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

「価値創造年・京都」の
実現へ
「京都の未来を考える懇話会」が京都の未来像として発表した「京都ビジョン 2040」の一つの柱である
「価値創造都市・京都」。これらの具現化のために、京都市桂から学研都市一帯を未来型新市街地として
整備・活性化する
「京都イノベーションベルトの形成」
を提言しています。
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次の25年に向けた
KRP新構想
198 9年に全国初の民間リサーチパークとして
誕生し、34 0 社・4 0 0 0 人が集う「知と創の拠点」
へと大きく発展したK RP地区。大きな節目とな
る開設 2 5周年を機に、次の2 5 年に向けたK RP
の新構想の数々を、代表取締役社長・森内敏晴氏
に語っていただきました。

イノベーションベルトの中核を担い

備・活性化する「京都イノベーションベ

価値創造都市・京都を実現

ルトの形成」を提言しています。
「イノベーション・ハブKRP」につい

KRPが次の25年に向けた新たな取り

京都リサーチパーク株式会社
代表取締役社長

2

森内 敏晴 氏

て森内社長は次のように述べています。

組みとして掲げているのが「イノベー

「KRPでは、この構想が打ち出された当

シ ョ ン・ハ ブKRP（iHub KRP）
」で す。

初から注視してきました。京都イノベー

これは「京都の未来を考える懇話会」が

ションベルト構想は素晴らしい発想で、

京都の未来像として発表した「京都ビ

京都の次代を構築する上で非常に重要

ジョン2040」の一つの柱である「価値創

なビジョンであると考えています。想定

造都市・京都」の中の「京都イノベーショ

されている地域の中心に位置するKRP

ンベルト」構想に基づくコンセプトです。

地区が価値創造都市・京都の実現に向け

この懇話会は行政、産業、大学、文化

てイノベーションを持続的に誘発する

芸術、メディアなど京都各界のトップが

触媒的な役割を果たしていきたいと願

「30年後の京都のありたい姿」について

い、その思いを『イノベーション・ハブ

討議し、目指したい未来像をオール京都

KRP』というコンセプトに凝縮しまし

で明らかにすることを目的に2010年に

た。国 内 外 か ら『iHub KRP=I have

設立されました。新しい時代を切り拓く

KRP（KRPがあるさ）
』とおっしゃって

力強いビジョンを世界に発信する新施策

いただけるように全力を傾注してまい

を探求し、その議論を統括した最終提言

ります」
。

書が「京都ビジョン2040」です。時代の

このコンセプトを実現するためには、

変化に先駆けて知恵と技術によって幅広

シリコンバレーでベンチャー企業育成

い分野で価値を創造し続け、世界の産業

に大きく貢献しているエコシステムの

と生活革新をリードするイノベーション

ような、事業成長プロセスを多元的にサ

の都を「価値創造都市・京都」と定義。こ

ポートする「京都独自の事業創出支援シ

れを具現化するために、京都市桂から学

ステム（=エコシステム）
」の整備・機能

研都市一帯を未来型新市街地として整

強化が重要となります。

京都独自の起業支援システムを
オール京都で実現する

い」
、というのが森内社長の思いです。
海外の新しい動向を得るため、KRP
では国際的なリサーチパーク協会など

シリコンバレーでは起業を成功へ導く

の独自のネットワークを構築していま

ための際立つ諸機能が集積しています。

す。世界中のリサーチパーク関係者が集

シリコンバレーのエコシステムにおける

まる総会では、各国の熱気が伝わってく

具体的なポイントを挙げていただきまし

るそうです。
「各国では新事業の創出に

た。
「まずはベンチャーキャピタルを始

国をあげて取り組んでいます。特に中国

めとした資金の提供者がいます。その中

やロシアは凄い。次回の総会をどの国で

には自らベンチャー企業を立ち上げ、成

