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

KVBCの
新たなネットワークで
新たな価値を創造
京都市ベンチャービジネスクラブは、地域を超えた、多くの企業との
出会いと交流の場を創りだしています。参加企業のマーケット拡大に向けた
新たなチャンス創りと、京都を超えた連携拡大と強化を目指しています。
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仙台視察
2015 年 3月 5日(木)〜7日（土）

産業振興も、震災復興も。
産学連携 で乗り越える仙台の底力。
3月の定例会は、東北大震災から丸4年の復興の途にある、宮城県仙台市と石巻市視

業支援機関とも協力して「中小企業支援合

察の旅となりました。東北経済の中心地である仙台市。大学等多くの高等教育機関を

同相談窓口」を開設。
「経営者の皆様は、

有することから「学都」と呼ばれる一方で、他県に本店を持つ支店の割合が高く、外部

震災発生から日数をかけずに会社の存続

依存型の経済構造が弱みとされていました。そのため、蓄積された知的資源をいかに

を決断される方が多く、震災対応のための

地域の産業へ還元し、発展させていくか。それを真剣に突き詰めた結果が行政主導の

資金繰りや復旧・再開にむけての借入や、

産学連携の取り組みとなり、仙台だけに留まらない産業振興、新産業創出の原動力と

雇用継続・休業に伴う助成金制度の相談な

なったといいます。弱点を強みにする発想の切り替えが、地域の活性化へ繋がる。同

どが特に多かった」といいます。そんな

じ「学都」としての京都も多くの学ぶべき点が有りました。更に、視察最終日には多く

中、事業再開で直面したのが、取引先が他

の死者・行方不明者を出した石巻市を訪ね、
「語り部」から被災地の現実と教訓を直接

地域の同業他社に取って代わられるとい

聞く場も設け、地域情報の大切さを痛感する例会ともなりました。

う厳しい現実。早急な販路の開拓に「最初
に手を差し伸べてくださったのが京都市

経営者にとっての震災と復興支援の道のり
伊丹空港から1時間15分。降り立った
仙台空港は「東北の空の玄関口」にふさわ

は、かろうじてがれきが片付いた状況の

さん」だった。平成23年12月8日に開催さ

場所も多数あります。
」と、事業団課長の

れた『東日本大震災復興支援特別企画～手

関 憲二郎氏のショッキングな現状報告か

を繋ごう、杜の都と京の都～』と題された

ら始まりました。

京都リサーチパークでのイベントは、仙台

しく、堂々とした姿で我々一行を迎えてく

仙台市域の中小企業を中心に経営革新

市域の中小企業と京都の企業や大学関係

れました。4年前の地震と津波による空港

や産学連携の支援等を行う同事業団では、

者とのマッチングなどで一定の成果を上

水没被害にもかかわらず、1ヵ月後には復

震災発生当日の11日に、
「東日本大震災・

旧第一便、6ヵ月後には国際線定期便が運

災害対策本部」を設置。甚大な被害状況

航を再開。市内まで電車で最速17分とい

が明らかになった一週間後には、より広

う抜群のアクセスも、東北の大動脈として

範で多角的な支援が必要と、他の中小企

果たす役割の大きさを物語っています。
最初に訪れた公益財団法人 仙台市産業
振興事業団では、
「仙台空港から電車で市
内へ入ると震災の爪痕はほとんど感じら
れませんが、車だとよく分かり、津波の防
波堤となった仙台バイパスの東（海）側
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産業振興事業団
の方々から手厚く
出迎えられました

産業振興事業団課長 関氏による
復興支援等の説明

げ、その結果、翌年以降、連携都市を増加
し、平成26年には8都市での開催となる。
民間企業出身のスタッフが自身の知見や
ネットワークを活用して対応するなど、
柔軟なサービスが多くの実りに繋がって
おり、また、震災後、取引条件にBCP（事
業継続計画）の有無が重要なポイントに
加わったケースが増えたといいます。自

仙台フィンランド健康福祉センター
「研究開発館
（左）」と「特別養護老人ホーム（上）」の見学

然災害等に遭遇したときの事業継続の方
法を予め決めておくものですが、被災地
において語られる言葉には説得力もあり、
身が引き締まる機会ともなりました。
産学連携が育む地域振興と東北復興の芽
続いて、中小企業とのコラボレーショ

