ごあいさつ
京都市ベンチャービジネスクラブ
設立30周年を迎えて

京都市ベンチャービジネスクラブ
代表幹事

大東 利幸

1985年にスタートした京都

テージを築こう Create New Stage!」という活動方針のも

市ベンチャービジネスクラブ

と、会員企業同士のより深い交流、そして他地域の企業家や

（KVBC）が設立30年という節目を迎えることとなりました。

機関の方々との交流を通じて、KVBC会員企業の方々の共通

会員企業の方々は勿論のこと、行政の方々、とりわけ京都市

ビジョンである顧客の創造に繋がるような事業を展開してい

の皆さま方による多大なご支援があったればこそと、KVBC

ます。これは、京都市産業観光局をはじめ、京都市の産業支

を代表し、心より感謝申し上げます。また、このような大切

援機関の皆さまと関係各位の絶大なるご支援があってこその

な周年の節目に、代表幹事というお役を拝命させていただい

成果です。実際に、交流から生れた会員企業の新しい製品と

ている中、相応しい行動が伴っているものではございません

サービスは新たな顧客の創造に繋がるという実例が生れてき

が、ご関係の皆さまに絶大なるご支援を賜り、この記念すべ

ています。海外事業展開に繋がったメンバーもおられます。

き日を迎えることが出来ました。あらためて、お礼を申し上

KVBC誕生の時代と現在を比較するとき、その経営環境の

げます。

変化は凄まじいものです。しかし30年間にわたるKVBCの

尊敬する歴代の代表幹事、そして役員の皆さま方は、節

実績を、今後も「Shake Hands Tomorrow」
（創造、交流、成

目のイベントを立派に成功へと導き、会員企業の皆さまと

長）を合言葉に、京都の更なる産業活性にお役に立てるよう

KVBCの更なる成長に寄与して来られました。私も役員の皆

に努力してまいりたく思います。今後とも、どうか皆さま方

さんと共に、先人の歩みにあやかるべく、本年は、
「新たなス

のご支援を心よりお願い申し上げます。

設立30周年を祝して
京都市長
「自分の信念に基づき、本物の

現在、人口減少や東京一極集中が大きな問題となる中、

技術さえ磨き続けていれば、い

国を挙げて地方創生の取組が進められています。本市でも

つかは必要とされます。重要なのは、正しい信念を持ち続

本年9月に「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦

けることです」。本年7月に亡くなられた学生ベンチャーの

略を市民ぐるみで策定しました。これを今後着実に進めて

草分け、堀場雅夫さんはそう語っておられました。

いくうえで、ベンチャー企業が数多く生まれ、育ち、また

京都市ベンチャービジネスクラブの皆様は、独自のアイ

産学公連携が活発になされているという都市特性は大変大

デアから新たな技術や価値を創造し、社会を変革するとい

きな力になると考えています。皆様をはじめ多くの皆様と

う確固たる信念の下、企業経営に関するセミナーの開催や

共に全力で取り組み、京都から全国のモデルとなるような

国内外の企業・大学との技術交流、会員相互の情報交換な

先進事例を発信してまいりたいと存じます。どうぞ力強い

どの幅広い御活動を通じて、会員企業の成長、さらには京

御支援、御協力をお願い申し上げます。

都におけるベンチャービジネスの振興に多大の御貢献を重

結びに、京都市ベンチャービジネスクラブがこの度の節

ねてこられました。大東利幸代表幹事をはじめ、歴代役員

目を契機に会員相互の結束をより一層強められ、これから

並びに会員の皆様に深く敬意を表しますとともに、この度

40周年、50周年、更にその先の未来へとますますの発展

のクラブ設立30周年を心からお慶び申し上げます。

を遂げられますことを心から祈念いたします。
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メッセージ
株式会社 京都銀行

代表取締役頭取

土井 伸宏

このたびは、記念すべき設立30周年を迎えられましたことを心よりお慶び申し上げます。1985年
の結成以来、新たな事業に取り組む地域企業の成長と発展に尽力され、多大なる功績を収めてこられ
ましたことは、大東代表幹事様をはじめ皆様のご精励の賜物と深甚なる敬意を表する次第です。これ
までの経験と実績を活かし、京都が生み出す独自技術や独創的アイデアを世界へ発信するなど、産業
振興の推進力としてなお一層の躍進を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

京都信用金庫

理事長

増田 寿幸

設立30周年、誠におめでとうございます。京都は伝統の町でありながら、時代の先端を走る
企業をも生み育てる土壌と気風にあふれた町です。貴クラブは、新進気鋭のベンチャービジネス
経営者が互いに交流し、切磋琢磨する場を提供することで、それぞれのベンチャー企業の発展
に寄与され、地域経済の活性化に貢献なさっています。これからも、ゆたかな地域社会の創生
に、その牽引者としてより一層のご活躍を祈念申し上げます。

京都中央信用金庫
4

理事長

白波瀬 誠

このたび、
「京都市ベンチャービジネスクラブ」設立 3 0 周年を迎えられるにあたり、心から
お祝い申し上げるとともに、更なるご発展を遂げられますよう祈念いたします。京都市経済の
発展のためには会員の皆さまの独自の技術や、新しい発想に基づくサービスや事業の展開が
不可欠です。当金庫は地域金融機関として、金融サービスを通じて会員の皆さまのお役に立つ
ことができるよう、更なる支援体制の強化に努めて参ります。

京都リサーチパーク株式会社

代表取締役社長

松尾 一哉

京都市ベンチャービジネスクラブ（KVBC）の設立 3 0 周年を心からお喜び申し上げます。
京都リサーチパーク（KRP）の創設に当たり、故 堀場雅夫顧問をはじめ、KVBCの皆様には、
京都のベンチャースピリットやリサーチパークに必要な機能などについてご指導いただき、
感謝しております。この節目を契機に、KVBCからより多くの企業が世界に向かって飛躍して
いかれることを期待し、今後益々のご繁栄と会員皆様のご健勝ご活躍を心より祈念いたします。

有限責任監査法人 トーマツ京都事務所

パートナー

中山 聡

この度は設立30周年を迎えられましたこと、心よりお喜び申し上げます。貴クラブにおける活発な活動を
通じ、世界に誇るベンチャー企業を多数輩出してきた京都の系譜が今後とも更新されていくことを願っており
ます。弊法人グループ内にはトーマツベンチャーサポート㈱があり、全国2,000社を超えるベンチャー企業
様とのリレーションの中で蓄積したノウハウに基き、貴クラブ活動のお手伝いをしてまいりたいと存じます。
京都市ベンチャービジネスクラブの益々の隆盛と会員企業の皆様の更なる発展と飛躍を祈念致します。』

京都市ベンチャービジネスクラブ
年

月

日

1985年 8月7日

1986年 1月26日
7月12日
10月
1987年 5月2日〜10日

30 年の主な歩み

出来事

月

2000年 6月13日

第1回海外交流研究会「台湾との技術交流」

2001年 8月29日

共同求人セミナー
「ベンチャービジネスおもしろゼミナール」
第1回企業名鑑発行
海外研修「米国UCSC交流団」
第2代代表幹事に辻 理氏が就任（第3回総会）

10月8日〜11日

海外研修「台湾ハイテクノロジー視察団」

10月10日

機関紙「SHAKE HANDS Letter」創刊

4月23日

年

設立総会
初代代表幹事に岩崎 博治氏が就任
記念講演「京都ベンチャーへの提言」
㈱生産開発科学研所専務理事 大門 博氏

6月6日

1988年 1月22日

1月例会・新春講演会「新成長時代に対応するために」
ソーケンマネジメント㈱取締役社長 青山 幸男氏
東京共同事務所開所式

日

1990年 1月25日
3月14日〜17日
9月7日
1991年 5月30日
6月7日
1992年 3月3日〜8日

4月例会「日米企業比較論」
滋賀大学助教授 黒川 晋氏
KVBCラボ21オープンセレモニー

海外研修韓国「韓・日ベンチャー企業投資マート見学・研修」

11月19日

第6回「京都ベンチャー大賞」
（大賞受賞 ㈱浅田研究所）

11月3日〜4日
2002年 11月15日

海外研修「中国視察団」

5月27日

第3代代表幹事に西河 勝男氏が就任（第8回総会）

10月16日

第2回「京都ベンチャー大賞』
（大賞受賞 ㈱シグマックス）

1993年 3月17日
10月1日
1994年 1月20日

天津市ハイテク企業幹部研修団との交流会
国内研修
門真・和歌山方面（松下電器技術館、
ノーリツ鋼機）
ソフトウェア産業部会を母体として京都コンピューター
システム事業㈿が設立

10月28日

第3回「京都ベンチャー大賞」
（大賞受賞 ㈲シルクエ芸）

12月7日

第1回産学懇話会

1995年 9月30日

KVBC10周年記念・創業支援セミナー「社長を目指せ!」
㈱アスキー代表取締役社長 西 和彦氏 他

11月7日

KVBC設立10周年記念式典
10周年記念「京都ドリーム大賞」創設
記念講演会「ベンチャービジネスの表と裏」
日経BP社 日経ベンチャー編集長 高橋 銀次郎氏
10周年記念 企業名鑑CD-ROM発行、ホームページ開設
第4代代表幹事に向囿 好信氏が就任（第12回総会）
記念講演「従来と違った販売とは」
イタリヤード㈱代表取締役 北村 陽次郎氏

11月5日

第4回「京都ベンチャー大賞」
（大賞受賞 ㈱テエラ分離）

12月4日

国内研修「けいはんな〜地域環境産業技術研究機構・
RITE、奈良リサーチセンター、けいはんなプラザ〜」

1997年 3月1日

京都起業化支援セミナー 起業支援「京都起業塾」開催

拡大企画セミナー パネルディスカッション
「歴代ベンチャー大賞受賞企業に聞くその後の展開」
特別講演「起業から企業へ」
㈱サムコインターナショナル研究所代表取締役社長 辻 理氏

9月11日

KVBC特別セミナー「スポーツにおけるベンチャービジネス」
スポーツライター 玉木 正之氏

2004年 2月20日
3月9日
2005年 10月7日

12月2日〜4日
2006年 6月13日
12月1日〜3日
2007年 11月8日〜9日
12月1日〜3日
2008年 3月7日
5月15日
12月5日〜7日
2009年 1月21日

京都ベンチャーセミナー「ものつくりの魂」
元オムロン田中秀雄氏（NHKプロジェクトX出演者）
国内研修
京都大学桂キャンパス・桂イノベーションパーク視察
KVBC設立20周年記念式典
歴代代表幹事によるパネルディスカッション
「KVBC20年を通して語るベンチャービジネスの精神」
「第2回京都ドリーム大賞』最終審査、授賞式
記念講演会「『夢』を勝ち取る!〜起業から上場へ」
スリープロ㈱代表取締役社長 高野 研氏
20周年記念海外研修「中国・上海」
第6代代表幹事に井上 太市郎氏が就任（第22回総会）
海外研修「台湾」
「テクノ新撰組!!京都中小企業展」
（みやこめっせ）に
KVBCから10ブース出展
海外研修「中国・大連」
京都の成長企業見学会
（ワタベウェディング㈱、ニチコン㈱、㈶京都高度技術研究所）
「就職博」出展（メルパルク京都）
海外研修「中国・北京」
北九州ベンチャーイノベーションクラブとの
交流・意見交換会