開くかということでも激烈な競争にな

功させた投資家や大企業もいます。次

る。それだけイノベーションに対する期

に、スタートアップを支援し、発展させ

待が大きいということです」
。

ることを目的にしているアクセラレー
ターがいます。また、起業家の多くが苦

KRP初の海外姉妹提携を

手とする法律や税制などについては、経

台湾最大のリサーチパークと締結

験豊富な法律事務所や会計事務所などが
サポートしてくれます。さらに、卓越し

10月の国際会議では「エリア・オブ・

た人材を擁する大学も大きな役割を担っ

イノベーション」という発想が提示され

ています。このように、シリコンバレー

ました。これは地域に点在する支援拠点

「イノベーション・ハブKRP」の実現

には多元的で実践的なサポートシステム

のそれぞれの特性を際立たせながら

に向け、KRPでは京都をベースに海外

が構築され、続々と成果をあげています。

ネットワーク化するという構想です。京

進出を目指すベンチャー企業の支援体

『このアイデアは凄い、将来性がある…』

都におけるこの構想の適用可能性につ

制の構築にも力を注いでいます。
「これ

と判断すれば、周囲が強力に後押しをし

いて、森内社長は以下のように述べてい

からの25年を見据えた時、KRPが地域

て引っ張り上げてくれる仕組みがある。

ます。
「たとえば、京都には京都市成長

のグローバル・ゲートウェイの機能を持

外から成功事例がはっきりと見えるの

産業創造センター
（ACT Kyoto）をはじ

つことが重要になると考えています。
」

で、次々に可能性を秘めた若い起業家が

め起業・産業の創出のために様々な活動

と森内社長。

飛び込んでくるし、刺激にもなる。素晴

をしておられる支援機関が数多くあり

その新たな一歩として今年8月に台湾

らしい循環が理想的に機能しています」
。

ます。京都全体の発展を考える時、互い

最大のリサーチパークである新竹科学

シリコンバレーのエコシステムは世界

に連携して力を束ね、支援力を高めるこ

工業園区（HSP）との間で、
「事業協定に

が注目しており、各国でもこれをモデル

とが大切です。多彩な分野で特出した事

関する覚書」を締結されました。HSPは

にしたシステム構築が推し進められてい

業を展開しておられるKVBC会員企業

TSMCやUMCなどの半導体産業をはじ

ます。
「京都ならではの独自の循環を生

の皆様が蓄積されたノウハウは起業支

め工業技術研究院や清華大学などの研

み出すシステムをオール京都で実現した

援にも大きく役立つはず。今後KVBC

究・教育機関が集積するハイテク産業拠

会員企業の皆様とより関係を深めるこ
とができればと考えています」
。

点であり、中国との間でFTAにあたる
両岸経済協力枠組協定も締結しており、
中国進出への足掛かり拠点とすること
も期待できます。
「今回の海外リサーチパークとの姉妹
提携はKRPにとって初めての試みであ
り、HSPとの相互提携と活発なビジネス
交流を通じて京都発のベンチャー企業の
海外展開を積極的に支援していく予定で
す。日台間の新たなイノベーションの架
KRP地区開設 25 年行事 記念式典の様子

け橋になることによってKRPのブラン
ド価値も高めていきたい」
。これが森内
社長の今回の提携に込めた思いです。
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第1回

会員交流サロン
日時：7月 29日（火）18：30~21：00
会場：TKPガーデンシティ京都 椿の間
（京都タワーホテル 7 階）

会員相互のコミュニケーションをさらに深め、新たな挑みを
創出する契機にしたい。このような意図のもとに、KVBCで
は「会員交流サロン」をスタートさせました。毎回3~4名の
会員の方に仕事に関するスピーチをしていただき、その後立
食形式で忌憚のない意見や最新の情報などを双方向で交わし
ていただく新企画です。本誌では今回お招きした各スピー
カーのメッセージと企業プロフィールをご紹介しています。