んだい』
」等の具体的な産学連携の姿は、

どの福祉施設に活路を見出し、高齢者の

大学の街・京都を拠点とする我々にとっ

レクリエーションに貢献。今や全国的な

て興味深いものでした。

需要があるというお話は、新規開拓とい
う当初の目的が思わぬ副産物をもたらす

ンで数々のヒット商品を生み出されてい

具体例として刺激的でした。

る、東北大学大学院工学研究科教授・堀切

2日目は、福祉国家のフィンランドと仙

川一男先生の「仙台堀切川モデル」と呼ば

台市の共同プロジェクト拠点である「仙

れる独自の産学連携の取り組みについて

台フィンランド健康福祉センター」を訪

ご講演をいただきました。

問。こちらは企業・大学との提携で高齢者

最終日は、伊達政宗公や松尾芭蕉らを

「巨大な基幹産業が国を支える時代は終

の自立をサポートする社会環境構築を

魅了した日本三景・松島へ。松島湾に浮か

わり、これからは小回りのきく中小企業

テーマに、ITを活用した健康福祉サービ

ぶ250余りの島々に守られるように、奇

が技術とアイデアを結集して、小さな新

スや、健康福祉機器の開発を支援してい

跡的に壊滅を免れた絶景。ただ、漁船や

産業をいくつも生み出していく時代」と

ます。そこには、フィンランド共和国と

民宿、民家などは多くが津波の被害を受

いいます。その時こそ産学連携が大きな

仙台地域が連携して健康福祉分野の事業

け、漁業や観光業への打撃は計り知れな

力を発揮し、地域経済を支える重要な要

開発を行う『研究開発館』と、実践の場で

いものがあるという。石巻市の視察では、

素を担うこととなります。
「震災以降の仙

ある『特別養護老人ホーム』があり、この

4年という月日が、被災地でどのように流

台市において、それらの事例が顕著に現

研究開発と実践の場をそろえた環境が大

れたのか。道路や住宅というハード面は

実化された」といいます。今後も、地域振

変ユニークな産学官連携のプロジェクト

少しずつ改善されているものの、生活や

興と復興には欠くことのできない重要な

となるわけです。
「福祉関連だけでなく、

心の支援といったソフト面はまだまだこ

要素になることと考えられます。大学関

高齢者の『生活の質』を高める事業の活性

れからという印象で、来て、見て、感じ

係者の「困った時にはいつでも相談をと、

化で、仙台から直接世界への扉を開く場

て、学んで、応援する「復興ツーリズム」

押しかける『ご用聞き型企業訪問』
」と、

所にしたい」と同センター推進室室長の

も歓迎されている。観光も立派な支援の

「大学の研究者と企業の技術者が定期的に

畠山和敏さん。震災後、取引先を失った

一つと肝に銘じて、3日間の東北視察は終

顔を合わせるサロン式セミナー
『寺子屋せ

ゲーム機レンタル会社がデイサービスな

わりました。

観光も被災地支援の大きな力

仙台フィンランド健康
福祉センターについて
の説 明をする推 進 室
室長の畠山氏

東北大学大学院工学
研究科教授・堀切川
一男先生の講演
仙台フィンランド健康福祉センターにて畠山氏と一緒に
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第3回

会員交流サロン
日時：1月 20日（火）18：30~21：00
会場：ホテルグランヴィア京都 5 階
「古今の間」

毎回ご好評を得ている「会員交流サロン」。例月通り、今回も
4名のご講演をいただきました。要介護、協業ビジネス、新
たなコミュニケーションツール等、ベンチャー企業としての
取り組みについてご講演いただきました。更に今回の最終講
演は賛助会員の京都中央信用金庫様から海外ビジネス参入企
業へのサポート強化策も聞け、頼もしい限りでした。