11月5日

「洗いっ妓はん」試作品完成披露会（ものづくり研究会）

11月6日

「知恵と力の博覧会」出展・参加企業6社（集客交流研究会）

11月27〜29日

海外研修「韓国・釜山」

2010年 10月22日〜26日 上海万博「京都ウィーク」にKVBCブース出展
10月22日〜24日 海外研修「中国・上海」
12月21日

11月12日〜19日 10周年記念海外研修「米国ハイテクショー視察団」
1996年 6月6日

みやこメッセ開設5周年記念
「京都おもしろめっせ」協賛事業

オープンセミナー
パネルディスカッション「我が社の特許戦略と事業展開」

KVBC創立5周年式典
「京都ベンチャー大賞」創設（大賞受賞 ㈱エポ）

ベンチャービジネスインキュベーションシンポジウム

経営セミナー「サムコ〜ガレージから上場企業への道程」
㈱サムコインターナショナル研究所代表取締役社長 辻 理氏

2003年 7月23日

海外研修「韓国ベンチャー企業視察団」

KVBC就職セミナー・企業相談「就職までブランド志向やて?!」
京都大学名誉教授 森 毅氏

出来事
第5代代表幹事に藤関 治清氏が就任（第16回総会）

11月7日〜10日

1989年 2月26日〜3月6日 海外研修「欧州ハイテク視察団」
4月28日
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KVBC設立25周年記念式典
記念講演会「楽しく交流し、
ダイナミックに発展しよう!!」
日本コンピュータ・ダイナミクス㈱
代表取締役会長 下條 武男氏
（進行）ジャーナリスト 松浦 利幸氏

2011年 12月14日〜18日 海外研修「タイ王国視察研修」
2012年 6月20日
7月24日

第7代代表幹事に大東利幸氏が就任（第28回総会）
ソーシャルビジネス啓発セミナー

12月13日〜16日 海外研修「ベトナム視察研修」

6月4日

第13回総会
記念講演「あまえるな、ベンチャー!」
㈱サムコインターナショナル研究所代表取締役 辻 理氏

2013年 6月5日

第29回総会
記念講演「ベンチャースピリット」
KVBC顧問・㈱堀場製作所最高顧問 堀場 雅夫氏

10月22日

海外研修「台湾」台湾電脳協会との交流会・商談会

2014年 1月23日〜25日

沖縄研修例会

第5回「京都ベンチャー大賞』
（大賞受賞 山田技研㈱）

2月18日〜19日

京都ビジネス交流フェア2015に出展

11月4日〜15日

京都市自治100周年記念「ものづくり元気フェア」出展

6月23日

12月4日

国内研修「京セラ新社屋見学」

第30回総会
記念講演「グローバルニッチで世界のトップを目指す」
サムコ㈱代表取締役社長 辻 理氏

1998年 11月14日

1999年 10月2日
12月5日〜7日

大田区異業種交流会「RAFグループ」
との交流会
海外研修「韓国・ソウル」

2015年 3月5日〜７日

仙台視察研修

10月1日〜2日

徳島視察研修
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KVBC設立30周年
特別記念インタビュー

ベンチャー企業の輩出を必要とした

ることが少なくありませんが、このケース

時代の共通認識がKVBCを創出

ではスムーズに具現化できました。マス
コミでも大きく取り上げられ、京都がベン

KVBC（京都市ベンチャービジネスクラ
ブ）の設立には京都経済を取り巻く環境

チャービジネスの一大拠点であるという
認識も全国的に広まりました。

の変化があげられます。それまでの京都
の経済は繊維を中心にした伝統産業に

起業家が目指すべきものは

支えられていましたが、人々の生活様式

先進独自の新事業による自己実現

や嗜好の変化により、市場が縮小する中

30年に及ぶ挑みの結実を
大きな飛躍への礎に
未来を拓く新たな戦略を

で新たな産業を生み出し、積極的に伸ば

今日、京都を代表するベンチャー企業

していく必要に迫られていたのです。ま

の多くは当初から海外に目を向け、高度

た、この頃、オムロン、京セラ、堀場製作

経済成長の時流の中で大きく躍進しまし

所、ローム、日本電産などのベンチャー

た。世界の市場は実績がなくても卓越し

企業が活躍し、京都のベンチャー企業

た新製品であれば躊躇なく受け入れて

が各方面から注目されていました。京都

くれたからです。たとえば、1979年（昭

経済同友会が、全国に先駆け地域経済

和54年）に伏見区のガレージを拠点に

におけるベンチャー企業の重要性を認

最先端の薄膜技術の研究開発に挑んで

識し、その育成を提言しており、京都経

おられたサムコの製品第1号の販売先も

済界が足並を揃えて振興を図る機運が

米国です。2009年（平成21年）に「京

高まっていたのです。既に京都市では科

都のベンチャー精神は輝き続けるか」と

学技術などに関する内外の情報を迅速

いうテーマで科学技術振興機構の取材

かつ効率的に提供し、地元の新産業の

を受けた時、私は次のように述べました。

伸展を図ることを目的とした財団法人京
6

京都市産業戦略監
白須 正 氏

「売り上げの大きさも含めて世界に知れ

都産業情報センター（ ㈶ 京都府中小企

渡る企 業 は1973年（昭 和48年）設 立

業振興公社、当センター、㈶京都産業技

の日本電産が最後かもしれないが、そ

術振興財団の統合により現在の公益財

の後も京都からは数多くのベンチャーが

団法人京都産業21が発足）を1978年

生まれ成長している」。もちろん、時代は

（昭和53年）に開設していましたが（初

刻々と変化し続けています。KVBCが設

代理事長は故堀場雅夫氏［KVBC顧問・

立30周年を迎えられた本年は会員企業

㈱堀場製作所最高顧問］）、このような時

の方々が次代に向けた挑みの方向を改

代背景の中で京都市も新たな産業振興

めて討議される格好の機会だと思いま

政策を打ち出すために討議を重ね、具

す。技術開発の推進からサービスの創

現化を急いでいました。私自身も京都市

出までこれからのベンチャーの活躍の分

経 済 局『京 都 商 工 情 報』
（1984年・第

野は多岐であり、各企業の志向や視点

125号）に「京都におけるベンチャービ

によって進むべき道は異なります。また、

ジネス振興のあり方」という研究報告を

これらを絞り込む前提として相互に再考

寄稿しています。「これからの京都の産

し、事業推進の起点とすべきなのがベン

業振興のためには、これまでの伝統産業

チャー企業の経営者が目指すべきもの

への取り組みと共に新たな産業の創出が

は何なのかということです。それは先進

不可欠である」という当時の共通認識が

独自のビジネスによる自己実現であると

1985年（昭和60年）のKVBC創設に繋

考えています。起業とは社会のニーズに

がったのです。具体的には京都市がハイ

応える新たな仕事を創出することであり、

テクを中心に飛躍を図っていた5つの企

これが社会貢献に直結するのです。当ク

業集団に呼び掛け速やかに結成を実現

ラブから京都の産業・経済の明日を担う

しました。一般的に新たな組織を立ち上

未来派企業が数多く誕生することを願っ

げる場合、既存の団体との調整に手間取

ております。

Create New Stage !
KVBC設立30周年
特別記念対談

京都市産業戦略監

白須 正

京都市ベンチャービジネスクラブ

氏

代表幹事

Create New Stage!
新たなステージを築こう

大東 利幸

氏

「創造・交流・成長」を行動理念として会員企業が積極的に交流し、
各分野の第一線で培い高めた知恵や技術を結集して次代に挑み続
ける未来派企業集団・京都市ベンチャービジネスクラブ。設立30周
年を記念した本対談では、その実り多き足跡をふり返り、新たな飛躍
のために何を成すべきかを多角的な視点から語っていただきました。