攻めの経営を目指し
毎年新たな挑みを試みる
株式会社アラキ工務店
代表取締役 荒木 勇 氏

商品開発しましたが、いずれもまだ本格

その一環として、毎年夏には大工さんを

的な仕事にはなっていません。悪戦苦闘

対象にした加工工場・同業他社・林業現

の連続です…」と、代表取締役・荒木勇

場・歴史的建造物や町並みなどをテーマ

さんは苦笑いします。しかし、その果敢

にした研修なども実施しています。

な挑みの姿勢は聴く者を鼓舞し、大きな

「従業員は監督と大工で20名ほどで

1925年（大正14年）の創業以来、地元

す。父親は『待っていたら仕事は来るや

京都で着実に実績を積み重ね、1973年

ろ…』と言いますが、私はとてもそんな

（昭和48年）に法人化。間もなく㈱アラ

悠長な気持ちではいられません。待つだ

キ工務店は創業90周年を迎えます。業

けというのは凄く恐ろしいというのが

務は主に市内の京町家（町屋）
・古民家・

実感で、毎年何か新たな試みをしようと

寺 院 の 改 修、古 材 や 無 垢 材 に よ る リ

決めています。たとえば、近年増え続け

フォームや新築などに特化し、独自性を

ている京町家などを定期的に巡回し、補

追求。100%自社責任施工にこだわり、

修なども行うNPO『空き家見守り隊』を

100%メンテナンスを実施しています。

立ち上げ、町並みを取り戻すために、

京都の歴史ある町並みを守り、古家の良

『京町家出格子キット』
（平成25年度京

さが分かる施主さんを一人でも多く増

都市知恵産業創造支援事業採択事業）も

KVBC海外研修を契機に
バンコクに海外法人を設立
エクセレンス株式会社
代表取締役社長 徳増 篤律 氏
エクセレンス㈱の設立は1989年（平

4

やしていきたい。それが企業理念です。

結実を予感させます。

出コンサルタント支援、英語・中国語・

チャイナ・プラス・ワンという時流もあ

タイ語翻訳まで多岐にわたる業務を手

り、東南アジアに進出する企業は拡大し

掛け、各業界からも注目されています。

続けています。景気も右肩上がりで、状

「海外展開の契機になったのは2011

況的にもグッドタイミングだったと実

年12月に行われたKVBCの海外研修で

感しています。特にソフトウェアや高度

タイの工業団地視察でした。翌年の9月

技術関係は歓迎されており、これから大

にバンコクに現地法人を設立しました。

きく伸展すると予測しています。ちなみ

成元年）
。今年でちょうど四半世紀を迎

に、日系企業を相手にしたマーケットだ

えるIT系の会社です。当初はパソコン

けでもそれなりの収益が見込めます」

やオフコンなどの小規模なシステム開

と、代表取締役社長・徳増篤律さんは確

発からスタートし、次第に製造業や物

かな手応えを感じています。また、研

流、金融などの専門性の高い分野まで仕

究・開発で最近取り組んでいるのは治療

事を拡大。近年ではネットワークカメラ

サポートアプリ i - T h e r a p y（アイセラ

やRFID応用のセキュリティ製品も開

ピー）
。患者の改善実感向上に焦点を当

発。現在はIT専門技術者の派遣から各

てたタブレットアプリケーション。海外

種業務用製品のパッケージ開発、システ

展開も新開発の着眼点も非常に興味深

ム受託開発、オフショア開発、アジア進

い企業です。
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これからの社会に貢献する
新たなソーシャルビジネスを
バンテック株式会社
代表取締役 馬場 喜芳 氏

