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

交流・学びから
イノベーション創造を
サポートするKVBC
京都市ベンチャービジネスクラブは、
『 創造と挑戦を続ける未来派集団』。
多くの会員にはこの活動理念のもと、交流と研鑚を深める最上の場と機会を提供しています。
「技術と人材開発」
を推し進め、未来を創造する代表的企業の視察研修にも積極的です。
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しゃるのが『予算・人材・接点─この3つが
ない』です。これらを熟知した海外ビジネ
ス支援事業部G.P.S.を、ぜひともご活用い
ただきたい」と、前芝氏は力強く語ります。
G.P.S.のサポート業務は「調査活動」と
「支援活動」に大別されます。「調査」で
は、現地調査、企業リストアップ、小売価
格調査、市場調査、現地法令・規則入手。
「支援」では、海外拠点プロモ・拠点利

KVBC 5月例会

「中小企業の海外展開」

用、撮影代行、翻訳・通訳サービス、アポ
イントメント取得代行・現地同行サービス、

日時：5月16日（火）17：00〜20：30 会場：リーガロイヤルホテル京都
第1部では世界に拡大する旅行会社H.I.S.の拠点網を活用して、日本企業の海外展開
を徹底サポートするG.P.S.（グローバルプチ商社サービス）の前芝可奈氏による講演。
第2部では会員企業3社が海外展開事例を紹介。その後、懇親交流会を実施しました。

取引先紹介・販路拡大支援などを実施。
世界に拡大するH.I.S.の拠点網の徹底
活用、各国の公用語を母国語とする社
員・スタッフの対応、旅行事業で長年にわ
たり積み上げてきたノウハウと交渉力が
G.P.S.ならではの際立つ強みとなっていま

