
  2/20(金)
13:00～15:00

ガレリアかめおか下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

  2/24(火)
13:00～15:00

丹後・知恵の
ものづくりパーク

下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

  3/  4(水)
14:00～16:00

北部産業技術
支援センター・綾部２F

第6回 産学交流セミナ－
エレクトロニクス製造業の成り立ち、課題、そしてその取り組みについて
－グロ－バル企業戦略と中小企業のあり方－

  3/  4(水)
13:30～16:30

京都府産業
支援センター交流サロン

京都デザインマネジメント勉強会⑤
（Gマーク・エントリーシートの完成）

  3/  3(火)
14:00～17:30

京都大学
宇治キャンパス京都大学宇治キャンパス産学交流会

  2/24(火)
14:00～16:30

メルパルク京都
5F 「京極の間」

後継者マッチング事業説明会(ミライミーティング）
知っていて良かった！ 銀行に信用される会社

  2/25(水)
13:00～15:00

北部産業技術
支援センター・綾部下請かけこみ寺巡回相談

  2/26(木)
13:00～16:00

京都産業２１ けいはんな支所
（けいはんなプラザラボ棟

３F「応接室」）
よろず支援拠点 巡回相談会

  2/  5(木)
13:30～17:00

京都府産業
支援センター研修室ナノ材料応用技術セミナー

  2/  9(月)
13:00～17:00

京都府産業
支援センター研修室光ものづくりセミナー

  2/10(火)
13:30～16:30

京都府産業
支援センター交流サロン

京都デザインマネジメント勉強会④
（Gマーク・エントリーシートへの落とし込み）

  2/12(木)
13:00～16:00

京都産業２１ 北部支援センター
（丹後・知恵ものづくりパーク）よろず支援拠点 巡回相談会

  2/16(月)
13:00～17:00

京都リサーチパーク
４号館「ルーム２」

「市場戦略のプロセスをつくる」講座 第７回
イノベーション・経営人材育成事業

  2/17(火)
13:00～15:00

久御山町商工会下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

10:00～17:00

京都パルスプラザ（京都市伏見区竹田）
京都ビジネス交流フェア２０１5
●ものづくり加工技術展
●製品開発型技術展
●産学公金連携マッチングフェア
●近畿・四国合同広域商談会（10:30～16:40）
●KYOTO DESIGN WORK SHOW  
●京都産学公連携フォーラム２０１５（10:10～17:00）
●京・知恵舞台
●平成26年度京都中小企業技術大賞表彰式
　（2/18のみ 10:30～11:20）
●下請取引改善講習会（2/18のみ 13:00～16:00）

〜
    2/18(水)

19（木）

  2/19(木)
13:30～16:30

中丹技術
支援センター・綾部材料解析技術セミナー

  3/18(水)
13：30～17：00

京都リサーチパーク
４号館「ルーム1」第３回 生活支援ロボットビジネス研究会

  3/12(木)
13:00～16:00

京都産業２１ 北部支援センター
（丹後・知恵ものづくりパーク）よろず支援拠点 巡回相談会

  3/19(木)
13:00～16:00

京都産業２１ けいはんな支所
（けいはんなプラザラボ棟

３F「応接室」）
よろず支援拠点 巡回相談会

http://kyoto-isc.jp/&
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http://kyoto-isc.jp/　〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町１３４

http://www.ki21.jp

代表 TEL 075-315-9234　FAX 075-315-9240
北部支援センター 〒627-0004 京丹後市峰山町荒山２２５
 TEL 0772-69-3675　FAX 0772-69-3880
けいはんな支所 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1丁目７（けいはんなプラザ ラボ棟）
 TEL 0774-95-5028　FAX 0774-98-2202
上海代表処 上海市長寧区延安西路２２０１号 上海国際貿易中心1013室
 TEL +86-21-5212-1300

代表 TEL 075-315-2811　FAX 075-315-1551
中丹技術支援室 〒623-0011 綾部市青野町西馬下３８－１
 TEL 0773-43-4340　FAX 0773-43-4341
けいはんな分室 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1丁目７（けいはんなプラザ ラボ棟）
 TEL 0774-95-5027　FAX 0774-98-2202

編集協力／為国印刷株式会社
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2/14（土）・22（日）
９：３０～１６：３０

丹後・知恵の
ものづくりパーク

「生産性向上を目指した生産管理」講座
（ＱＣ検定２級試験対策）

◆北部地域人材育成事業

医療・介護等機器開発や薬事関連法規などライフサイエンス分野のビジネスに関する
相談について、お気軽にご連絡ください。（事前申込制）（公財）京都産業21ライフサイ
エンス推進プロジェクト TEL ０７５‒３１５‒８５63  FAX ０７５‒３15‒9062