からも会員の方々をはじめとする「次代

ような気持ちもありません。だからこ

へ向けた繋がり」を築きながら、
「森を守

そ、仕事ができる手立てを考える必要が

る・食を守る・人を守る」ための活動に貢

あるわけです」と、馬場さんは会場のメ

献したいと意気込んでおられます。

ンバーにも主旨への賛同と協力を仰が

「KVBCが発足した当時の方々の殆ど

れていました。なお、経営での試行錯誤

は、すでに卒業されましたが、いまこの

も追々忌憚なくお伝えしていきたいと
のことです。

22年前の1992年（平成4年）に創業し

ように多くの皆様と新たな交流を深め

たバンテック㈱は、主に製造業の情報

ていくことによって私自身も元気がも

化・生産ライン自動化などのトータルエ

らえると嬉しく感じております。現在、

ンジニアリングから統合型販売・生産管

私どもはやはりソーシャルビジネスの

理システム構築、計装制御システム開発

分野で成果をあげることができればと

などの先端分野を手掛けている会社で

願っています。その中でも特にこれから

す。ナノテク・バイオ・再生医療・情報技

取り組みたいと思っているのはご高齢

術なとにおける産学公連携も積極的に推

の方々や障がいのある皆様のために、働

進しています。ちなみに代表取締役・馬

ける場を創出することです。私どもの会

場喜芳さんはKVBC創立当時から諸活

社においても『もう歳だから、身を引い

動に参画してこられた大先輩です。これ

てください…』とは言えませんし、その

社員のモチベーションを高める
「表彰制度」の書籍を出版
武藤社会保険労務士事務所
代表 武藤 崇 氏
事務所代表の武藤崇さんは群馬県前

た、大学生百人ほどを前に会社説明会を

す。2003年（平成15年）のことです。以

したり、求人広告を作成したりするのも

来、労働保険・社会保険などの手続き業

面白かった。このような背景から労務管

務代行から労務管理のサポートまでを

理に興味を抱き、社会保険労務士という

幅広く手掛けています。

資格のことも知り、当時受講する講座費

「就業規則は表彰と懲戒で構成されて

用の80%をカバーする給付金が減額さ

いますが、多くの企業は90%前後が懲

れる直前に駆け込みで資格を取得しま

戒制度で占められています。これでは社

橋市の出身。立命館大学法学部に入学し

員のやる気がそがれるのではないかと

た18歳の時から京都が第二の故郷にな

考え、同志社大学の太田肇先生を中心に

り、今年で23年になります。社会保険労

して設立された日本表彰研究所に参画

務士になったきっかけはサラリーマン

し、活動を開始しました」
。

時代に遡ります。当時の仕事は非常に激

この試みは「表彰制度━会社を変える最

務で離職率が高かったので、この問題を

強のモチベーション戦略」
（東洋経済新

社長に直訴した結果、丸投げのような状

報社）として結実しました。事業主と従

態で一任されたのです。そこで、彼はそ

業員との関係を円滑にし、活力を与える

れまでの100%中途採用を全面的に新卒

良きパートナーでありたい。それが武藤

採用に切り替え、好結果を出します。ま

さんの仕事に注ぐ熱き思いです。
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第2回

会員交流サロン
日時：9月9日（火）18：30~21：00
会場：ホテルグランヴィア京都 5階
「千載の間」

大好評を博した7月下旬の第 1回「会員交流サロン」に続け
て第 2回催事を開催しました。今回お招きしたスピーカー
も前回同様4 名で、いずれもご自身のお仕事を起点にした
興味深いメッセージの連続で瞬く間に時間が過ぎてゆきま
した。この後のお料理を共に食するフランクな交流会も含
めて本企画は会員の方々の相互交流と絆づくりに大いに役
立つと実感しています。