新たな産業育成を図るために

オスカー認定企業も数多く輩出してお

継続の原動力になっていることは常々強

京都市の積極的な呼びかけで誕生

り、これも当クラブに発足時からのベン

く感じています。また、京都には数多く

チャースピリットが30年の歳月を越えて

の異業種交流会があり、日々新たなビジ

─ 本年、KVBC（京都市ベンチャービジネ

脈々と受け継がれてきた一つの証だと思

ネスの創出を試みておられます。これら

スクラブ）は設立30周年という大きな節

います。まさに、継続は力であり、素晴ら

の団体とKVBCとは何が違うのか。この

目の時を迎えました。まず、これについて

しいことで す。2002年（平 成14年）4

ような指摘は外部からもあり、内部でも

の感慨などをお聞かせいただけますか。

月から私も京都市産業観光局スーパー

議論されてきました。このポイントを先ほ

テクノシティ推進室長として産学連携に

どの白須産業戦略監のお話で再確認す

よる新事業の創出、新産業の振興を担

ることができました。つまり、京都市さん

●白須 KVBCは1985年（昭和60年）
8月に京都市の呼びかけで「創造と挑戦

当し、京都のベンチャー企業の噴出す

が推進しておられる産業施策に一番近い

を続ける未来派集団」として結成されま

るようなエネルギーの熱さは実感してお

ポジションにいるのがKVBCだということ

した。当時、京都は時代の転換期を迎

り、さらなる活性化と伸展を心から願っ

です。30年前の発足時にはマイクロコン

えており、新たな産業育成が京都の経

ております。

ピュータを起業のコアにしたベンチャー

済において大きな話題でした。そこで最

●大東 KVBCは発足時の趣旨を起点

企業が中核を担ったKVBCでしたが、現

先端の技術や独創的な経営活動で台頭

に諸先輩の意志を受け継ぎ、努力と研

在の分野は機械、建築、印刷、生活、観

してきたベンチャー企業に着目したので

鑽を重ねて今日を迎えることができまし

光、サービスまで極めて多岐に亘ってい

す。全国に先駆けて京都の地にこのよう

た。ただし、長い歩みの中で、世代替わ

ます。かつては特定の卓越した最先端技

な次代に果敢に挑む気鋭の企業集団が

りは起きています。たとえば、私が当クラ

術で新市場を切り拓くというのが主流で

誕生したことは大きな意義があったと考

ブに参加させていただいたのは7年前で

あり、目標も明確でした。しかし、今日で

えています。歴代の役員の方々の力強

あり、30年に及ぶ足跡を実感しているわ

はモノづくりからサービスまでを視野に

い牽引、会員の皆様相互の切磋琢磨に

けではありません。もっと深く理解し、感

入れ、その中から傑出した独自性のある

よって弛みなく成長し、いま設立30周

受しなければならない点も多々あるかと

新たな価値を創出する必要があります。

年を迎えられたことを大変喜ばしく感じ

存じます。でも、京都市さんの積極的な

ここで問われるのは経営者が何によって

ております。また、この間に、たとえば

バックアップと多数の先輩の熱い思いが

自己実現を図るのか。どのようなテーマ

7
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で次代に挑むのかということだと思いま

にその通りだと思います。このような時代

す。時代の変化は刻々とスピードを増し、

の潮流を感受しながら会員企業が互いに

先行きの不透明感も続いています。これ

忌憚のない意見を交わし、これまで培っ

をKVBCは逆手に取り、その機敏さを活

てきた独自性や先進性を背景に新たな方

かして特出すべきだと考えています。

向性を見出せるように導いていくことが
大切です。これらが各企業で具現化して

─ KVBCのリーダーや役員の方々に特

いけば、KVBCの魅力も自ずと増し、評価

に強く求められているものは何ですか。

もさらに高まっていくはずです。

●白須 大東代表幹事も述べられたよう

際立つ産業支援体制を背景に

に設立当初はマイクロコンピュータを中

各企業が卓越した次代の価値を

は状況が変化していますので「新たな分

を占めていました。それが今日では多彩

─ 京都のベンチャービジネスの土壌や

と捉えています。KVBCには歴史のある

な業種業態の企業で構成されています。

特徴、課題などについてはどのようにお

企業が多いのですが、現状に満足せず

これは極めて大きな変化です。ここで重

考えですか。

に次代に挑戦する気概や姿勢が重要で

心にしたハイテク企業がメンバーの中核

す。これがベンチャースピリットであり、

要なのはこのように多岐に亘る会員企業
ＫＶＢＣ設立 周年 特別記念対談

30
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野に挑戦する企業・事業の取り組み」だ

の様々な方向性を的確に把握し、どのよ

●大東

京 都には「伝 統と革 新」とい

老舗をはじめとする京都の多くの企業が

うに牽引していくかです。現在の多様性

う精神風土を背景にした積極的で統合

受け継ぎ、日々実践されています。この

を前提にどのような指針でKVBCの優位

的な産業支援体制が確立されています。

挑みの精神を互いに高め、競い合うこと

性を引き出し、さらに高めていくのか。こ

「大学の街」という特性に基づく産学公

が大切です。もう一つのご提案はもっと

れがリーダーや役員の方々の役目だと

連携も活発に行われています。新産業振

行政・施策を積極的にご活用いただきた

思います。まず、大切なのは各分野で第

興室でも京都市新価値創造ビジョンの推

いということです。また、京都市も具体

一線に立っておられる会員企業の「生の

進、産学公連携の促進、新事業創出支

的なご相談を受ければ、これに即応した

声」をじっくりと聞き取ることです。各業

援など多角的な取り組みが推進されてお

有効な新政策を生み出し、効果に応じた

種業態の実状に精通することも必要です。

り、私たちのKVBCも多大なご支援をい

絞り込みも行えます。この点に関しても

かつては最先端のモノづくりが日本の売

ただいております。千年余の歴史の中で

大東代表幹事や役員の方々を通じて各

りでしたが、現在は2020年東京オリン

受け継いできた膨大なナレッジや伝統産

会員企業の皆様に周知徹底していただ

ピック招致のプレゼンテーションで話題

業が究めてきた比類のない技術の蓄積

ければと願っています。

になった「おもてなし」というキーワード

もベンチャー企業にとって大きな財産で

に象徴されるように日本のサービスのクオ

す。他の都道府県の起業家やベンチャー

─ KVBCでは行動理念として「創造・交

リティの高さが世界から注目されていま

を目指す団体の方々と交流した時も、京

流・成長」を掲げておられます。これに

す。米国の著名な旅行雑誌「トラベル・ア

都ならではのこのようなバックボーンは

ついて具体的にお話しいただけますか。

ンド・レジャー」が実施している世界の人

非常に羨ましがられます。次代に向けて

気都市ランキングで京都が2年連続第1

の課題としては白須産業戦略監からもご

位に選ばれ、外国人観光客も急増してい

指摘があったように、事業規模や産業形

創造することです。それが成長に直結し

ます。先ほど「モノづくりからサービスま

態の異なる会員企業の各領域を超えた

ます。そのために、会員企業が積極的に

で…」というご指摘がありましたが、まさ

情報共有を図り、知恵や技術などをクロ

交流し、知恵を出し合い、新たなモノや

スオーバーさせながら各企業が卓越した

サービスを創出しなければなりません。

新たな価値の創出を促すことです。その

この観点から私自身は特に「創造」を重

優れた母体となることがKVBCの役目で

視しています。たとえば、昨年度の総会

あり、急務だと考えています。

●大東

私たちの究極の目的は顧客を

「記念講演」では辻 理氏（サムコ ㈱ 代

●白須 まず、ベンチャービジネスの定

表取締役社長）を講師にお招きして「グ

義ですが、明確ではありません。KVBC

ローバルニッチで世界のトップを目指

発足当時、私は京都市経済局『京都商

す」という演題でご講演いただきました。

工情報』
（1984年・第125号）で「新し

「徹底して独自性を追求し、新たな原理

い技術を武器に研究開発を深め、独自

と手法を開発する。困難なために誰も手

の力で新規に市場開拓をはかろうとする

を着けない分野にあえて挑む…」など実

中堅・中小企業」と記しました。現在で

績に裏付けられた事業を成功に導く秘訣

Create New Stage !
を教えていただきました。毎回、数社の

を結実させるために、会員企業のグロー

に高くなっていきます。KVBCの会員企

会員企業に事業の内容や今後の展望を

バルな視点によるグローカルな事業展開

業も例外ではありません。このような時

語っていただき、その後、懇親の場を設

に繋がるKVBC事業を推進し、新たなビ

代の流れの中で、革新と挑戦を継続す

けている「会員交流サロン」も大好評で

ジネスステージを相互に創造する。この

るのにはどうずれは良いのか。私自身も

す。パルスプラザ京都で開催された「京

ような思いを託しました。たとえば、京都

現在53歳であり、非常にリアリティのあ

都ビジネス交流フェア2015」にも多く

には数多くの老舗がありますが、その歴

る課題になっています。まず、すべきこ

の会員企業が出展しています。「視察研

史は改革の連続です。堀場製作所、ロー

とは20〜30代の新世代メンバーの積

修」では東日本大震災から復興の途にあ

ム、京セラ、オムロン、日本電産など京

極的な獲得です。会員企業の後継者の

る仙台市などを訪ね、産学公連携による

都を代表する大企業になられたかつての

方々の入会を促すことも大切です。その

産業振興や新産業創出の取り組みなど

ベンチャー企業も同じだと考えます。私

人的ネットワークも活用すべきです。ま

を視察。中小企業とのコラボレーション

たちKVBCの会員企業も殻を打ち破り、

た、京都には数多くの交流団体がありま

で数々のヒット商品を生み出されている

次のステージへ脱皮しなければなりませ

す。たとえば、京都商工会議所の青年部

東北大学大学院工学研究科教授・堀切

ん。当 社 も1925年（大 正14年）の 創

の方々も非常に元気で活発に活動されて

川一男先生のお話も拝聴しました。この

業以来、寝具の製造・販売を行ってきた

います。このような組織とのコミュニケー

企業ですが、10年ほど前に「寝具」から

ションもさらに深める必要があります。そ

「眠り」へコンセプトを切り替え、現在は

のためには、私たちもこれまで以上に外

きる新商品（「マルチポンチョ」）を開発

認知症の予防をテーマにしたプロジェク

へ出ていかなければならないと実感して

されました。

トを推し進めています。このような試み

います。ベンチャーのための多角的な視

●白須 「Shake Hands Tomorrow ─

を実らせるためには視点の変換、新分野

点や柔軟な発想を拡大するためには、女

創造・交流・成長」はKVBCの歴代役員や

の知識、そして何よりも果敢な行動が不

性会員も増やさなければなりません。異

会員企業の方々が活動のコアとしてこら

可欠であることを痛感しています。

なる世代、多数の女性起業家の方々が

れた合言葉です。その中でも「創造」は

●白須 「Create New Stage!」は設立

ボーダレスに交流し、KVBCのあるべき

ベンチャー企業が最重視すべきものだと

30周年を新たな飛躍への好機と捉え、

姿を討議し、探求する組織を新構築す

いう大東代表幹事のお考えに賛同します。

次代に向けて大きな一歩を踏み出そうと

る。これらが急務だと考えています。

新たな挑みを続けること。これがすべて

しておられるKVBCにふさわしいテーマ

●白須 KVBCをさらに活性化するため

の起点です。そのためにも、KVBC設立

だと思います。また、このような記念誌を

には新世代の獲得や女性会員の拡大は

30周年を契機に「これまでの足跡をふり

制作し、足跡と情報を保存されることも

不可欠です。組織全体としての新陳代謝

返り、これからさらに何を成すべきか」を

大切です。卓越した企業は必ず何らかの

も必要だと思います。それから大東代表

熟考されるべきだと思います。明確なビ

形でデータを受け継いでおられます。必

幹事が自社の新たなプロジェクトの推進

ジョンを打ち立てることが大切です。

要に応じて立ち返り、再確認することが

に関して「果敢な行動力が重要」だと述

でき、それが次のステップを確かなもの

べられましたが、ベンチャー企業におい

にするのに役立つからです。

てはこれが特にポイントになると常々感

ベンチャースピリットで挑み続ける
果敢な行動力がすべての起点

じております。どのように先見性のある
─ たとえば、5年後。このあたりも視野

ことを考えていても、行動を起こさなけ

─ 設立30周年を機に新しく設定された

に入れたKVBCのあるべき姿について

ればまさに絵空事です。その意味でも先

テーマ「Create New Stage!」にはどの

お聞かせいただけますか。

に申し上げたように行政・施策を徹底的

ような意図が込められているのですか。

にご活用いただきたい。ベンチャースピ
確実に訪れるのが超高齢化社

リットに裏付けられた果敢な行動。その

会です。日本の経営者の年齢も必然的

継続が次代のビジネスの扉を開きます。

●大東
●大東 顧客の創造という共通のテーマ

KVBC第30回総会 記念講演

2014年6月23日

第1回交流サロン 2014年7月29日

仙台視察研修

2015年3月5日〜7日

ＫＶＢＣ設立 周年 特別記念対談

先生との出会いによって会員企業の㈱カ
スタネットさんが多彩なシーンで活用で

30
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Create New Stage !
機械分野

株式会社 暁電機製作所
代 表
所在地

U R L
資本金

代表取締役会長 西河 勝男
〒525-0042
滋賀県草津市山寺町281番地1
TEL 077-563-6161 FAX 077-564-2348
http://www.arunas.co.jp/
8,800万円

■事業内容
マイクロエレクトロニクス・マイクロコンピュー
ターを応用した各種システム、及びシステムの機器
の企画から開発、設計、生産、販売
■経営理念および方針
１. 経営の目的：人間の心の成長を大切にする経営
２. 経営の目標：
「人間の成長の場」をつくる
３. 理念：のびのび・いきいき・はつらつ
①仕事：のびのび