【医療・介護等機器無料相談日】（毎週水曜日 13：00～17：00）

事前申込およびご相談内容について、（公財）京都産業２１ 事業推進部 市場開拓
グループまでご連絡ください。TEL ０７５‒３１５‒８５９０　FAX ０７５‒３２３‒５２１１

【取引適正化無料法律相談日】（毎月第二火曜日 １３：３０～１６：００）
後継者不在、後継者育成等に関する相談について、お気軽にご連絡ください。
（申込不要・無料）京都中小企業事業継続支援センター TEL 075-315-8897
２/２（月）、１６（月）、３/２（月）、１６（月）

後継者対策特別相談デー（下記日程の13：00～16：00）

事前申込およびご相談内容について、（公財）京都産業２１ お客様相談室まで
ご連絡ください。 TEL ０７５‒３１５‒８６６０　FAX ０７５‒３１５‒９０９１

【専門家特別相談日】（毎週木曜日 １３：００～１６：００）

「京都ビジネス交流フェア2015」開催のご案内

シリーズ「イノベーションの風」
オーストリッチファーマ（株）／オーストリッチファクトリー（株）

京都ライフサイエンス・ビジネス商談会 in 本郷
開催

京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト
支援企業紹介
飛鳥メディカル（株）

同志社ビジネススクール共同企画
「成長のための経営戦略講座」開催

設備貸与企業紹介
（株）幸伸

京都発 ！ 我が社の強み
双和電機（株）

センター事業から
「新規導入機器紹介」

相談事例・業務紹介
「社内技術者の人材育成をサポートします！」

研究報告
「配位化合物含有めっき排水へのマイクロバブル
浮選法の応用（Ⅱ）」

受発注あっせん情報

行事予定表

  2/  5(木)
13:00～15:00

南丹市園部公民館下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

  2/  4(水)
13:30～17：20

京都リサーチパーク
４号館２階ルーム２

京都府よろず支援拠点 
中小企業広報戦略セミナー

  2/  4(水)
14:00～16：00

北部産業技術
支援センター・綾部２F

第５回 産学交流セミナ－
マイクロ電子デバイスとテキスタイル－ウエアラブル端末に向けて－

  2/  3(火)
10:30～16:30

京都府産業
支援センター５F交流サロン

「経営と製造現場をつなぐ」講座 第５回
イノベーション・経営人材育成事業

行事予定表 担当：■公益財団法人 京都産業21　■京都府中小企業技術センター
日  時 名  称 場  所 日  時 名  称 場  所

  2/  4(水)
13：30～17：00

京都メルパルク
5F 「会議室A」第２回 生活支援ロボットビジネス研究会

※行事については、すでに申込を締切っている場合があります。詳しくはお問い合せください。

3/  9(月)14:00～16:00 京都市産業技術研究所２F大ホール

3/10(火)14:00～16:00 京都府丹後広域振興局 峰山総合庁舎 第３会議室

3/11(水)14:00～16:00 京都府中丹広域振興局 綾部総合庁舎 第１会議室

3/12(木)14:00～16:00 京都府南丹広域振興局 亀岡総合庁舎 第３・４会議室

◆平成27年度
　「きょうと元気な地域づくり応援ファンド支援事業」
　事業者説明会

3/13(金)14:00～16:00 京都府山城広域振興局 宇治総合庁舎 大会議室

2/7（土）
９：３０～１６：３０

丹後・知恵の
ものづくりパーク

「製造業に活かす品質管理技法」講座
（ＱＣ検定３級試験対策）2/5（木）・12（木）

９：３０～１６：３０

北部産業技術
支援センター・綾部中堅管理者育成研修

2/6（金）・13（金）
９：３０～１６：３０

北部産業技術
支援センター・綾部第二種電気工事士対策講座

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）京都貿易情報センター 開所のお知らせ
　２０１５年１月１５日（木）、京都リサーチパーク２号館２階に「ジェトロ京都貿易情報センター」を開所しました。世界約70カ所以上の海外ネットワークを
活用したサービスメニューを取り揃えて、皆様の海外展開支援をサポートします。ぜひお気軽にご相談ください。

連絡先：京都市下京区中堂寺南町１３４番地 ＫＲＰ２号館２１５号室　TEL ： ０７５-３２５-５７０３　FAX ： ０７５-３２５-5706　E-mail ： kyo@jetro.go.jp

http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/kyoto〈業務内容〉貿易投資相談、海外情報の提供、海外企業誘致支援等