早期の相談が最善策
7 名の弁護士が万全の対応
いつわ法律事務所
弁護士 山地 敏之 氏
山地敏之さんは小学校の頃から弁護

業家精神を発揮して次代に挑む仕事に

で助言などができはればという思いが

取り組んでおられる会員企業の方々と

強く、メンバーの方々に対してそのよう

の交流を通じて新たな視点や発想など

な対応ができればと願うからです」
。そ

を得たいということ。もう1つは弁護士

の一例として社員を解雇する時の対処

という仕事柄、依頼された時にはすでに

方法を挙げられました。辞職を了解した

問題が起きており、その時点から対処す

社員の客観的な証の有無で裁判所の判

ることになるのですが、もっと前の段階

断が180度異なり、金額的にも大きな差

士に憧れ、当時の卒業文集にも「将来は

が生じるという興味深い事例です。

弁護士になる!」と明記し、その夢を見事

「いつわ法律事務所」が扱っている案

に実現した初心貫徹の人です。この意思

件は「事業者の方のご相談」をはじめ全

の強さを物語るエピソードだけでも、

分野に及んでいます。また、事務所の理

「頼りになる弁護士」と感じる方が多い

念として次の2つを掲げています。①必

のではと思います。ちなみに、弁護士と

ず結論を出す②依頼者に即したオー

しての夢は「世の中から悩みごとや争い

ダーメイド対応を行う。前者は最善の考

ごとをなくすこと」です。

えを明確に提示するというであり、後者

また、KVBCに入会した動機について

は案件に即応する理想の体制を採ると

は次のように語られました。
「1つは起

企業の身の丈に合った
システムとサービスを提供
シスポート株式会社
代表取締役社長 米田 明 氏

6

いうことです。

ダーメイドソフトの創出を経て1987年

と、米田さんは自信を漲らせます。

（昭 和62年）に 業 界 初 の 画 期 的 な イ ー

シスポート㈱は「お客様にとって本当

ジーオーダー型販売管理ソフトをリ

に良いものとはなにかを追求し、各企業

リース。圧倒的な支持を得て導入企業先

の身の丈に合ったシステムとサービス

は3,000社を越えています。

を提供すること」を経営理念に、ITに関

「業務用ソフトには大きく分けて2種

シスポート㈱の設立は1981年（昭和

類があります。1つはPCショップなど

56年）
。京都市内のマンションの一室を

で販売しているパッケージソフト。ただ

拠点にしたスタートでした。当時はまだ

し、これでぴったりと合うのは2割前後

パソコンという言葉がなく、マイコンと

です。もう1つはオリジナルのオーダー

いう呼称でした。このような状況の中で

メイドソフトですが、これは高額になり

米田明さんは「マイコンに企業が日々の

ます。
『出前配達にベンツを買った』と

業務で使う伝票発行などのソフトを入

いった事例が少なくありません。このよ

れれば、売れるのではないか…」と考え

うな両者の欠点をカバーし、長所を最大

たのです。以来、販売管理系のソフト開

限に引き出したのが当社のイージー

発一筋に取り組み、一般市販型パッケー

オーダー型です。ちなみに、年間販売総

ジソフトや個別対応型オリジナルオー

数の99%がカスタマイズしたものです」

する総合的なサポートを司る企業へと
事業領域の拡大を図っています。

KVBC REPORT

技術の融合から
新しい技術（商品）を創造する
株式会社テクノクリエイト
代表取締役 井上 忠男 氏
京都市内の会社で電気系の技術営業

クノクリエイトの事業内容は学校向け

と思います。たとえば、直流電源装置、

の理科実験器や多品種少量の電気・電子

電気実験用メーター各種、静電高圧発生

機器、応用機器の企画・開発・製造です。

装置、誘導コイルなどです。マーケット

「大手商社のOEMブランドで学校向

は学校で窓口は先生方という特殊な世

けの実験器などを作っています。小中高

界ですが、競合の厳しさは他業界と同様

の理科室の戸棚に入っている実験器な

です。毎年、一定の需要があり、景気に

どをイメージしていただくと分り易い

大きく左右されないのは利点です。毎

的な仕事に33年間従事していた井上忠

年、夏休みには先生方を対象にした研修

男さんが会社を設立したのは2001年

会を各地で開催しています。そして、9

（平成13年）
、51歳の時でした。この起

月に入ると実際に予算が動きはじめる
といった感じです」
。

業に先立ち5年間の歳月を準備に注いだ
そうです。セミナーなどで会社の設立の

また、多品種少量の電気系分野や大学

仕方なども学びましたが、特に重視した

の研究室などにおける新たな需要も新

のが「どうすればお客さんが振り向いて

たな収益の柱として模索しています。

くれるか、看板がなくなっても信頼関係

技術の融合から新しい技術（商品）を創

を保てるか…」という点で、この見極め

造する─これが㈱テクノクリエイトが

がつくまでに5年を要したのです。㈱テ

掲げる企業戦略です。

司法書士の分野に限定せず
多彩な提案型の事務所を目指す
優司法書士法人
代表 上村 拓郎 氏

業務では、すでに数多くの実績を積み重

ることによって新たなコンサルタント

ねて揺るぎない信頼を得ています。

業務も展開できればと願っています」
。

「KVBCには3年ほど前に入会させて

ちなみに、最近いちばん相談・依頼の多