②眼：いきいき

会員企業紹介

③動き：はつらつ
４. 行動指針：全てのお客様を大切にします
①おまかせください

②おとどけします

▼機械分野

③ご支援します

▼ 尊敬する人物
歴史上の人物「北条時宗」
鎌倉時代、最強の元寇（モンゴル
帝国）の攻撃にさらされ恐怖心に
襲われながらも立ち直り、二度の
元寇攻撃から我が国を護ったと
いう（神風が吹いたという故事が
ある）

▼ ひとこと！
座右銘「ピンチはチャンス！」

10

機械分野

有限会社 今西鉄工所
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

今西 英彦

〒613-0024
京都府久世郡久御山町森村東257-1
TEL 075-632-2378 FAX 075-632-2379
http://www.imatetsu.co.jp
500万円

■事業内容
あらゆる業種の薄板板金の精密加工。
板厚 0 . 5〜6tまでの、鉄・アルミ・ステンレス・
銅などに対応。
コスト追及のお客様には、納期・品質をコント
ロールできる海外調達もご提案。
▼ 尊敬する人物

■経営理念および方針

特になし

人を大切にします。
▼ ひとこと！
特になし

左：ハウス電子マネーチャージ機
右：外貨両替機

Create New Stage !
機械分野

株式会社 京都エス・アール
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役社長

中島 繁喜

〒607-8162
京都市山科区椥辻草海道町38
TEL 075-501-2652 FAX 075-501-3998
http://www.k-s-r.co.jp
1,000万円

■事業内容
計測・制御機のプランニング、設計・製造・販売
BANKINGマシン

■経営理念および方針
ユーザーニーズに的確に対応、より早く、より安く、
より良い製品を作る。

▼ 尊敬する人物
特になし

会員企業紹介

▼ ひとこと！
特になし

▼機械分野

コンセプトイメージ
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機械分野

株式会社 ケルク電子システム
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役社長

仲 良二

〒607-8411
京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL 075-593-2103 FAX 075-593-2868
http://www.kelc-e.jp/
1,500万円

■事業内容
防犯・監視カメラ、映像記録装置開発・製造・販売。
犯罪抑止や犯罪検挙に役立つ街頭防犯カメラシステ
ムの開発・販売に特化、特に犯罪捜査用映像システ
ムは永年にわたり多くの実績を誇っています。
■経営理念および方針
大手企業の苦手な部門に特化して、開発をしていま
す、犯罪検挙に役立つ機材の開発には、現場主義に

▼ 尊敬する人物
特になし

徹し、多くの実績を残してきました。
日本の市場を見るには、セキュリティ先進国の海外
から日本を見ることにより、国内市場がよく見えま
す。いつも世界の最新の情報をもとに製品の開発を

▼ ひとこと！
特になし

しています。凡事徹底を行えば必ず企業は成長・発
展をすることを合言葉にしています。

KER-960C

Create New Stage !
機械分野

有限会社 最善
代 表
所在地

U R L
資本金

代表取締役 福井 進
〒612-8486
京都市伏見区羽束師古川町219-1 SAIZENビル3F
TEL 075-874-2627 FAX 075-874-2628
http://saizen-japan.com
1,500万円

■事業内容
電化製品の取付け、アンテナ工事、電気工事、オー
ル電化、太陽光システム販売施工、リフォーム

■経営理念および方針
経営理念

▼ 尊敬する人物

最善の電気屋を育成し
地域社会に最善のサービスを提供する

特になし

経営方針
会員企業紹介

第一声に「出来ません」とは言わず、
「最善を尽く
します！」ということ

▼ ひとこと！
特になし

▼機械分野
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機械分野

株式会社 サカノシタ
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役社長

阪ノ下 勝

〒601-8032
京都市南区東九条石田町38
TEL 075-671-0101 FAX 075-671-0105
http://www.sakanoshita.com
7,200万円

■事業内容
自動化関連機器・省力化搬送機器・機械工具・電子機
器の卸販売、省電力・省エネ機器の販売

■経営理念および方針
わが社は、機械・工具・電機･情報機器の総合商社と
して、世界のものづくりをサポートし、社会に貢献
する。

▼ 尊敬する人物
特になし

▼ ひとこと！
弊社では昨今機械工具・省力機
器以外にも環境関連機器（ボイ
ラーの燃料を削減するバイソン
サイクロンや、天然成分で高い洗
浄力の代替アルコール洗浄剤イ
レイザクリーン）の販売等に力を
入れています。

社屋

Create New Stage !
機械分野

サムコ 株式会社
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役会長兼社長

辻 理

〒612-8443
京都市伏見区竹田藁屋町36
TEL 075-621-7841 FAX 075-621-0936
http://www.samco.co.jp
1,663,687,288円

■事業内容
サムコは化合物半導体プロセスを得意としており、
LEDや 半 導 体 レ ー ザ な ど の オ プ ト デ バ イ ス 分 野、
MEMSやパワーデバイス、SAWデバイスなどの電子
部品分野、欠陥解析や三次元LSIなどのデバイス分野
などにCVD装置、ドライエッチング装置、ドライ洗
浄装置を製造販売しています。独創的な薄膜技術を
環境エレクトロニクス分野や医療・バイオ分野に積
極的に展開し、更なる成長を図ろうとしています。

サ ムコ の 行 動 指 針で ある「勇
気、創造、勤勉」を実践してい
る人物。
会員企業紹介

■経営理念および方針

▼ 尊敬する人物

▼ ひとこと！

1979年の設立以来、
「薄膜技術で世界の産業科学に貢献
する」を経営理念に、信頼性の高い製品と独創的なプロ
を通して地球環境との共生に貢献していきます。

量産用シリコン深掘りエッチング装置

▼機械分野

セスソリューションを提供しています。今後も事業活動

2014年 1月に東証市場第一部銘
柄に指定されました。新工場建
設に着手し2016年 5月末の完成
予定で、特定分野でグローバル
市場のトップを目指しています。

13

機械分野

大洋エレックス 株式会社
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役社長

川端 克裕

〒607-8228
京都市山科区勧修寺本堂山町10-15
TEL 075-581-7101 FAX 075-501-3250
http://www.taiyo-elecs.co.jp
1,680万円

■事業内容
製品の目視検査を自動化するシステムを提供する
システムメーカーです。

■経営理念および方針
経営理念： 開発を柱に喜ばれる商品造りで、社会の
発展への貢献を目指す”夢工場”である。
経営方針： １. 広く深く考え、大胆に挑戦しよう。
２. “出来ない”ではなく“出来る方法”
を考えよう。
３. 何よりも先ず、信頼を優先しよう。
４. 与えられた仕事に責任を持とう。

▼ 尊敬する人物
徳川家康
長期政権を創り戦火のない時代
を創出する。

▼ ひとこと！
企業も家康のように長期企業を
目指しております。

樹脂容器、キャップ
自動検査装置の
トータルシステムメーカー

Create New Stage !
機械分野

株式会社 テクノクリエイト
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

井上 忠男

〒600-8865
京都市下京区七條御所ノ内西町38-2
TEL 075-325-4440 FAX 075-325-4441
http://www.techno-create.jp
1,000万円

■事業内容
学校向け理科実験器の企画・開発・製造
制御系回路設計及びプログラム開発

■経営理念および方針
学校向け理化学実験器の企画・開発・製造を通じて、
社会貢献と物作りの楽しさを実感できる企業を目指
します。

▼ 尊敬する人物
特になし

仕事を通じて自分の人生を充実したものにしよう。
会員企業紹介

仕事を通じて、いかに自分が成長し楽しめるかを
考えよう。
会社の利益となり、社会に貢献できるような仕事

▼ ひとこと！
特になし

▼機械分野

の仕方をしよう。
直流定電圧電源装置 TM-4S
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機械分野

株式会社 ナンバ設計事務所
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役社長

大野 光央

〒520-0221
京都府城陽市久世北垣内19-1
TEL 0774-55-9723 FAX 0774-55-9741
http://nambas.co.jp/
5,800万円

■事業内容
各種製造ライン・プラントの監視・制御における制
御盤ならびにそれに関わるあらゆるソフトウェアの
設計製作。

■経営理念および方針
私達は仕事を通じて生活と人間の心をより豊かに
し、社会の発展と公共の福祉と生活文化の向上に貢
献する。
企業経営は公開とし、顧客、仕入先、社員の共存共
栄を図る。

▼ 尊敬する人物
佐久間象山
あらゆる学問に精通し、時代を超越した
思想と、その強烈な個性が微塵もぶれる
ことがなかったところ。

▼ ひとこと！
仕様打合せから製作・現地立上完了まで
責任を持って一括納入できることが私ども
の強みです。どうかご安心して発注いた
だきますようお願い申し上げます。

事務所全景

Create New Stage !
機械分野

株式会社 日産電機製作所
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役社長

岩村 泰行

〒601-8204
京都市南区久世東土川町350番地
TEL 075-922-7161 FAX 075-922-7163
http://www.ns-nk.co.jp
1,500万円

■事業内容
創業 1 0 0 年に渡り、社会インフラや各産業の生産設
備に於ける電気制御や光伝送の開発・製作に携わっ
てまいりました。

■経営理念および方針
受け継いできた制御機器製作の技能・精神と開発型
企業としてのチャレンジ、研究精神との融合をもっ
て守備範囲を拡張し、
「人を大切に、人を育てる」企
し、
「いつものように日産電機」
「困ったときの日産
電機」
「諦めるまえの日産電機」と呼ばれるユニーク

▼ ひとこと！
事業を通じ、より良い社会の建設
に向け、次の 100年を全社員と
共に目指します。

▼機械分野

な存在でありつづけて行く所存です。

尊敬に値する人物像とは私心・欲
が無く、ただ国や世の中の繁栄
に対しての欲を核として業に努め
る人であり、こうありたい。

会員企業紹介

業環境の下で「明るく仲良く元気よく」を活力源と

▼ 尊敬する人物
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機械分野

ハムス 株式会社
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

宮地 康次

〒601-8045
京都市南区東九条西明田町59-2
TEL 075-661-1134 FAX 075-681-0908
www.hams-jp.com
3,800万円

■事業内容
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掛けてまいりました。
どうすれば、お客様が同じ品質のものを、もっと楽に、もっと
早く生産できるかを考え、お客様の希望や要望を聞き、また
先取りしてそれを製品に生かし、お客様に喜んでいただける
機械作りに取り組んでまいりました。
それが結果として、数々の独創性のある製品として国内はも
とより、広く海外のお客様にもお使いいただき、今日まで 6 0
有余年独自の分野を切り拓いてまいることができました。

▼ 尊敬する人物
創業者

■経営理念および方針
私達の社名である、ハムス(ＨＡＭＳ)とは
「ヒューマン・アパレル・マシン・システム」の頭文をとったも
の。機械にまかせられる仕事は機械にまかせ、人は少しでも
人間らしい仕事ができるような社会にしたい、との思いが込
められています。

▼ ひとこと！
無理と思ったら負け

Create New Stage !
機械分野

Medico-tec 株式会社
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

宿野 秀晴

〒604-8846
京都市中京区壬生西桧町17番地2
TEL 075-321-4950 FAX 075-321-4951
http://www.medico-tec.co.jp/
300万円

