんは自宅のある地域の一員であり、
お客さんや取引先も，
それぞれの地域

業

会社、工場，
商業施設などは
「働く場」
であるとともに、所在する地域の一員でもあります。

企

◆京都を支えているのは地域の絆です

員

地域コミュニティ活性化にご協力をお願いします

会

事

京都には、長い歴史の中で培われた住民自治の伝統があり、
自治会・町内会、学区自治
連合会などの地域コミュニティが中心となって、安心で快適に暮らせるまちを築いています。

◆京都市地域コミュニティ活性化推進条例では
事業者の皆様の責務も定めています
こうした地域のつながりを維持し、活性化していくため，
京都市では
「京都市地域コミュニ
ティ活性化推進条例」
を定めて、
自治会・町内会などの地域活動を応援しています。
この条例では、事業者の皆様も、地域コミュニティ活性化の担い手の一員として、事業所
所在地の地域活動への協力や、従業員が居住地の地域活動に参加する際の配慮などを
努力義務として定めています。
事業者の皆様には、条例の趣旨をご理解いただき，
地域コミュニティ活性化への積極的な
ご協力をお願いします。

★地域コミュニティ活性化に関する京都市ホームページ
http://www.city.kyoto.lg.jp/menu1/category/17-3-0-0-0-0-0-0-0-0.html

京都市ベンチャービジネスクラブへのお誘い
【会員募集】
■ 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

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

㈱ 暁電機製作所
アスノシステム ㈱
アド・アソシエイツ ㈱
㈱ アラキ工務店
アルコム ㈱
いつわ法律事務所
㈲ 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
㈱ エレタクマ
㈱ 京都インテリジェンスサーチ
㈱ 京都エス･ アール
京都監査法人
㈲ 京都旅企画
㈱ 京都はんなり本舗
㈱ クロスボーダース
㈱ グローバルエステート
KT 合同企画
㈱ ケルク電子システム
㈱ 最善プロモーション
㈱ サカノシタ
サムコ ㈱
システムプロデュース ㈱
シスポート ㈱
㈱ スリーエース
星和テクノロジー ㈱
㈱ ゼロワン
㈱ 総合システムサービス
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
ハイデック ㈱
ハムス ㈱
林運輸 ㈱
バンテック ㈱
㈱ Hibana
㈲ フットクリエイト
㈲ ブルーム
㈱ マックス
税理士法人 みらい経営
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
Renbird ㈱
㈱ ログレス貿易
㈱ 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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