いただきました。それぞれの分野の第一

い業務は基礎控除の大幅な縮小などに

線でご活躍の先輩諸氏のお話は本当に

ついての新対策が必要な相続の分野で

勉強になります。今日はスピーチの機会

あ り、こ れ を テ ー マ に し た 無 料 セ ミ
ナー・相談会にも全力を注いでいます。

法人の設立は 7 年前の2007年（平成

を頂きましたので、私どもの事務所の特

19年）
。現在、烏丸御池の京都事務所の

徴や指針などを簡潔にご案内します。ま

他に草津市にも事務所を設置していま

ず、司法書士と共に行政書士の業務もワ

す。社名の「優」には「顧客様に優しく…」
、

ンストップでお受けできる体制を3年ほ

「優れたパートナーでありたい…」とい

ど前から構築しています。次に、私ども

う2つの思いが込められており、上村拓

では『提案型の事務所』を目指していま

郎代表をはじめとするスタッフ全員が

す。たとえば、住宅ローンの見直しでは

この目標をクリアするために日々邁進

ファイナンシャルプランナーの役割も

中です。
「遺言の作成」
、
「不動産の名義

担いたいと考えています。また、不動産

変更」
、
「親が認知症になった場合の財産

と会社の登記をリンクさせる資産管理

管理」
、
「新会社の設立準備」などの通常

会社を設立し、不動産投資の実績を重ね
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㈱ 暁電機製作所

員

アスノシステム ㈱
アド・アソシエイツ ㈱
㈱ アラキ工務店

企

アルコム ㈱
いつわ法律事務所

業
一
覧

KVBC8月例会 納涼会

日 時：8月19日（火）19：00〜21：00
会場：KKR ホテル京都くに荘

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
㈱ カスタネット
㈱ 京都エス･ アール
㈲ 京都旅企画

例年実施されている8月例会の『納涼

打ち、鴨川を眼下に東山三十六峰を眺め

会』
。今年は、8月19日（火）のまだまだ厳

ながらの納涼会。今年は、新入会員の自

しい暑さの続く中、KKRホテル京都くに

己紹介と共に名刺交換会も行われ、ビー

荘の屋上において開催されました。例年

ルとバーベキューで最高潮に達した盛り

になく暑さも厳しい今年の夏。日々の疲

上がりの中、胸襟を開いた会員交流の一

れを癒す集いとして「肉食系例会！」と銘

㈲ 今西鉄工所
エイジシステム ㈱

㈱ 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 ㈱

日となりました。

システムプロデュース ㈱
シスポート ㈱

KVBC新入会員企業 紹介
新入
会員

㈱ スリーエース

今回は、9月に入会された
『株式会社カスタネット』を
ご紹介します。

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 ㈱

株式会社カスタネット

大東寝具工業 ㈱
㈱ 田中プリント

▼「そなえる.com」
WEBサイト

弊社は、2 0 0 1 年大日本スクリーン製造㈱

税理士法人 T・Y パートナーズ
㈱ テクノクリエイト

の社内ベンチャー制度により、オフィス用品

㈱ とめ研究所

販売会社として創業しました。社名は、カスタマー
（お

中沼アートスクリーン ㈱
㈱ ナンバ設計事務所

客様）とネットワークをつなぎ、楽器のカスタネットのよう

㈱ 日産電機製作所

に打てば響くような会社になりたいとの想いを社名に

㈱ 日本電算機標準

込めています。そして、社会貢献と事業が車の両輪

ハムス ㈱

の様に（赤色と青色）にシンクロナイズする姿を追い求

林運輸 ㈱
バンテック ㈱

めています。事業の特色は、単に物を売って利益のみを追求するのではなく、本業を

㈲ フットクリエイト

通じて社会的課題を解決するソーシャルビジネスとして展開を行なっています。

㈲ ブルーム

東日本大震災から防災意識の風化、特に京都においては防災意識が低い社会的課

㈱ マックス

題についてセミナーを通じて、企業内で終わらず地域防災としてのＣＳＲ
（企業の社会

税理士法人 みらい経営
Medico-tec ㈱

的責任）の考えを全国に広めています。今年の9月からは、防災用品を掲載したＷｅｂ

武藤社会保険労務士事務所

サイト『そなえる.com』http://sonael.com を事業として立上げました。
弊社の目標としては、従業員

優 司法書士法人

DATA

㈱ ユニシス

株式会社カスタネット

Renbird ㈱

人々も、弊社にみんな自然と吸

代表取締役社長・社会貢献室長
植木 力（うえき ちから）

㈱ ログレス貿易

い寄せるように集まる「マグネット
カンパニー」を理想の企業像と
し、それがあたり前の社会になる
ようにしたいと思っています。

住 所 京都市南区東九条
西河辺町33
電 話 075-681-9100
U R L http://www.castanet.
co.jp

賛助会員

もその 家 族も取 引 先も地 域 の

㈱ 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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