■事業内容
科学館や博物館の「展示装置」の設計、製作、施工
保守
商業施設や企業ショールームの「演出装置」の設
計、製作、施工、保守
「エデュテイメント装置」の開発、製造、販売
会員企業紹介

■経営理念および方針
【経営理念】
私たちはものづくりで「なるほど！」と言われたい

▼機械分野

【経営方針】
ものづくりでＭＤ技術を駆使して付加価値を高め
顧客満足を目指します

▼ＩＴ関連

私たちは、面白く、楽しく、さわやかに、働き甲斐
のある会社づくりに努めます。

▼ 尊敬する人物
徳川家康（遺訓）
▼ ひとこと！
科学展示装置を主要業務とした
装置メーカーとしての「ブランド
価値」を高め、ＭＤ技術を有する
「自立した 技 術 型 企 業」として、
社会で必要とさせる会社を目指し
ております。
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ＩＴ関連

アスノシステム 株式会社
代 表
所在地

U R L
資本金

代表取締役社長 足立 順一
〒601-8328
京都市南区吉祥院九条町39−6
TEL 075-280-3070 FAX 075-280-3080
http://www.asno-sys.co.jp
1億円

■事業内容
WEB系・オープン系・汎用系のシステム開発を要件定
義から設計、プログラミング以降、運用保守まで全工
程のサービスを提供致します。また、コストパフォー
マンスに優れたヴェトナム・オフショア開発での多く
の実績でお客様のご要望を実現しております。
Eビジネスにおいては「会議室ドットコム」
「レンタ
ルオフィスドットコム」を始めとする検索サイト開
発・運営や、Webサイト構築におけるデザイン・設
計、モバイル・スマートフォンサイト制作など企画か
ら運用まで一貫したサービスを提供しております。
■経営理念および方針
新しい価値観を具現化し、夢のある豊かな未来を形
にすることで社会に貢献してまいります。

▼ 尊敬する人物
石津謙介
メンズファッションの神様と言われ、頭も良くスポーツ万能で遊びにも長
けるＶＡＮ創業者。

▼ ひとこと！
“Ａ ³ ＳＭ”好評発売中！
PCもスマホも！マルチデバイ
スのセキュリティーをクラウド
環境で手間なく管理出来ます。

Create New Stage !
ＩＴ関連

エイジシステム 株式会社
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役社長

石田 和史

〒604-0845
京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町538
ヤサカ烏丸御池ビル3F
TEL 075-241-3400 FAX 075-241-3450
http://www.agesystem.com/
5,600万円

■事業内容
情報システムの構築
企業向け基幹システムの構築やERPパッケージ
ソフトの導入、運用、保守を行います
組込みソフトの開発
銀行ATMや駅の自動改札などの制御ソフトや
スマートフォンアプリの開発を行います。
LSI回路設計
やマイコン開発を行います。

古来の価値観に縛られず、先見
性や広い視野、決断力に優れた
点は学ぶべきところが多い。

会員企業紹介

ICチップのデジタル回路設計を行い、通信チップ

▼ 尊敬する人物
織田信長

▼ ひとこと！

■経営理念および方針
を見つめ、新たなる価値創造を通じて社会に貢献する。

社内作業風景

▼ＩＴ関連

「誠実」を社是に、ネットワーク社会、エコ社会の未来

より多くのお客様に満足を提供す
るソリューションプロバイダーと
して強固な企業体質造りを展開
してまいります。
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ＩＴ関連

株式会社 エクザム
代

表

所在地

代表取締役会長

木下 豊

〒604-8441
京都市中京区西ノ京西中合町29 木下ビル
TEL :075-801-7000 FAX 075-801-7045

■事業内容
インターネット関連事業
Webサイトの企画・デザイン・運営
Webシステム開発、アプリ開発
ITコンサルティング業務
レンタルサーバー業務
貸ビル業
■経営理念および方針
「社是」
一、一人で生きているのではなく、
生かされていることに感謝しよう。

「社是を実行するためのフィロソフィー」
一、情熱・熱意・執念
一、知的ハードワーキング

一、楽しい、おもしろい人生を生きよう。

一、すぐやる、必ずやる、できるまでやる。

一、社会に役に立つ会社にしよう。

一、難しいことをやさしく、

一、世界に向かって仕事をしよう。

やさしいことを深く、

一、常に最先端の会社であろう。

深いことをおもしろく。

Create New Stage !
ＩＴ関連

エクセレンス 株式会社
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役社長

徳増 篤律

〒604-8155
京都市中京区占出山町311アニマート錦
TEL 075-256-7872 FAX 075-256-9052
1excellence.com/
1,000万円

■事業内容
１. 生産管理、銀行ネットバンク、物流管理、販売
管理、流通管理、倉庫管理、顧客管理、ECサイ
ト構築等のコンピューターシステムの開発。
２. 大規模サーバーの提案・設計・構築等のインフラ
（基盤）開発。
３. 上記開発の為のIT技術者派遣

■経営理念および方針
会員企業紹介

我々エクセレンスグループは
全従業員の物心両面の幸福を追求すると共に
１．お客様に最良のITサービスを提供します。

▼ＩＴ関連

２．安全安心快適な社会づくりに貢献します。
３．企業価値を高め人類社会の進歩発展に貢献します。

▼ 尊敬する人物
西郷隆盛
理由 偉大な事を成し遂げても
愚直で謙虚であり続けた

▼ ひとこと！
2 0 1 2 年 9月バンコク進出、現地日系
企業様や国内からも好評中です。最
近ではリモートサービスやiPhone
をBar CodeやRFIDリーダーに使う
安価なシステム提案を実施中です。
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ＩＴ関連

株式会 社エム・アイ・ケー
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

今上 孝重

〒600-8433
京都市下京区高辻通室町西入ル繁昌町295-1
大坂屋京都1号館4F
TEL 075-361-0081 FAX 075-361-0228
www.mik-ltd.co.jp
1,000万円

■事業内容
１. ソフトウエア業界に特化した技術者の派遣サー
ビス。得意分野は「公共、損保、販売、生産」
２. ホームページサポート
「ホームページは広告。集客できなければ、価
値 は 無 い。
」こ の 思 い で、
「集 客 で き る ホ ー ム
ページ作り」をサポートしています。
■経営理念および方針
『情報技術でお客様、社会へ貢献する』
お客様に 「分かりやすい」
「使いやすい」
「価値がある」
「便利」を提供します。

▼ 尊敬する人物
小林一三
「その道のエキスパートになれ」
という言葉が好きです。

▼ ひとこと！
「ホームページは広告。」
お客様自身が更新する、集客で
きるホームページ作りに注力して
いきます。

Create New Stage !
ＩＴ関連

株式会社 クロスボーダース
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

藤井 武則

〒600-8187
京都市下京区烏丸通六条東入橋詰町135-1
TEL 075-353-7730 FAX 075-353-7731
http://cross-borders.co.jp
1000万円

■事業内容
通信モバイル関連、調査・施工・保守・管理
電気工事業

電気通信工事業

■経営理念および方針
いまや通信業界も日々進歩し続けるIT業界との融合
によって、より快適な環境へと望まれています。
それは会社にも個人にもあてはまるものです。お客

▼ 尊敬する人物
土方歳三

様と会社と社員の融合の中から生まれる幸福を創造
会員企業紹介

して行く事も我々の大事な使命であると考えます。
その結果、会社が成長し発展することにより社員やそ
の家族の幸せを守れることに繋がると信じています。

▼ＩＴ関連

社員全員が家族同様の“絆”を築き“夢”を持って働け
る会社、それが株式会社クロスボーダースです。

19

ＩＴ関連

システムプロデュース 株式会社
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役 大江 美彦
〒554-0012
大阪市此花区西九条1-28-13
TEL 06-6110-5160 FAX 06-6110-5161
http://www.sysp.co.jp
2,700万円

■事業内容
物流システムの構築を中心に活動しており、特に自
動倉庫や無人の搬送機器を使用した大型倉庫システ
ムの設計、開発を得意分野としていますが、近年で
はハンディーターミナルを使った中規模の庫内シ
ステムも手がけています。お客様の現場のニーズに
合った使いやすいシステムを目指し、総合的な技術
サービスを提供しています。
■経営理念および方針
お客様に限りなく近づき、お客様に喜ばれ、お役に
立つ『質の高い商品・サービス』を安定的かつ継続
的に提供し、進取の社風を養い『新しい技術の研究・
開発』により新たな市場を創造します。社員各人の
特性を真に生かし、広い視野と高い視座をもつ『人
間性豊かな人財』の育成を目指しています。

▼ 尊敬する人物
谷村新司
尊敬する人はたくさんいますが
学 生 時 代 から彼 の パ ーソナリ
ティーに憧れています。

▼ ひとこと！
お客様の『お役に立つ』
物 流システムのご 相 談 は 是 非、
当社までご連絡下さい。

Create New Stage !
ＩＴ関連

シスポート 株式会社
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

米田 明

〒610-0361
京都府京田辺市河原平田23-16
TEL 0774-63-1131 FAX 0774-63-1130
http://www.sysport.co.jp
2,400万円

■事業内容
販売管理、生産管理などのパソコン用業務ソフト
ウェアの開発とサポート
（自社開発パッケージソフトのカスタマイズ対応）
■経営理念および方針
お客様にとって本当にいいものとはなにかを追求し、
それぞれの企業の身の丈にあったシステムとサービス
を提供します。
社員や家族にとって本当にいい会社とはなにかを考
会員企業紹介

え、一度しかない人生の表現の場である会社で、健康
で明るくやりがいのある仕事と成果を追求します。
会社にとって本当に大切にしたいものとはなにかを考

▼ＩＴ関連

え、関わりのあるすべての人たちに、公平で対等に本

▼ ひとこと！
『出前配達にベンツを買った』などという
ような失敗事例が少なくないパソコンの
導入実態。
1981年創業以来、“身の丈に合ったシス
テムとサービスの提供”をモットーに、専
門家のいない中小企業のパソコン活用を
支援しています。

音で接する律儀な企業風土を育みます。

社屋外観
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ＩＴ関連

株式会社 スリーエース
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

井上 太市郎

〒600-8088
京都市下京区万寿寺通高倉東入官社殿町199番地
TEL 075-341-5263 FAX 075-341-5270
http://www.3ace-net.co.jp
3,450万円

■事業内容
ソフトウエアの受託開発
スマートデバイス向けのアプリ開発
システム運用管理保守
情報処理技術者派遣
Webサイト・Webシステムの構築
幼稚園関連スタッフ派遣
■経営理念および方針
人に働く場を提供し、人に働く喜びを伝え、その結果
をもって社会に貢献する。人は働いてこそ自分の存在
価値を実感できます。働きがいは生きがいです。
私たちは、
「世の為、人の為」という社是にのっとり、
情報を有効活用するコンピュータのシステムと、多く
の人々が関わってうごく人の組織というシステムを融
合させ、あらたな文化創造のために努力して参ります。

▼ 尊敬する人物
中村天風師
数奇な人生を歩み、始めて日本へヨガ
を伝えただけでなく、政治家や経済人、
文化人に至るまで多くの方が師と仰ぐ
独自の実践哲学を確立した人物である。