第1 部 講演会

す。ちなみに、2015年11月から2017年

H.I.S. 海外 66カ国・141都市・232拠点から見る
海外市場の動向 〜日本企業の海外展開市場獲得の秘訣〜

4月までの調査・支援案件数は459件、依

講師：H . I . S. 関西法人団体事業部

法人営業チーム G.P.S. 担当

1980年の創業以来、躍進を続ける旅

前芝可奈氏

頼対象国数は69カ国、依頼内容内訳の
内、調査業務上位は①企業リストアップ②
現地調査③小売価格調査・市場調査、
支援事業では①海外拠点プロモ・拠点利

国、2位：中国、3位：ベトナム、4位：タイ、5

用②撮影代行③翻訳・通訳サービス④取

行会社H.I.S.は、海外66カ国・141都市・

位：インドネシアとなっており、
「中国経済の

引先 紹 介・販 路 拡 大 支 援 ⑤ 現 地 同 行

232拠点を背景に、日本企業の海外展開

減速と言われている中、ASEAN諸国は

サービスです。

をサポートする事業を推進しています。そ

引き続き注目され、特にベトナムへの関心

この後、各国の

れがG.P.S.（グローバルプチ商社サービ

が高まっています。また、海外展開企業の

現 地スタッフから

ス）です。講演では、まず「海外進出企業

半数以上が輸出を行っており、その7割以

の報告に基づく市

の推移」を直近のデータ（外務省「海外

上が拡大を図りたいと考えています」と、

場動向やビジネス

進出日系企業実態調査：平成28年度版）

前芝可奈氏は指摘します。続けて中小企

の 留 意 点など 非

に基づいて提示されました。これによると

業の海外進出の理由については、国内需

常に役 立つ最 新

2006年から日系企業の海外拠点数は、

要の減少、海外需要の増加、親会社や取

情報。G.P.S.のモ

ほぼ右肩上がりで伸びており、2016年時

引先の進出要請を挙げます。また、輸出

デルプラン例とし

点で71,129拠点に達しています。国別で

準備を進める上での課題は現地の市場動

て直接該当企業に連絡を入れ、担当部

は1位：中国、2位：米国、3位：インド、4位：

向・ニーズの把握と信頼できる販売店・代

署・担当者連絡先まで調べる「海外企業

ドイツ、5位：タイ、6位：インドネシアで、業

理店の確保で、海外拠点の設置に向けた

調査プラン」、調査結果をレポート及び商

種別では1位：製造業、2位：卸売業・小売

準備については①現地の市場動向・ニー

品画像（パッケージのみ）
も合せて納品す

業で全体の31.8%を占めています。

ズの調査②現地に関する情報収集③現

る「小売価格調査プラン」、展示会に参加

地の視察（工業団地等）であると報告。

して無料配布物取得及び写真・動画撮影

次に中小企業が今後のビジネス展開に
おいて最も関心のある国・地域は1位：米

「企業のご担当の方々が異口同音におっ

も行う「現地業務代行プラン」、海外支店
のスペースを活用した各種プロモーション
を試みる「海外支店プロモーション」、効
率的な「現地視察の一括サポート」、新た
に開始した「海外赴任者サポートサービ
ス」などの概要も紹介されました。いずれ
も、海外進出に非常に役立つサービスで
あり、聴講した方々の資料を熟読する姿も
印象的でした。