ブランディング を通じて
京都に新たなマーケットの場を
アド・アソシエイツ株式会社
代表取締役 西村吉郎 氏
「京都には、技術があるのにマーケット

ションを行っていくことを狙っています。

有形資産だけでなく、ブランドや特許と

これまでに京都市の外郭団体や各種財団、

いった無形の知的財産への評価が企業価

病院、専門学校を紹介するパンフレット

値を大きく左右します。まずは、
「中小企

や企業の社史、更には寺院の宣伝物など

業の良き相談相手になること」。そして、

を手がけてきました。今後は「海外に進出

顧客の思いを明確な形にする企画を考え、

する企業への支援を、翻訳を通じて果た

映像や写真、文章などで表現し、プロモー

していきたい」と、知古の協力を仰ぎなが

がない」。そんな現実を憂慮し、企業のブ

ら描く次なるビジョンも具体的です。ネ

ランド戦略や広報宣伝活動を手助けする

イティブ翻訳だからこそ可能な質の高い

ことで、ふるさとのさらなる発展に貢献

文章、コンテンツとしての満足度を高め

したい。そんな思いから2009年（平成21

る美しい映像、紙や映像と複合媒体での

年）、西村吉郎さんはアド・アソシエイツ

スムーズなプロモーション…。「ウェブは

を開設しました。最大の武器は、26年間

手段」と認識した上で、言葉とデザインの

にわたるサラリーマン生活の中で培った

相乗効果を高め、情報発信力を強化して

デザインや印刷の営業、海外調査、電子事

いく戦略は、海外進出を考えている企業

業などの豊富な知識と経験、そして内と

や、海外からの集客を望む企業にとって

外という異なる視座から京都を見晴るか

の心強い存在ともなりそうです。

世の中をより健康な場所へ
「足」から描く夢ふたつ
有限会社フットクリエイト
代表取締役 櫻井寿美 氏

やアーチを正しく支えるオーダーイン

と、大学などと連携した健康寿命を延ばす

ソールの提案、
「歩行のための道具」とい

ための研究所の立ち上げです」。足にトラ

う観点で揃えたこだわりシューズの販売

ブルを抱えた人だけでなく、すべての人が

です。丁寧なカウンセリングを元に、そ

今後、避けて通れない介護と高齢化の問題

の人に合った歩き方や足の体操など個別

を、
「足元」から支えていきたい。社会を

のメニューを提案し、
「自分の足について

より健康な場所へと変えていく試みへ、新
たな一歩を踏み出そうとしています。

「靴を売っているけれど、靴屋と思った

知る」ことと「足と靴の正しい知識を得」

ことはありません」
。2015年２月に創業

てもらうことを使命と考えています。カ

20周年を迎えるフットクリエイト代表の

ウンセリングは１日に３～４名程度。そ

櫻井寿美さんはそう話します。自身の足

れゆえに、オーダーメイドのケアが可能

トラブルをきっかけに、快適に歩けるこ

となる環境が整えられていったことが窺

とが人間にとってどれほど大切なことか

えます。より多くの人に売ることより

を痛感。経営と並行して「足と靴と健康」

も、より多くの人がスムーズに歩けるこ

についての研究活動にも携わるように

とを願う — 。20年という歳月を支えて

なっていきました。事業の柱は三つ。ウ

きた理念に、節目を迎える今年、２つの

オノメや巻き爪矯正、リフレクソロジー

大きな夢が加わりました。

といったトータルフットケア、足の骨格
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いしぶみ

他社とまだ見ぬ地平へ挑む
協業ビジネスの可能性
システムプロデュース株式会社
商品企画開発・営業 係長 桂田佳代子 氏
IT企業の先駆けとして1969年（昭和

上もの石 碑のデーターを把握・整理し、

が進行中です。公的機関や大学、商店街

観光用のアプリとして提供する「京なか

や地元企業との連携も視野に入れなが

GOZAN」
。同社を含む、京都の中小IT

ら、さらに付加価値を高め、最終的には

企業３社が共同でサービス運営にあ

広告収入を目指す。行政データーを二次

たっています。昨年は京都国際漫画アニ

活用した新しいビジネスが、明確な形を