▼ ひとこと！
会社が存在する目的は 社員全員が幸
せになるための場、そして世の中のお
役にたつための場、この２つ以外はあ
り得ません。

Create New Stage !
ＩＴ関連

株式会社 ゼロワン
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

猪飼 昭嗣

〒600-8413
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9F
TEL 075-344-0101 FAX 075-344-0130
http://www.zero-one.co.jp/html/
1,000万円

■事業内容
I T 技術を駆使してお客様の課題解決にお役に立ちます。
「 I T システム・ソリューション」提案を行います。
１. ITシステム・コンサルティング業務。
２. VB.Net、Java、C#等による業務システムの設計・開発。
３. インターネットサーバ構築等のインフラ設計・構築。
４. 運用保守サービス。

▼ 尊敬する人物
特になし

■経営理念および方針
スを提供し、企業としての成長を追及するととも
に、豊かな社会の実現に貢献します。

▼ ひとこと！
特になし

▼ＩＴ関連

「情報セキュリティマネジメントシス
テム（ISMS）の世界標準である ISO/
IEC27001:2013 の 認 証 を 2014 年 11
月に更新しました 」

会員企業紹介

私たちは、最高水準のIT技術による製品やサービ
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ＩＴ関連

株式会社 DTS WEST
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役社長

安達 継巳

〒600-8413
京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680
インターワンプレイス烏丸Ⅱ 8階
TEL 075-344-1122 FAX 075-344-0774
http://www.dtswest.co.jp/
1億円

■事業内容
長年培った技術・業務ノウハウにより消防・防災、金
融・保険、通信制御、GIS開発、組込みソフト等、各
種システム・ソフトウェア開発を行い、お客様に最
適なサービスを提供いたします。
また、システム・ソフトウェア開発のみならず、サー
バ・ネットワーク構築や運用・保守・管理、ヘルプデス

▼ 尊敬する人物
稲盛和夫氏

クサービス等の様々なニーズにお応えいたします。

▼ ひとこと！

西日本エリアを主たる活動の場と捉え、お客様の目線
に合わせたITソリューションをご提供してまいります。
■経営理念および方針
Try to Be First！
我々は一流のソリューションプロバイダを目指します。

郷土の大先輩である稲盛和夫氏
は多くの経営者に尊敬されてい
ますが、名言の一つである『もう
これでいいと思った瞬間から、会
社の没落が始まる。』を教訓に弊
社も常に進化して行きたいと思っ
ています。

未来に期待する若者達

Create New Stage !
ＩＴ関連

株式会社 とめ研究所
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

福留 五郎

〒600-8813
京都市下京区中堂寺南町134
京都高度技術研究所７Ｆ
TEL 075-315-0074 FAX 075-315-0274
http://www.tome.jp
2,500万円

■事業内容
研究開発受託事業
先端ソフトウエア受託研究開発
先端ソフトウエア技術者派遣
知能情報処理技術をコアコンピタンスとし、大学・
公的研究機関・企業研究所・ベンチャー等と国家PJ
応募・共同研究・受託研究開発・技術者派遣で協創

▼ 尊敬する人物
役に立つ事を教えて頂いていた
特に前職の経営者と上司。

し、来るべき“人と機械の共生社会”の構築に貢献し
会員企業紹介

ます。

▼ ひとこと！

■経営理念および方針

▼ＩＴ関連

理念

面白い事をやって社会や生活を変える

ビジョン

人と機械の共生でもっと生活を楽しく

方針

川の流れ経営

身の丈経営

・その課題はそれが解決できる力
がついた時に発生する。
・良い事も悪い事も長続きはしない。
・現実解は0又は1ではなく、0.458
や 0. 763となる。

年 2 回の技術祭り風景
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ＩＴ関連

株式会社 日本電算機標準
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役社長

吉本 光希

〒600-8216
京都市下京区東塩小路町734番地
中信駅前ビル６階
TEL 075-353-6820 FAX 075-353-6825
http://jcs-kyoto.com
13,475万円

■事業内容
電算機器と通信機器を含む電算組織に係る以下の事業。
調達、研究開発、製造、販売。
装置及び計測器への組込と販売。
導入と保守の受託。
適用業務とその開発の受託。
教育と出版を含む情報及び処理の提供。

■経営理念および方針
歴史や風土を尊重し国際的な調和を意識した電算組織の
実現と技術の開発を目標に以下の施策により事業の安定
を計り責任ある企業に成長する。
①技術革新を促進して付加価値を高める。
②地域社会に貢献して固有性を確立する。
③知識と技術を融合させ文化を創造する。

▼ 尊敬する人物
関根泰治
㈱日本電算機標準の創業者であり、私たちに最も身近でベン
チャー企業の実践・継続を教示してくれた人物です。

▼ ひとこと！
京都市ベンチャービジネスクラブ30周年おめでとうございます。
継続は力なり。

Create New Stage !
ＩＴ関連

バンテック 株式会社
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

馬場 喜芳

〒600-8431
京都市下京区綾小路通り新町東入善長寺町143
マスギビル5階
TEL 075-342-4623 FAX 075-342-4625
http//www.vansoft.co.jp
1,000万円

■事業内容
企業の情報化、自動化を企画、エンジニアリング〜設計、
製作、据付まで総合技術にてお届けいたします。コンサル
ティング・ソフトウェア設計製作・システム構築・運用管
理、技術要員派遣、販売管理、生産管理等企業の情報基幹
システム、生産ライン、工程管理等の製造実行システム、
計装制御システム（上下水道、水処理、プラント、エネル
ギー等の監視制御システム）

▼ ひとこと！
農薬使わず安心、安全な食糧の
安定供給と自給率を高めるため
の閉鎖型植物工場にチャレンジ

▼ＩＴ関連

自然、人、想いを大切に！大きな無人化工場よりも京都で
は小規模（10〜50人規模）でも知的労働集約型企業が多
く集まることにより雇用が創出できます。
働くことにより個人と企業が生き生き、いささかでも地
域経済の活性化に役立つことを信じています。

明治、大正、昭和時代の黄熱病
等ワクチンの研究者、自ら道を開
く努力家、人類のため渾身的な
研究とその姿勢、国際派。

会員企業紹介

■経営理念および方針

▼ 尊敬する人物
野口英世（千円札）
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ＩＴ関連

株式会社 マックス
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役社長

上村 明美

〒602-0802
京都市上京区鶴山町3-2
TEL 075-256-8010 FAX 075-256-8011
www.max-corporation.com
100万円

■事業内容
NVOCC(非 船 舶 運 航 業 者Non-Vessel Operating
Common Carrier)専用の業務システムの開発と運
用管理
色彩、I T 、コンピュータグラフィックに関する教育
イベントの企画運営
■経営理念および方針
最善を考え

▼ 尊敬する人物
西郷隆盛

最善を提案し
最善を実行する。

▼ ひとこと！
京都で創業して18年になりまし
た。まだまだ勉強中ではござい
ますが、少しでも「社会の役に立
つ企業になりたい」と日々努力い
たしております。

色育講座の様子

Create New Stage !
ＩＴ関連

人と人、人とソフトウェアをつなぐ

株式会社 ユニシス
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

情報の視覚化が、あなたの
ビジネスを強化する───

佐々木 昭彦

〒604-8186
京都市中京区車屋町通御池下ル梅屋町361-1
アーバネックス御池ビル東館
TEL 075-255-6262 FAX 075-255-6787
http://uniuni.co.jp/
42,218,500円

Draw4U には、優れた GU で実現する「未来」があります。

■事業内容
ユニシスが開発したソフトウェアの中には世界で
トップのシェアを誇るものもあり、その制作ノウハ
ウとユーザーの操作性向上を実現する技術が、高い
評価を受けています。
■経営理念および方針

会員企業紹介

「選ばれる企業・選ばせる企業」というビ

てた経営を追求する中で蓄積した、多様

ジョンを基本とし、お客様にご満足いた

で高度な技術力やフレキシブルな発想、

だけるソフトウェアビジネスを展開して

付加価値を生み出しお客様のビジネスを

まいりました。
「ひとはちから、ひとは

強化する独創的なシステム等をご提案し

たから」という言葉の通り、“ひとがすべ

てまいります。

て”という精神で、常に「人」に視点をあ

▼ＩＴ関連
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ＩＴ関連

Renbird 株式会社
代 表
所在地

U R L
資本金

代表取締役 烏丸 成稔
〒600-8076
京都市下京区高辻通柳馬場西入泉正寺町466
日宝京都2号館5F-2
TEL 075-361-7358 FAX 075-361-7355
http://renbird.jp
1,000万円

■事業内容
レンタルサーバーサービス、ハウジング、ネット
ワークシステム構築
ネットワーク・コンサルティング

■経営理念および方針
従業員一人ひとりが会社に従事していることに誇り
をもち、地域社会へ貢献する為に、
日本一のデーターセンタ事業者になること。

▼ 尊敬する人物
弘法大師（空海）
四国八十八か所霊場巡りをはじ
め、他にもいろんなお寺を参拝
しましたが、どこに行ってもお大
師様は大概おられます。今から
千年以上も前に偉業をなされて、
現在でもその名を残されている。

▼ ひとこと！
諸行無常

Create New Stage !
建設分野

株式会社 アラキ工務店
代 表
所在地

U R L
資本金

代表取締役 荒木 勇
〒615−0906
京都市右京区梅津高畝町52番地の2
TEL 075-882-8668
http://www.kyoto.zaq.jp/araki/
2,000万円

■事業内容
京町家をはじめとする戦前に建てられた住宅を改修
する京都の工務店。次の代まで住み続けられるよう
に、職方の育成にも注力。古材を再利用した住まい
も業界に先駆けて取り組み、建った時から古い住宅
を提供。

1. 良い仕事をしよう！「アラキさんにやってもらって良
かった」と心から感じてもらえる住まいを提供しよう
ラキさんの仕事ができて嬉しい」と感じてもらえる環境
をつくろう 3. 良い仕事で町並みを守ろう！ 木造建築の
歴史的町並みを守り続けよう

（2005年１月１日制定）

氏が、長年産業政策に携わってこ
られた経験を少しでも吸収した
い。そして弊社も、世界のニッチ
市場でトップを狙えるように成長
していきたいと願っています。
鉋作業

▼印刷関連

伝統を守り、古い建物をよみがえらせることで、京都の

▼ ひとこと！

▼建設分野

2. 良い仕事を楽しもう！ 大工さんや協力業者さんが「ア

▼ 尊敬する人物
京都市産業戦略監 白須正氏

会員企業紹介

■経営理念および方針
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印刷関連

株式会社 田中プリント
代 表
所在地

U R L
資本金

代表取締役 田中 久代
〒600-8047
京都市下京区松原通麩屋町東入石不動之町677-2
TEL 075-343-0006 FAX 075-341-4476
http://www.tn-p.co.jp/index.html
2,000万円