2

KVBC REPORT

第 2 部 会員企業の海外展開について

高付加価値の

約2 5 年前です。ファッションの多様化、

拡大し、その年間売上は全体の約9割に

海外自動車業界へ進出

ロット数の減少、国内人件費の高騰など

達しています。販路開拓方法としては、

の要因で取引先企業が海外展開へ移行

新規開拓は主に海外展示会への出展及

ハムス株式会社
代表取締役社長 宮地康次氏
1954年の創立以来、自動ミシンの開

し、国内販売台数が年々

び出展企業へのアプロー

落ち込んだために、海外へ

チです。営業担当の海外

の転進を迫られたからです。

滞在日数は年間約160日に

発・製造を通じて縫製工程の自動化・省

「メイドイン京都」をコンセプ

も及びます。最近は付加価

力化に挑んできた企業です。卓越した職

トに設計・部品加工・組立ま

値の高い自動車業界への

人気質に裏付けられた高品質、高効率

での一貫システムにこだわ

進出を図っており、高級車

を実現する技術力で揺るぎない評価を確

り、現在、輸出国は東南ア

のカーシート、エアバックな

立しています。海外進出を開始したのは

ジアを中心に約 20カ国に

どを手掛けています。

KVBC実施の

変更）などの販売は、K V BCが実施した

にタイマッサージ店（Aree Massage

タイ視察が契機となり、同会員の㈱エクセ

Salon）
も開業しました」。また、㈱スリー

レンスと共同で試みたものです。「タイに

エースの酒販部門として設立した㈱甚松

は数多く投資優遇施策あり、JET RO（日

では奄美大島の黒糖焼酎と伏見の純米

タイ視察研修が契機
株式会社スリーエース
代表取締役

井上太市郎氏

本 貿 易 振 興 機 構）

吟醸・大吟醸を販売。海外では香港、マ

システム、アプリなどソフトウェア

の支援制度も最大

カオ、台湾、タイ、フィリピン、ベトナム、フ

の開発を始め今では多様な分野

限に活用させていた

ランス、イギリス、カナダの8カ国・地域に

への拡 大を推し進める㈱スリー

だきました。現地の

進出しています。これらの実績の多くも、

エースが起業したのは1 9 8 1 年。

新 卒 採 用や日本に

JETROの国内商談会への参加がきっか

現在、タイで展開している現地の

優秀な技術者を招く

けとなりました。この分野では「甚松」を

日系企業向け会計ソフトやリモート

ことも積極的に行っ

世界ブランドにしたいと井上太市郎氏は

メンテナンスソフト
（タイ向け仕様

ており、最近、京都

快活に微笑みます。

海外市場は無限の可能性を

メーカーとなります。川崎機械工業㈱の

外航空関連企業担当者との人的交流、

秘めている

製品はボーイング737と並ぶロングセラー

在日フランス商工会議所での企業交流、

航空機エアバスA320（総受注数が共に

GEAR LAB（米国の歯車研究機関）で

1万機以上）のエンジン部品に採用されて

の歯車研究と技術交流、JETROの活

います。「今後、間接貿易ではなく直接

用、商社との情報交換などを推進してい

川崎機械工業株式会社
営業企画部課長

今井 彰氏

1963年設立の川崎機械工業㈱が航

海外取引を実現するため

ます」。日本の法律や言葉

空機エンジン用歯車の生産を開始したの

に、弊 社では国 内 外の展

の壁など直面する壁はあり

は1 9 8 6 年。米国RUBICON GEAR社

示会出展、外国語の会社

ますが、日本のQ（品質）
・C

と2014年に業務提携し、昨年、京都航

案内及びホームページ展

（価 格）
・D（納 期）は世 界
から認められており、海外

空宇宙産業ネットワークを発足（6 社）
しま

開、外国語に対応できるス

した。現在、海外顧客（最終的な顧客）

タッフ雇用・育成を行ってい

市場は無限の可能性を秘

は航空機メーカーのエアバス社となり、機

ます。具体的な海外企業

めていると今井彰氏は熱く

体に使用されている海外航空機エンジン

へのアプローチとしては、海

語ります。

3

特 集 KVBC第33回総会 第2部

記念講演

「『カカオから世界を変える !!』
Dari Kが目指す
ソーシャル・ビジネス」
講師： Dari K株式会社 代表取締役 吉野 慶一 氏
日時：6月21日（水）16：00～17：00

会場：リーガロイヤルホテル京都

18歳からバックパックで約6 0 カ国を旅し、慶応義塾大学、京都大学大学院、
オックスフォード大学大学院で学んだ後、金融アナリストとして活躍してい
た吉野慶一氏が29 歳で起業し、挑み続ける「カカオによる世界改革」とは…。
偶然目にしたカカオの産地地図で
ソーシャル・ビジネスの着想を得る