メフェアの公式キャラクターとのコラ

もって立ち現れようとしています。

ボも実現。次は京都市交通局とのコラボ

「中小企業の場合、新しいことを始め

44年）に創業されたシステムプロデュー

た く て も ヒ ト・モ ノ・カ ネ と い っ た リ

ス株式会社。31年以上、一貫して手がけ

ソースが整わず、断念してしまうことが

てきた物流管理システムの構築は会社

多い。そんな中で、他社と協力して一歩

の屋台骨であり、他社に負けない強みで

前へ進む“協業”は、メリットもデメリッ

あると桂田さんは胸を張ります。ただ、

トもありますが、それでも意味があるの

大手ITベンダーの下請けとして社員を

ではないかと感じています」
。大切なの

派遣する業界のシステムに疑問と危機

は「各社の強みを生かし合うことです」
。

感を抱き、現状からの脱却を図る一つの

1+1=2だけに留まらない協業の可能性

試みとして、協業事業への参加を決めま

を桂田さんは強く訴えていました。

した。例えば京都市が保有する1400以

アジアデスク を設置し、
海外ビジネスへの支援を強化
京都中央信用金庫
営業推進第一部営業開発課事業融資開拓チーム
業務役 小此木洋一 氏

木洋一業務役が報告されました。
「人民元立ての送金業務であったり、

界第一位の市場はしばらくは揺るがない
だろうとの見解を示されました。ただ、

預金等も可能になり、実際にご融資の実

円安の定着もあり、コスト削減を理由に

績もございます」
。2014年（平成26年）

した海外進出に関してはメリットが薄れ

には、中国交通銀行、中国工商銀行との

てきたとも指摘。
「広い視野をもたれて、

提携も続けて実現し、日本円での融資

勝負所を見極めた上でのダイナミックな

も、現地通貨での資金調達も、顧客の要

投資が大切」と結ばれました。

2012年（平成24年）
、証券国際部の中

望に合わせて対応できる地場が整いまし

にアジアデスクを設置し、顧客の海外進

た。脅威の二桁成長を続けてきた中国の

出や提携先の紹介、そして現地情報の提

GDP成長率は、2012年以降は７％台に

供について、相談・サポートする体制を

落ち着いているものの、経済自体は成長

整えた京都中央信用金庫。2013年（平成

を続けており、中期的に優良事業展開先

25年）には、中国国内で一万以上の拠点

国・地域においてはまだまだベストファ

を持ち、幅広い金融サービスを提供する

イブに入っているようです。特に中国に

中国銀行（Bank of Chaina）と人民元の

おける自動車市場の成長は著しく、2013

業務提携を行い、中国向け事業に対する

年から２年連続で2000万台市場を維持。

支援体制がさらに厚くなったことを小此

広大な国土と莫大な人口を考えると、世
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まず、
「新幹線」。０系の前頭部の成形
は卓越した技量を持つ職人が担っていま
す。もちろん、これ以外にも高度な先端技
術の集積が弛まず行われており、システム
全体を定常的に支える「人間の組織」もあ
ります。運行の度に「掃除」を実施してい
るのは、おそらく新幹線など日本の鉄道だけ
です。「ユーザーの立場を慮る工夫と高度
な技術」では蚊の針から発想した「痛くな
い注射針」、用いる人の立場から開発した

KVBC 4月例会：オープンセミナー

テーマ「ものづくり日本の知恵」
講師：髙田 公理 氏（武庫川女子大学名誉教授）
日時：4月21日（火）18：30~20：00

会場：メルパルク京都

旅行・観光、食・嗜好品・睡眠の各文化に造詣が深く、初生雛人工孵化業や飲食店経
営など多彩な経歴をお持ちの武庫川女子大学名誉教授・髙田公理氏を講師にお招き
してオープンセミナーを開催しました。

歯」、東大阪の超高度な「金型産業」を提
示。「京都独自のものづくりの伝統」では西
陣織、京友禅、京焼、京漆器、和菓子、伏
見の清酒、神鏡を採り上げ、その際立つ伝
統の技に附言。たとえば、神鏡の非常に精
緻な平面を生み出す技術が最新のCDや
DVDに活かされていると指摘します。