■事業内容
企画・デザイン・DTP・オフセット印刷・オンデマン
ド印刷
企画デザインから製品まで、一貫システム
■経営理念および方針
「お客様の立場に立って仕事をなし、社員の明るい生活をめ
ざし、会社を発展させ、共に成長し、社会に貢献しよう。」
一、心を磨き、誠意をもって人に接し、熱意をもって仕事
にあたり、優れた人材になろう。
一、技術の向上につとめ、仕事の合理化を考えて行動し

▼ 尊敬する人物
田中角栄
▼ ひとこと！
今こそ出発点

よう。
一、チャレンジ精神をいつも失わず、自分の持てる能力
の限界に挑戦しよう。
一、新技術を吸収し、時代の最先端を生き抜こう。

只今、ミーティング中

Create New Stage !
印刷関連

中沼アートスクリーン 株式会社
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役社長

中沼 崇

〒616-8082
京都市右京区太秦安井奥畑町23
TEL 075-841-9301 FAX 075-801-1218
http://www.nakanuma.co.jp
6,300万円

■事業内容
電子部品製造や身の回りの製品の加飾などにたくさ
ん使われているスクリーン印刷。そのスクリーン印
刷用マスク作成からスクリーン印刷加工まで、スク
リーン印刷の総合サプライヤーです。
会員企業紹介

■経営理念および方針
品質を第一にお客様から信頼できる製品づくりと、
安定した製品供給を行うこと。

▼印刷関連

その実現のため、
「魅力」という社是を掲げ、魅力あ

▼生活・環境

地域に根差した会社、社会に必要とされる会社を目

る人創りと魅力ある商品創りをもって魅力ある会社
創りを目指しています。地域コミュニティを支え、
指しています。

▼ 尊敬する人物
田中邦裕
忌憚なく話せる雰囲気と、自社の
ファン層を増やす積極的な取り
組みは素晴らしいと思います。

▼ ひとこと！
経営者としてまだまだ経験が浅
いですが、勉強していきますので
よろしくお願いします。
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生活・環境

有限会社

エスアールフードプロデュース
代 表
所在地

U R L
資本金

代表取締役 齋藤 三映子
〒612-0031
京都市伏見区深草池ノ内町6-29
TEL 075-641-6805 FAX 075-201-4271
http://srfoodproduce.com
600万円

■事業内容
飲食店舗プロデュース、飲食運営サポート、飲食メ
ニュー企画開発、地域資源を活かした特産品企画開
発アドバイザー、地域おこしアドバイザー、農業ビ
ジネスアドバイザー、京都伝統野菜商品化アドバイ
ザー、
「京の食」トータルアドバイザー、
上記に関する各種講演及びコンサルタント事業
■経営理念および方針
「食」を通じてすべての人の幸せを追求します。
地域資源を生かして人の体と心に優しい「ものづ
くり」と「サービス」を提供します。
繋がるすべての人と夢を共有し、目標に向かって
自ら考え共に行動を起こします。
循環型社会を推進し、未来の暮らしを守ります。

▼ 尊敬する人物

松山大耕氏（現妙心寺副住職）です。こ
の方が仏の道を目指す苦悩や厳しい修
行を続ける中から生まれた、独自の世界
観は全ての人の生きる指標となり、これ
からの未来に向けたメッセージとなりま
す。清々しいお人柄と、心に響く言葉は
心に沁みます。

▼ ひとこと！
日本の「食」を世界に広め、
「食」を通じて
日本を元気にしていきたいと考えています。

社屋風景

Create New Stage !
生活・環境

株式会社 京都はんなり本舗
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

伴 康夫

〒604-8181
京都市中京区綿屋町536-202
TEL 075-611-0975 FAX 075-623-5607
http://www.flavors-kyoto.com
100万円

■事業内容
京野菜スイーツの製造・販売
■経営理念および方針
経営理念
私たちは、第一にお客様に満足していただける製品
及びサービスを提供し続けることにある。第二に、
働く全ての従業員が、誇りを持ち、安心して仕事に
従事できる職場であり続けなければならない。第三

▼ 尊敬する人物
松下幸之助

経営方針

会員企業紹介

に、それをもって社会貢献となす。
▼ ひとこと！

常に前向きに物事をとらえ、新たな発想とチャレン

なせば成る
店内風景

▼生活・環境

ジ精神で行動をする企業であり続ける。
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生活・環境

大東寝具工業 株式会社
代 表
所在地

U R L
資本金

代表取締役 大東 利幸
〒612-8238
京都市伏見区横大路下三栖山殿66-2
TEL 075-622-6245 FAX 075-622-1337
http://www.daitoushingu.com
1,000万円

■事業内容
寝具・ホームファッション事業

眠りの支援事業

住宅リフォーム・建装・インテリア事業
■経営理念および方針
私たちは、わくわくドキドキする想いで、快眠と
くつろぎを創造し、お客様の健康と快適な暮しに
必要な会社になります。
私たちは、思いやり信頼し合い、自立心を育み、
共に成長できる職場環境をつくり、明るく元気に
人々の役に立つことを通じて一人一人が人間的成
長をし、自己実現をします。
私たちは、社会の一員として、存在できる感謝の
想いを忘れることなく、より良い社会づくりに寄
与し未来のために環境の保全に努めます。

▼ 尊敬する人物
川久保玲
挑戦者であり続ける姿勢

▼ ひとこと！
睡 眠 で 健 康 を 支 えるプ ラット
フォームづくりを通じて、快眠と
くつろぎの創造に取り組んでいま
す。睡眠環境改善について、お
気軽にお声掛けください。

Create New Stage !
生活・環境

有限会社 フットクリエイト
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

櫻井 寿美

〒600-8151
京都市下京区間ノ町通上珠数屋町下ル打越町318
TEL 075-365-3748 FAX 075-365-3751
http://www.footcreate.com
350万円

■事業内容
足に負担のない靴の販売（ウォーキング/おしゃれ
/介護/子供）
、オーダーメイドインソール設計製造
販売、フットケア、足と靴の相談会・セミナー企画、
フットケアマシン・インソール製造CAD/CAM輸入
販売
会員企業紹介

■経営理念および方針
「歩いて健康・元気で100歳」をテーマに、足元から
の健康を提案し続けます。足の健康を維持すること

▼生活・環境

によって、個人の健康寿命を延ばし、社会的負担を
軽減するとともに、個々のQOLを高め、社会の人々
が健康で生き生きとした毎日を送って頂けるよう、
お手伝いをすることが、私たちの役割です。

▼ 尊敬する人物
緒方貞子氏
政治学者という立場から、国連難
民高等弁務官という役職につかれ、
素晴らしいリーダーシップで世界を
導いてこられたところが素敵です。

▼ ひとこと！

▼その他

経営も人生も人とのご縁が一番大
切だと思っています。頂いたご縁を
大切に紡いで参りたいと思います。

店内風景
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その他

アド・アソシエイツ 株式会社
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

西村 吉郎

〒604-8132
京都市中京区高倉通三条下ル丸屋町165
TEL 075-257-8022 FAX 075-257-8023
http://www.adassociates.jp
350万円

■事業内容
イベント企画運営と文化人プロデュース
Webサイトの企画・制作・管理運営
映像の企画〜制作と各種電子媒体制作
各種印刷媒体の企画・デザイン・制作
販売促進とブランディングのコーディネート
■経営理念および方針
人間性を重視し、創造性豊かな人材育成と活用を図
ると共に、チャレンジ精神発揮の場を創り、以下の
方針により文化・芸術に貢献します。
①顧客の良き相談相手となり顧客の未来に貢献
②社会に信頼される人材と製品の提供
③文化と芸術の絶え間ない研究と活用
④開発精神と自己研鑚の継続

▼ 尊敬する人物
特になし

▼ ひとこと！
「グローバル化時代こそ、同化ではなく
個性化の時代。大切なことは、
『日本文
化の深層を知り、未来への技術と戦略
を創造』すること。ヒントはコラボレー
ション。」ではないでしょうか。

Create New Stage !
その他

アルコム 株式会社
代

表

所在地

U R L
資本金

取締役社長

伊藤 康成

〒612-8236
京都市伏見区横大路下三栖里ノ内13番3
TEL 075-602-0101 FAX 075-602-7157
http://www.alcommjp.com/
1000万円

■事業内容
(1 )梱包・保管・荷役・輸送の業務
(2 )梱包資材の設計・販売の業務
(3 )資材預託サービスの業務
(4 )労働者派遣の業務

■経営理念および方針
お客様の満足する品質を提供し、企業の発展を目
指す。
スパートとして、お客様の大切な製品をより安全に
運ぶために、梱包方法のご提案・お届け先までの輸
送に関わることまでをサポートする―

〈理由〉駆逐艦「雷」の艦長時にスラ
バヤ沖海戦で撃沈されたイギリス兵
422名の救助を命じ実行した人物。
このことを生涯誰にも言わなかった。

会員企業紹介

―梱包・輸送に関わる物流業界を支える梱包のエキ

▼ 尊敬する人物
工藤俊作（第二次世界大戦の海軍軍人）

▼ ひとこと！

▼その他

これまでの皆様からのご支持、ご愛
顧に感謝いたしますとともに、今後
ともアルコム株式会社をよろしくお
願いいたします。
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その他

いつわ法律事務所
代

表

所在地

U R L

弁護士

山地 敏之

〒604-8152
京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町670
京都フクトクビル3階
TEL 075-257-7637 FAX 075-257-7638
http://itsuwa-law.co.jp/

■事業内容
弁護士として中小企業および個人からの相談を受
け付け、解決へと導きます。
取扱案件は、中小企業における契約・債権回収・労
働問題・不当要求などが多いですが、経営者個人に
おける問題（相続・遺言など）について多岐に渡って
ご相談をお受けしております。
■経営理念および方針
１. 必ず結論を出します。
２. 依頼者に応じたオーダーメイドの対応を致します。
ご依頼者様の問題に対し、その時に最善と考える
対応をきちんとお勧めします。また、相談時間・対
応人員・他業種連携等、事件内容に合わせフレキシ
ブルに対応しております。

▼ 尊敬する人物
もと事務所のボス
今の自分があるのはボスのおか
げです。

▼ ひとこと！
相談してよかったと言ってもらえ
ることが何よりの励みです。そう
思ってもらえるよう取り組んでい
きたいと思います。

いつわ事務所風景

Create New Stage !
その他

株式会社 カスタネット
代 表
所在地

U R L
資本金

代表取締役社長・社会貢献室長 植木 力
〒601-8037
京都市南区東九条西河辺町33番地
TEL 075-681-9100 FAX 075-693-4625
http://www.castanet.co.jp
1,000万円

■事業内容
法人向けに①オフィス家具、②オフィス消耗品、
③『そなえる.com』事業（防災セミナー、防災用品
販売）④工場用作業用品の販売、⑤ソーシャルビジ
ネス（ソーシャルバスケットのキフト、花キフト）を
販売。
■経営理念および方針
「いつも社会と共鳴する企業をめざし、社会貢献と
事業がシンクロナイズする姿を追い求めています。」
会員企業紹介