4

内で最も長い商店街に位置しています。
慶應義塾大学経済学部、京都大学大学
院アジア・アフリカ地域研究科修士課程、

ソーシャル・イノベーションとは利益

オックスフォード大学大学院比較社会政

や効率性のみを追求するのではなく、社

策修士課程で学んだ後、投資銀行やヘッ

会的課題に対する革新的な解決法を開発

ジファンドの仕事に携わっていた金融ア

ながらカカオ農家に対する啓発活動を試

することです。京都市では、この新たな

ナリストの吉野慶一氏が29歳の時に脱

み、発酵技術を指導。さらに、発酵させた

構想に取り組む企業や個人を支援し、日

サラし、起業の契機になったのは海外の

高品質のカカオ豆を直接買い取り、彼ら

本と世界の次代を切り拓いていくため

カフェで偶然目にしたカカオの産地地図

の収入改善にも励みました。ちなみに、

に、公益財団法人京都高度技術研究所

でした。インドネシアは世界第2位のカ

インドネシアは約18,000の島々からなる

（ASTEM）内に京都市ソーシャル・イノ

カオ豆の生産地であり、第3位のガーナ

国ですが、カカオ豆の生産地域はバリ島

ベーション研究所（SILK）を開設し、
『京

とほぼ同量の生産量を誇っています。し

とフィリピンの間にあるスラウェシ島に

都市ソーシャル・イノベーション・クラス

かし、日本の国別の輸入量はガーナの

集中しています。その形は英文字の「K」

ター構想』を推進しています。「カカオを

80.6%に 対 し て イ ン ド ネ シ ア は0.3%

に似ています。また、
「Dari」はインドネ

通じて世界を変える」を企業理念に掲げ、

だったのです。不思議に思った吉野氏は

シア語で「～から」を意味します。「Dari

画期的な成果をあげているDari K（ダリ

帰国後に各メーカーの板チョコを購入

K」という社名は、ここからネーミングし

ケー）株式会社は、第1回「これからの

し、お客様問合せセンターにかたっぱし

たもので、
「スラウェシ島からカカオを通

1000年を紡ぐ企業認定」に認定されまし

から電話を入れ、
「なぜ、輸入されていな

じて世界を変える」という壮大なメッ

た。会社設立は2011年、事業内容はカカ

いのか」を訊ねます。その結果、判明し

セージが込められているのです。

オ豆/カカオマスの輸入・卸、チョコレー

たのはインドネシアでは美味しいチョコ

ト及び菓子の製造・販売などです。昨年、

レートをつくるのに不可欠な発酵という

移転した新店舗は北山から北大路までの

工程を行わずにカカオ豆を出荷していた

大宮通り約1㎞の間に、180店舗が並ぶ市

のです。現地の生産者たちは発酵のやり

農家に画期的な新提案を試み
「トリプルWin」を実現する

方を知らないだけではなく、仮に発酵さ

吉野氏の革新的な試みを象徴し、今日に

せても低品質な豆とほとんど同額でしか

繋がる成果をもたらしたのが「トリプル

買ってもらえないために、発酵作業を無

Win」の実現です。開発途上国の生産者

視していたのです。吉野氏は大きなソー

（労働者）の農作物や製品を公平な価格で

シャル・イノベーションの可能性に気づ

購入するフェアレートが注目されていま

き、早速行動を開始します。現地にはホ

す。しかし、この取組みは消費者の購入価

テルがないために、村でホームスティし

格が従来よりも高額になるにも関わらず、
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品質は従来のままであるという矛盾を含ん
でいます。そこで、Dari Kは画期的な新提
案を行います。「無条件で買い取るのでは
なく、購入価格を上げるのに値する高品質
なカカオ豆を生産すること」を前提条件と
したのです。これで現地のカカオ農家は
「高品質のカカオ豆を生産すれば、比例し
て所得が上がる」ことを実感し、納得して
生産活動を始めました。「生産者自らが勝
ち取るフェアトレード」の仕組みが継続的
に動き始めたのです。これによって①カカ
オ農家は高品質なカカオ豆の栽培技術の習
得と所得の向上が図れ、②Dari Kは恒久的
に高品質なカカオ豆を確保でき、③消費者
は高品質への対価を支払う、という「トリ
プルWin」が達成されたのです。「100%品
質に基づく価格設定の構築」です。

第1部

総

会
15：00〜15：45

第1部の総会は米田氏による司会
進行のもと、大東代表幹事の開会挨
拶で幕が上がりました。
はじめに、2016年度の事業及び収
支決算報告と、徳永会計監事による
会計監査報告が行われて承認されま