日本の伝統技術が秘める先端性
その根幹に緻密・丁寧・求道の精神

「ものづくり」の世界の最上位は

⑤在庫のムダ⑥動作のムダ⑦不良を作るム

次に日本の技術力（匠の技）
、独自のもの

現在も日本の企業が占めている

ダです。これらの起点となっているのが、す

づくりの源流と背景を考察。そこには「緻

でに「世界語」となっている「カンバン方

密・丁寧・求道」などの精神が根幹にあり、

毎年、発表される「世界のブランド価値

式」と「カイゼン」です。日本人特有の精

これれらの伝統技術には先端性が秘められ

トップ100」
（MillwardBrown:英 国）の

神・文化が育んだ時代を牽引する「世界に

ていると明言します。その事例として聖徳

データを読み解くことからセミナーは始まりま

誇るべき技術力（匠の技）
」、
「独自のものづ

太子の時代に設立された社寺の建設会社

した。直近の世界一企業はGoogleで、以

くり
・サービス」の事例としてトヨタ自動車の

である金剛組、たたら製鉄の技術を受け継

下25位まではITやサービス関連企業で占

他に「50年間無事故の新幹線総合システ

ぐ日立金属、火箸で知られる姫路の甲冑

められており、26位にトヨタ自動車が挙げら

ム」、
「ユーザーの立場を慮る工夫と高度な

師・明珍家などを挙げます。また、日本文化

れています。そのブランド価値は29,598

技術」を研究開発している企業、
「京都独

の「縮み志向」はトランジスタラジオ、ウォー

百万ドル≒3兆円。つまり、
「ものづくり」の

自のものづくりの伝統」を継承する分野・企

クマンなどを創出し、一世を風靡しましたが、

最上位は日本の企業なのです。この調査は

業にも話が及びました。

これをさらに極めたのがスティーブ・ジョブス

世界のトレンドを把握する上で非常に役立
ち、興味深いと髙田公理氏は注目していま
す。ちなみに、10年前はマールボロ、４～５
年前はコカ・コーラがトップでした。
トヨタ自動車が「ものづくり」において徹
底的に追求しているのが「ムダ」を省く努力
です。具体的には「付加価値を高めない
各種の現象や結果」を排除することです。
そのためにトヨタ自動車では7つの項目を掲
げています。①作り過ぎのムダ②手持ちの
ムダ③運搬のムダ④加工そのもののムダ

6

「義手・義足・人工乳房」や「柔らかな義

KVBC REPORT

だと髙田氏は考えています。彼は日本の禅
などからこの発想を自らのものにしたので
す。この「縮みの志向」は日本に特徴的
で、たとえば江戸時代の旅行用の枕には寝
る前に商いの計算ができるように小さな算盤
が仕込まれていました。墨壺は現在の携帯
できる小型ワープロに近い。柿渋を塗った
紙にメモして宿に戻ってから清書した後は
サッと雑巾で拭きとる。こうすれば何度でも
使えるのです。紙・木・漆などの天然素材に
着目し、積極的に活用したのも日本です。
衣食住のあらゆる分野で巧みに用いられて
おり、ミウラ折は人工衛星のパネルにも生か