を企業理念に掲げ、企業の営利活動と社会貢献活動
（非営利活動）は、決して相反するものではなく、む
しろ親和性があり車の両輪のようなものであると考
えています。

▼ 尊敬する人物
松下幸之助
「商売は、お金儲けだけでは駄目、社会貢献が必要」と経営の基本を導い
てくれた。

▼ ひとこと！

▼その他

『そなえる.com』は防災
意識の風化という社会的
な課題をビジネス手法で
解決するソーシャルビジ
ネスを目指しています。
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その他

有限会社 京都旅企画
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

滑田 教夫(みちお)

〒615-8107
京都市西京区川島北裏町74
TEL 075-394-4551 FAX 075-075-394-4552
http://www.kyoto-tk.com/
500万円

■事業内容
地域資源の観光商品化開発・販売
◆京都体験観光
職人さんから教わる伝統産業（15種類）
伝統芸能（能・狂言・雅楽・上方落語・京舞 等）
食文化（京野菜収穫・料理作り 等）
■経営理念および方針
京都の観光資源を活用し地域活性化に貢献する
ユーザー側に立った旅のコーディネートを目指します。
体験、体感の観光プランを開発し、リピーターになっていただくことを目指します。
着地型観光の商品造成を行い、地域の活性化に貢献することを目指します。
観光イベントのプランニングにより、国内外の集客につながることを目指します。
京都の魅力を発信し、より多くの方々が訪れていただくことを目指します。
旅企画「案内パンフレット」

Create New Stage !
その他

株式会社 グローバルエステート
代

表

所在地

U R L
e-mail
資本金

代表取締役

宮本 幸浩

〒600-8491
京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町480
オフィスワン四条烏丸1104
TEL 075-344-0188 FAX 075-344-0228
http://www.or2.fiberbit.net/global/
global@or2.fiberbit.net
300万円

■事業内容
不動産売買、不動産仲介、不動産賃貸
土地、建物（テナントビル、オフィスビル、収益マン
ション、ホテル、店舗、工場から個人住宅まで）
■経営理念および方針
理念・・・京都の地域発展に貢献する。魅力ある

▼ 尊敬する人物
真田幸村

街づくり。
▼ ひとこと！

会員企業紹介

方針・・・お客様の立場に立って考え、行動する

勇気

▼その他

建物
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その他

ＫＴ合同会社
代表者
所在地

資本金

北尾 康和
KVBC窓口担当：槌道 薫
〒600-8876
京都市下京区西七条南中野町4番地
TEL 090-5901-6843 FAX 075-723-7277
100,000円

■事業内容
企業経営者の応援団

■経営理念および方針
過去と未来をつなぐ企業の今を大切にする。

槌道 薫

▼ 尊敬する人物
高橋憲行
マーケティングの達人。

▼ ひとこと！
企業の成長とともに複雑化する
経営の状況判断を、理解しやす
い報告書に取りまとめ、更なる事
業意欲をかきたてるお手伝いを
させていただきます。

Create New Stage !
その他

林 運輸 株式会社
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

伊藤 大輔

〒612-8456
京都市伏見区中島中道町84
TEL 075-611-9171 FAX 075-611-9172
http://hayashi-unyu.co.jp
1,000万円

■事業内容
一般貨物取扱業、貸切業、倉庫業

■経営理念および方針
顧客第一 …… お客様本位の精神のもと、最適且つ
心のこもったサービスを提供する。
人権尊重 …… ひとりひとりを大切にし、社員、家族

▼ 尊敬する人物
特になし

が安心して働ける職場環境を作る。
会員企業紹介

社会貢献 …… 業務活動は健全な利益を生み、良き
会社、良き市民として社会の発展に
貢献する。

▼ ひとこと！
特になし

向 上 心 …… 新しい可能性に積極的に取り組む。

▼その他
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その他

有限会社 ブルーム
代

表

所在地

U R L
資本金

代表取締役

松尾 裕司

〒606-0863
京都市左京区下鴨東本町25 ワールドダック903
TEL 075-707-8077 FAX 075-707-8078
http://www.blue-m.co.jp
300万円

■事業内容
＜ブランディング＞
■企業や商品の価値を高めて売上を上げる
＜販路開拓・販売促進＞
■新商品・既存商品の売上を上げる
＜新市場開拓＞
■売れるための新商品・新事業開発
＜イベント＞
■企業の周年記念、地域活性化、展示会
＜コミュニケーション＞
■広報・広告・デザイン・ネーミング・コピー
■経営理念および方針
経営理念……清く正しく美しく
経営方針……元気な企業をたくさん創出すること

▼ 尊敬する人物
相田みつを氏
書家としての心に伝わる言葉と絶
妙な書から、勇気と元気をいた
だいています。

▼ ひとこと！
総合広告代理店で長年培ったス
キルを活かし、様々な手法を駆使
し5 0 0 社以上の実績があります。

オフィスから望む

Create New Stage !
その他

前川健司税理士事務所
代

表

所在地

前川 健司
〒604-8241
京都市中京区三条通新町西入る釜座町22
ストークビル三条烏丸412
TEL 075-741-6620 FAX 075-741-6665

■事業内容
中小企業の会計・税務支援。
創業のお手伝いからさらなる事業の発展につながる
アドバイスを行うビジネスドクターとして事業家の
皆様の良きパートナーとなること、また数字の世界
にこだわることなく事業家の皆様に寄り添い、資産
活用や事業承継まで次世代の皆様に喜んでいただけ
るようなよろず相談窓口を実践しております。

地域の活性化はその地域の中小企業が担っていると
日々実感しております。その中小企業の発展と持続
を会計・税務を通じて支援し、企業家の方と目標を

▼ ひとこと！
見た目はいまいちですが一度ご
相談ください。ご満足いくまでお
手伝いします。

▼その他

共有し達成することを理念としております。

日本統一の確固たる意思をもっ
て邁進し、当時の斬新な政策を
数多く打ち出したところ

会員企業紹介

■経営理念および方針

▼ 尊敬する人物
織田信長
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その他

武藤社会保険労務士事務所
代 表
所在地

U R L

武藤 崇
〒600-8076
京都府京都市下京区高辻通柳馬場西入
泉正寺町466 日宝京都2号館5階2号
TEL 075-344-2610 FAX 050-3488-1110
http://www.sr-mutoh.com/

■事業内容
労働・社会保険手続き
給与計算事務代行
就業規則および各種規程の作成
助成金に関する相談
人事評価制度の構築
社会保険料適正化支援
当事務所では企業経営者にとって良きパートナーと
して、ご相談、アウトソーシングの業務を提案させ
て頂いております。様々な場面で会社運営を決定さ
れるのは経営者であります。その決定をされるまで
の道筋の中に、当事務所を身近な良きパートナーと
してご利用頂けたら幸いと存じます。

▼ ひとこと！
当事務所ではハローワークなど
の公的機関への各種届出の代
行、毎月お手間のかかる給与計
算業務の代行などのほかに、従
業員のやる気を育て、企業の業
績アップに貢献する研修制度の
ご提案など幅広く雇用管理のお
手伝をいたします。

表彰制度
〜会社を変える最強のモチベーション戦略〜
出版社：東洋経済新報社

Create New Stage !
その他

優司法書士法人
代 表
所在地

U R L

代表司法書士 上村 拓郎
〒604-8187
京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町
436番地 永和御池ビル７階
TEL 075-213-2016 FAX 075-213-2017
http://you-office.com

■事業内容
1 . 売買、相続など不動産の名義変更登記手続業務
2 . 会社設立などの商業登記手続業務
3 . 相続財産管理承継業務、成年後見業務
4 . 住宅ローン借り換え支援業務
5 . 遺言書作成、契約書作成業務
6 . 簡易裁判所訴訟代理業務（訴額140万円以下）
7 . 動産譲渡、債権譲渡登記業務

▼ 尊敬する人物
孫子
『戦わずして勝つ』

▼ ひとこと！
会員企業紹介

■経営理念および方針
顧客様に心の平穏を提供し、私たちの法的サービス
に感動して頂きます。

▼その他

KVBCでの活動を通じて、手続的
な仕事だけではなく、新しい法
的サービスの創造に挑戦してい
きたいと思えるようになりました。
これからもよろしくお願い申し上
げます。

応接風景

34

その他

株式会社 ログレス貿易
代 表
所在地

U R L
資本金

代表取締役 ロイ 詩百瑠
〒604-0827
京都市中京区高倉通二条下る瓦町543-1
EDU二条高倉2F
TEL 075-950-1105 FAX 075-950-1106
jp.rogress.com
2,000万円

■事業内容
太陽光パネル・架台等、太陽光発電システムとその
関連機器の輸出入及び販売
繊維機械、産業機械及びそれらの部品の販売
水処理機器の販売
海外における各種市場に関するコンサルタント業務
■経営理念および方針
お客様の成功が、弊社の成功をもたらすという考え
方そして、お客様との相互信頼、長期のお取引関係
というビジネスの考え方を常に持ち続けています。
海外の異文化、習慣に対する弊社の深い理解が、お
客様に具体的な結果と、継続的な成果を確実にする
ものと考えています。

弊社輸入販売（パネル・架台、甲賀発電所 8Mw）

▼ 尊敬する人物
ネルソン マンデラ
生きる上で最も偉大な栄光は転
ばないことではなく転ぶたびに起
き上がり続けることにある。

▼ ひとこと！
日本企業と世界をつなぐ懸け橋と
してお客様の世界市場開拓のお
役に立ちたいと考えています
代表取締役

ロイ

詩百瑠

Create New Stage !
その他

株式会社 和光舎
代 表
所在地

U R L
資本金

代表取締役 西谷 真一
〒612-8081
京都府京都市伏見区新町3丁目487番地
TEL 075-612-7988 FAX 075-612-5760
http://www.wakohsha.com/
1,000万円

■事業内容
法衣・袈裟のクリーニングと補修、刺繍の補整
■経営理念および方針
「良い仕事をしよう」
顧客･自社・社会の「三方良し」を考える
礼に則り義にかなう
一人一人が成長する
最高の技術を更に進化させる
広く情報を集める
顧客に有益な情報を提供していく
これらを遂行していく事が、社員の幸福、会社の発

▼ ひとこと！
京都ならではの魅力を発信して
いければと思っています。
寛政十二年（1800年）の刺繍打敷を修復中

▼その他

展、社会への貢献に繋がっていくと考えています。

自分の能力を重視するより、他人
を心から信頼し信用した事で、周
りの人達の能力を発揮させる事
に長けていたところ。人格。

会員企業紹介

常にカイゼンを意識する

▼ 尊敬する人物
劉備 玄徳
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京都市ベンチャービジネスクラブへのお誘い 【会員募集】
「Shake hands Tomorrow」
（創造、交流、成長）を合言葉にベンチャー
スピリットを通じて、相互交流し、協調の精神で会員企業の成長と
産業の振興を図ることを目指し、ベンチャーの都・京都から世界へ飛躍
を目指す「未来派企業集団」として、創造と挑戦を続けます。
是非私たちと共に事業展開や経営について語り合いましょう。
■ 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

SHAKE HANDS LETTER
京都市ベンチャービジネスクラブ設立 3 0周年記念号
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