済の活性化を目指していきます。ま

した。それに引き続き、大東代表幹事

た、事業執行体制及び運営方針にお

から2017年度の事業計画案報告及び

いては、①役員会の連携を密にし、②

収支予算案が報告・提案されました。

会員のニーズに基づいた魅力ある事

今年度の基本方針として、
『交流・

業展開に努め、③KVBCの活動を広

学びからイノベーションの創造』を

く情報発信するための広報活動にに

掲げ、会員企業の新たな価値を生み

も注力します。事業運営については、

出すきっかけ作りとなる場を提供す

例会事業での会員企業及び他の団体

る例会や、チャレンジ精神あふれた

との交流を推進。研修事業では海外

チョコレートづくりは一般にクーベル

企業家との交

展開や最新技術に関するセミナーの

チュールからスタートします。これはカカ

流、女性の活躍

開催。その他、他のベンチャー・中小

オ豆を挽いてできたカカオマスにカカオバ

のための例会

企業との交流や研鑚を図る場を提供

を開催し、会員

することとなりました。その他議案

企業の成長、ひ

も全て承認され、新たな活動に期待

いては京都経

が集まる総会となりました。

ターや植物油脂を添加し、さらに砂糖も加
えた原料チョコです。これによってカカオ
本来のワイルドな酸味やナッツとしての香
ばしさが損なわれます。そこで、Dari Kは
製菓用のクーベルチュールを用いず、風味
が際立つピュアな独自製法を行っていま
す。その成果は、創業からわずか4年で世
界最大のチョコレート見本市であるパリ
のサロン・デュ・ショコラへの出展、世界
的なチョコレート品評会での受賞という
際立つ評価として結実しています。
世界第2位の生産量を誇るインドネシア
のカカオに着目し、新視点によるフェアー
トレードを創出する「トリプルWinの実
現」、
「独自製法によるピュアなチョコレー
トの提案」、さらに「カカオによる様々な事
業への新展開」などを通じて、いまDari K
は次代の社会に貢献するソーシャル・ビジ
ネスの大いなる可能性に挑み、世界が注目
する成果をあげ続けています。

第3部

懇親会
17：45〜19：30

第3部では徳永幹事が司会を務め、
大東代表幹事の開会あいさつで懇親
会が始まりました。続いて、ご来賓と
して参加いただきました上田産業観
光局長のごあいさつ、賛助会員の方々
のご紹介に移り、第2部の記念講演で

表取締役の吉野慶一氏のご紹介が行

ご講演いただいたDari K株式会社代

われました。
会場は和やかな雰囲気に包まれな
がらも、KVBCへの新たな年度への期
待を含んでの活発な交流と、
意見交換も行われた熱気有
る交流会となりました。名
刺交換も活発に行われ、多
くの参加者にとって有意義
な懇親会となりました。

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）
■ 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
■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
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いタペストリーを織り上げる。これを情報の
分野で実現したいと思ったのです」。京都
の文化や観光に関する画期的な新媒体を
創出し、地域に貢献したいと、丸山さんは
意気込みを語ります。
▶㈱クリエイティブスタジオ
ゲツクロ・作道雄氏
2014年 に ㈱ クリ

KVBC 8月例会

「ベンチャー企業ピッチコンテスト」
日時：8月8日（火）17：00〜20：30 会場：京都ホテルオークラ
今回の例会では多彩な分野で独自の発想に基づくベンチャービジネスを展開してい
る8社の企業をお招きし、その画期的なビジネスモデルをプレゼンテーションしてい
ただきました。

ツクロを設立した作
道雄さんは、大学卒
業後、KBS京都で連
続ドラマやTVCM、
企業PR映像などを
製作。本年、脚本を担当した映画『マザー
レイク』が全国公開され、脚本・監督・プロ

登壇企業: ㈱アドリンク・上治太紀氏

ecbo㈱・井坂陽氏

㈱タテヨコワークス・丸山豊氏

㈱LINK TREE・水田佳苗氏

㈱クリエイティブスタジオ
ゲツクロ・作道雄氏

㈱アールスクエア・志水龍氏

Timeage㈱・大塚壽昭氏

エイティブスタジオゲ

㈱Global Agents・山崎剛氏

デュースを兼務した映画『神さまの轍』も来
年2月頃公開予定です。「この映画はロー
ドバイクに青春を賭けた若者たちの物語で
す。本日、私は他の方々とは異なり、この映
画をプレゼンテーションするために参りまし
た。映画の舞台は京都府井手町で、オー

スマホで 通 訳「Tri Pe er」、新 地 域メ

ているという状況を捉え、新たに発想した

ルロケを敢行し、地元の方々にもご出演い

ディア創出、映画『神さまの轍』全国公

のがこのサポートシステムです。今後は観

ただきました。この作品を全国公開すること

開、Wi-Fiによる地域活性化…

光客だけでなく、ビジネス分野に向けた展

によって井手町を全国的にアピールすること

開も視野に入れています。

も実現できると考えています」。一人でも多

▶㈱タテヨコワークス・丸山豊氏

くの方々にこの映画を観て欲しい。それが

▶㈱アドリンク・上治太紀氏
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上治太紀さんは大学在学中の2 0 1 2 年