「駅弁」であるという考察にも深く納得させ

照宮vs桂離宮」などに象徴される相互に対

され、紙管の先端建築も世界で脚光を浴び

られました。そこに極められた日本的なコス

立的な美意識が日本固有の美感の源泉に

ています。さらに、伊勢神宮の式年遷宮に

モロジーは①美しい造形②欲深い機能③

なったと論じられ、
「伝統と革新」の精神も日

象徴される「常若」という神道の思想も、も

創造を誘う装置④確かな原型⑤多様の統

本ならではのものであると提示されました。

のづくり技術の伝承に大きく貢献していま

一⑥摂取不捨⑦楽しみの開発⑧臨機応変

す。伊勢神宮は単に神宮であるだけでな

⑨無駄のない文化⑩親切の極意です。

く、神田・畑・塩田・漁業などを総合的に備え

明治維新を迎えた日本は欧米の文明か
から著しく遅れをとっていることに驚愕し、
「近代化」に邁進。富国強兵を試みます。

ており、これは「日本文明のライブミュージア

日本の4つの「知恵の背景」も

しかし、その過程でも「三竦（三すくみ）
」と

ム」であると髙田氏は言及します。

独自のものづくりを支え続けてきた

いった独自の安定要因を堅持します。欧米

「人を楽しませる工夫の創出」でも日本は

は勝つか負けるかの「二者択一」の発想

突出しており、その象徴として髙田氏は世

日本のものづくりを支える「知恵の背景」

であるのに対して日本ではジャンケンに見ら

界無形文化遺産に登録された「和食」を

についても独自の視点から論じられました。

れるように「力の分立」を是とします。社会

採り上げ、その特徴を10項目に整理してい

①風土と宗教観②長い平和③重層的な美

的には権力・権威・財力の分散です。たと

ます。①主食の米飯②一汁三菜のおかず

意識④伝統と革新という４つの切り口です。

えば、米国ではディベートが注視されます。

③独自の「だし」と万能調味料「醤油」④

まず、
「風土と宗教観」。日本列島を３つの

相手を論破することが重視されるわけです

多彩な食材⑤「ハレの行事」に関連して発

異なる鳥瞰映像で捉えると、そこに三重構

が、これに対峙するのが日本の座談会で

達⑥「食卓調味」と「口内調味」の楽しみ

造 が 現 れます。3000mでは「縄 文 的 森

す。あえて結論を急がず、曖昧さを残す。

⑧外来の食文化の摂取と再編成⑨庶民大

林」、1000mでは「弥 生 的 稲 作 農 村 世

近年、注目のロボットにおいても、欧米では

衆からの広がり⑩見た目の美しさと香りを味

界」、300mでは「近代の都市世界」を見

「人間の機械化」が進む中で日本は「アシ

わうです。このような特徴を際立たせ、究極

出すことができるという指摘です。また、複

モ」や「米朝ロボット」、
「石黒浩のアンドロ

の在り方を具現化したのが「田」の字型の

雑な地形と気候が豊かな物産を生み出し、

イド」などが端的に示すように「機械の人

松花堂弁当や全国で3000種類にも及ぶ

あらゆるものに魂が宿るアニミズム
（多神教

間化」が追求されています。石黒氏の研

の世界）を創出。これが、ものと他者への尊

究のテーマは「人間とは何か」であり、ロ

敬の源となり、容赦のない多様な自然災害

ボットを通じて人間を探求しているのです。

が日本人の強靭な精神力を育んだと論考さ

最後にこれからの日本が目指すべき方向を

れました。次に「長い平 和」。平 安 時 代

次のように要約されました。
「多様な意味あ

（794〜1192≒400年）と江戸時代（1603

る伝統の継承と革新。
『異質なるもの』の

〜1868≒260年）の非常に長い平和な時

受容への積極性と寛容、その日本的な再

代が日本のものづくりに大きく役立ち、また必

編成。取捨択一を前提にした世界に開か

要不可欠であったと考えています。「重層

れた新たな『鎖国』の試み。自然と他者へ

的な美意識」では死と破壊の戦国時代が

のrespect」です。質疑応答も予定時間

「わび・さびの文 化」を培い、
「縄 文vs弥

を越えて行われ、非常に充実したオープン

生」、
「尾形光琳vs長谷川等伯」、
「日光東

セミナーになりました。
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【出展された会員企業】

ました。ＫＶＢＣでは、４小間分の広さのブースに会員企業１３社

等を展 示・紹 介しました。

に、K V B Cを紹 介 する好
機となりました。

事

務

局

か

ら

の

お

知

ら

覧

来場いただいた多数の方
に、各企業をP Rするととも

一

の商品、パンフレット、模型

業

が出展し、各企業一押し

企

市会館）において「京都ビジネス交流フェア２０１５」が開催され

員

㈱暁電機製作所
㈱アラキ工務店
エイジシステム㈱
㈱カスタネット
㈱京都はんなり本舗
㈱ケルク電子システム
システムプロデュース㈱
大東寝具工業㈱
㈱テクノクリエイト
ハムス㈱
バンテック㈱
㈲フットクリエイト
㈱和光舎

２月１８日（水）
・１９日（木）、パルスプラザ京都（京都府総合見本

会

京都ビジネス交流フェア 2 0 1 5

せ

総会についての御案内
●日

時／ 2015年６月２４日
（水）

●

場

所／ ホテルグランヴィア京都

●

内

容／ 第1部 総会
第1号議案「2014度事業報告・収支決算報告・監査報告」
第2号議案「2015年度事業計画
（案）
・収支予算
（案）」
第2部 記念講演
講演者：竹内 弘一 氏
（KBS京都 報道局 キャスター）
第3部

交流懇親会

例会についての御案内
次回の例会は７月です。詳細は後日ホームページでお知らせします。
●日

時／ 2015年7月14日
（火）

内

容／ 第４回 会員交流サロン

●

竹内 弘一 氏

会員からのお知らせ

株式会社総合システムサービスは、2015年 4 月 1 日をもちまして、
株式会社DTS WESTとの会社合併にともない、
社名を「株式会社DTS WEST」と変更いたしましたのでお知らせいたします。
代表取締役社長

安達 継巳

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
㈱ カスタネット
㈱ 京都エス･ アール
㈲ 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
㈱ 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
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
㈱ DTS WEST
㈱ 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
ハムス ㈱
林運輸 ㈱
バンテック ㈱
㈲ フットクリエイト
㈲ ブルーム
前川健司税理士事務所
㈱ 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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