新たな電子書籍

に、大学内の学生発ベンチャーとして企業

メディアを目指して

や自治体のインバウンド対応をサポートす

丸山豊さんが㈱タ

2017年に大塚壽昭氏が代表取締役に

る㈱アドリンクを設立。今年から新サービ

テヨコワークスを設

就任したTimeAge㈱は、VRコンテンツを

スとしてスマートフォンで活用できる通訳ア

立 し た の は2016

用いてWi-Fiサービスに新たな利活用を見

プリ「TriPeer」を企画開発し、展開中で

年。
「編集の力でコ

出す会社です。現在、世界遺産の仁和寺

す。アプリをダウンロードすると、登録して

ミュニケーションを」

にフリーWi-Fi環境を整備し、そこから生ま

いる外国人や留学生、外国語に堪能な日

をキーワードに出版プロデュース、広報コ

れるCSR広告の収入の中から、文化財保

本人の一覧が表示され、この中から選択

ンサルタントを行い、これらのキャリアを起

護費用を捻出する実証実験を開始してい

した登録者の通訳や観光案内が瞬時に

点にしたまったく新しい地域メディア「京都

ます。この事例が評価され、今年３月に総

受けられるというサービスです。これまでは

P i c k s」
「京都タテヨコ」の今秋リリースを

B t o Bに向けた外

目指しています。「私が大学在学中に出

国語対応サービス

会った松岡正剛氏は、混沌としたものの中

を行ってきました

から意味のある情報を紡ぎ出す技術が編

が、近年の外国人

集だと定義されています。これを私なりに

観光客の激増に対

読み解くと、たとえば編集の「編」は糸偏

して個別に即応す

であり、ここに鍵があると考えました。繊維

るニーズが急増し

の束から必要な糸を紡ぎ出し、一枚の美し

作道さんからの熱いメッセージでした。
▶Timeage㈱・大塚壽昭氏

KVBC REPORT

▶㈱LINK TREE・水田佳苗氏

務省I C T地域活性

地の形式でお借りし、改修して旅館として

KVBCの会員で

運営します。その際地代は前払いでお支

もある水田佳苗さん

払いし、契約期間が終了した時点で、改築

「フリーW i-F i環境

は大学で地域経営

した京町家もそのまま返却するというシステ

を広告媒体とするビ

を研 究し、別 府の

ムの商品化を進めています。安全で快適

ジネス効果は、周辺

町おこしプロジェクト

な住宅としても機能するような設計ですの

の地域活性化にも

に参 加した後、米

で、運用の契約後は、オーナーの方々も受

直結し、京都でより多くの観光地に拡大さ

国留学で多様な文

け継いできた京町家を手放すことなく、現

せていきます。今後の全国展開を想定した

化に触れ、卒業後は広告代理店や外資

代の仕様にバージョンアップして使っていた

動きから、当社の売上高も更なる増収を見

マーケティング企 業に勤 務。2016年に

だけます」。さらに、このようなノウハウを蓄

込んでいます」。大塚さんは、文化財に絡

㈱ LINK TREEを設立し、新事業を展開

積し、体制を整えながら、京都以外の地域

む観光地を中心に、５年間で5 0 0 0ヶ所の

しています。具体的には小さな子どもを連

での新展開も想定しています。

CSR広告配信のためのVRコンテンツ整備

れて来日した外国人観光客（家族）に向

▶㈱Global Agents・山崎剛氏

を目指しています。

けた一棟貸しの宿の運営をされています。

化 大 賞2016奨 励
賞を受賞しました。

山崎剛さんは大

現在、京都と大阪に3軒の簡易宿泊所を

学在学中に住まい

世界初の荷物預かりプラットフォーム、

展開しています。コンセプトは「日本にある

を通じたソーシャル

外国人家族観光客向け宿、定期借地型

我が家」で、旅先でも自宅のように自炊し、

ネットワークの「場の

の町家旅館、交流型ホテル…

家 族の団 欒を楽しみ、快 適に過ごせる

創出」をコンセプト

「家族の旅」を提供するのが目的です。た

に、交流用のラウン

とえば、2 4 時間 4カ国語で即応するメール

ジを備えた新たな住

2015年 設 立 の

コンシェルジュサービスも実施しており、サ

宅形態「ソーシャルアパートメント」を発案。

e c bo ㈱では世 界

ポート体制も万全。今年9月からは地域住

翌年2005年に㈱ Global Agentsを設立

初の荷 物 預 かりプ

民が集える「京町家プロジェクト」も新た

し、次代のライフスタイルを見出し、それを

ラットフォームの構築

に立ち上げる予定です。

文化として根付かせる「文化創造企業」。

を推進しています。

▶㈱アールスクエア・志水龍氏

これを㈱ Global Agentsのミッションとし、

▶ecbo㈱・井坂陽氏

同 社 が 着目したの

10年前から京都

すでに直営 36棟 2,000戸にまで拡大して

は、大きなキャリー

の美しい街並みの

います。現在は事業を通じて培った最先

ケースを重たげに引きながら歩いている観

保 全の在り方を熟

端の「人が集まる場づくり」を飲食事業や

光客やビジネスマンです。「コインロッカーに

考してきた志水龍さ

ホテル事業に応用し、新たな成果をあげ

預けるとしても、何処にあるのか、空いてい

んは、2015年に ㈱

ています。たとえば、ホテルでは「Meet

るのか、といった問題があります。たとえば、

アールスクエアを設

Local、Feel Global」をテーマに旅行者

JR京都駅には大型のキャリーケースが入る

立し、町 家 旅 館の

が地元のモノ・コトに触れ、地元の人々が

コインロッカーは僅か200しかありません。

運営を通じて空き家問題解消と地域活性

旅行者を通じて世界を身近に感じる交流

このような状況をクリアするために私たちが

化を目指す事業を展開中です。今後のビジ

型ホテルを展開しています。今年7月には

』
考えたのが『ecbo cloak（エクボクローク）

ネス展開として「京町家の土地はオーナー

京都市内に「The Millennials」をオー

です」。まず、店舗の空きスペースをデッド

がそのまま所有し、建物を私たちが定期借

プン。ビジネスを加速されています。

スペースとして登録してもらい、これをス
マートフォンで情報発信します。利用者は
検索・予約・決済が瞬時に完結でき、その
場所に預けるだけ。保険に加入しているの
で保全も問題なし。店舗サイドは登録無料
でデッドスペースが継続的な収入源になり、
前後2度の来店機会も得られるというメリッ
トも生まれます。今年4月から京都で開始
し、続けて全国展開を予定しています。
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会

アド・アソシエイツ ㈱

企

㈱ 暁電機製作所

員

KVBC新入 会員企業 紹介

アイケークリエイト（同）

いつわ法律事務所

㈱ アラキ工務店

新入
会員

御池総合法律事務所
所属弁護士 上里 美登利

㈲ 今西鉄工所

業
一

2 0 1 7 年 5月に入会させていただきました。
私が所属する御池総合法律事務所は、京都市営地下

覧

鉄烏丸御池駅のすぐ側にあります。1 9 9 5 年の設立の
後、2 0 1 7 年 1 1月時点の所属弁護士数は1 8 名となり、

㈱ インヘリット
㈱ エクザム
エクセレンス ㈱
㈲ エスアールフードプロデュース
㈱ エスポワール
㈱ エム・アイ・ケー
御池総合法律事務所
所属弁護士 上里美登利

京都では大規模な法律事務所となりました。そのため、
各部門において、専門的な法分野に及ぶ企業法務か

㈱ カスタネット

ら個人の方の身近な法律問題まで、幅広

DATA

く対応させていただいております。

御池総合法律事務所

㈲ 京都旅企画

所属弁護士

㈱ 京都はんなり本舗

私自身は、近時は主に企業法務に携わっ

川崎機械工業 ㈱
上里 美登利

住 所 京都市中京区烏丸御池東入
アーバネックス御池ビル
東館６階
電 話 075-222-0011
U R L http://www.oike-law.gr.jp/

ております。また、女性弁護士という属性
に基づく仕事をさせていただくこともありま
す。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

㈱クロスボーダース
㈱グローバルエステート
KT 合同会社
弘希総合法律事務所
㈲ 最善

新入
会員

㈱ サカノシタ

アイケークリエイト合同会社

サムコ ㈱
シスポート㈱

価値があるのに伝わっていない「ヒト・モノ・コト」を、わ

㈱ スリーエース
㈲ セクレタリアット

かりやすく言語化して世の中に発信するお手伝いをして

㈱ ゼロワン

います。取材によるファクト
（事実）収集をベースとした、

大洋エレックス ㈱

構成とストーリーにこだわったコンテンツ制作で、企業の

大東寝具工業 ㈱

ブランディングや販促ツールの制作をサポート。企画から

㈱ 田中プリント

原稿作成・デザイン・撮影・進行管理などをワンストップで

税理士法人 T・Yパートナーズ

ご提供できるため、起業間もない方や初

DATA

㈱ テクノクリエイト

めて販促ツールを制作する方でも安心で

アイケークリエイト合同会社

㈱とめ研究所

代表社員 清久 似水

中沼アートスクリーン ㈱

住 所 京都市下京区烏丸通
仏光寺下ル大政所町680-1
第八長谷ビル2F
電 話 090-2526-1197
U R L http://ik-create.jp

㈱ ナンバ設計事務所

す。取 材 経 験 豊 富なコンテンツプラン
ナー・コピーライターがお話を伺いますの
で、お気軽にご相談ください。

㈱ 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 ㈱

会員企業 株式会社アラキ工務店様が
た！
「これからの1000年を紡ぐ企業」に認定されまし
株式会社アラキ工務店
事業内容：
建築業（主に京町家など、戦前に伝統木工法で建てられた木造住宅の改修）
社会課題への貢献：
歴史的な町並みや京町家等の保全に取り組み、伝統的な大工技術を身に
つけるために、社内で職人を育成しています。
URL： http://www.kyoto-araki.jp/

伏見総合法律事務所
㈲ブルーム
前川健司税理士事務所
Medico-tec ㈱
武藤社会保険労務士事務所
優 司法書士法人
LINKTREE ㈱
Renbird ㈱

代表取締役
荒木 勇

ひとことコメント
日本の伝統と文化を受け継ぐために、当
社がすすめてきた事業を評価いただき、
感謝しています。これからも、構造改修を
推し進め、100年以上住み続けられる町
家を1軒でも増やしたいと願っています。

㈱ ログレス貿易

賛助会員

※認定制度の説明
京都市と（公財）京都高度技術研究所（京都市ソーシャルイ
ノベーション研究所）が実施する，社会的課題をビジネス
で解決したり、社会的課題を生まない新しい商品やサービ
ス、あるいはシステムを生み出そうとする、ソーシャルイノ
ベーションに取り組む企業を認定する制度。この認定制度
を通じて、京都に社会的企業や組織、関心のある人々が集
い、自立し、担い合う、そんな社会基盤を創り上げていくこ
とを目指します。

㈱ファーマサイエンス

㈱ 和光舎
㈱ 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 ㈱
有限責任監査法人トーマツ京都事務所
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