
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和元年 10 月 25 日配信） 

 

京都市地域企業未来力会議参加者等  各位 

 

 いつもお世話になり，ありがとうございます。  

 メールマガジンを配信します。  

 

 会議の情報や京都市からのお知らせのほか，皆様からの掲載希望も受け付けて  

いますので，イベントやセミナーの御案内，新商品の御案内，自社での取組の周  

知など掲載内容を事務局までお知らせください！  
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(1)「京都・地域企業応援会」の参加者募集について  

 

 ６月からスタートしました「京都・地域企業応援会」について，現在，以下の  

日程で参加者を募集しております。開催日が近づきますと予約が埋まってしまい  

ますので早めのご予約をお願いします！  

 個々の事業者様の課題解決につながるビジネスアイデアについて，具体化に向  

けたきめ細かな助言や地域企業間マッチング等を行い，地域企業の皆様の活動を  

徹底応援します。是非この機会にお申込みください！  

  

 

 

 



■実施日 ：第 ９回応援会：１１月 ８日（金）  

      第１０回応援会：１１月２２日（金）  

      第１１回応援会：１２月  ６日（金）  

    ※第１２回以降の予定は，ＷＥＢサイトを通じて随時更新してまいります。  

 

■実施時間：各日，４つの時間帯（各２枠・計８枠）を設けます。 

①  午後１時００分～午後２時００分  

②  午後２時３０分～午後３時３０分  

③  午後４時００分～午後５時００分  

④  午後５時３０分～午後６時３０分  

※第１１回のみ，④の時間は開催しませんのでご注意ください。  

 

■会  場：第９回：京都経済センター３階  「ＫＯＩＮ」  

      （京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78 番地） 

第１０，１１回 ：「ＴＲＡＦＦＦＩＣ」  

      （京都府京都市下京区塩竈町 363 ウエダ本社北ビル 2F） 

 

■対  象：京都市内に本店又は主たる事務所を有する事業者  

■定  員：各日，先着８事業者まで（１事業者当たりの相談時間：最大１時間）  

■相談費用：無料 

■申込方法：事前申込が必要となりますので，御希望日時を以下のＷＥＢサイトから  

お申込ください。  

           https://community-based-companies.kyoto/ouenkai  

※申込状況により，日時等ご希望に添えない場合がございますので，ご了承ください。  

 

【お問合せ先】  

 京都市産業観光局 商工部 地域企業振興課 

 TEL：075-222-3329 ﾒｰﾙ：chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp 

 

▼京都・地域企業応援プロジェクト WEB サイトはこちら  

  https://community-based-companies.kyoto/  

 ▼未来力会議 facebook はこちら  

  https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/  

 ▼過去の会議資料等  

  https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html  

 ▼メールマガジンのバックナンバー  

  http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209798.html 
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(2) Ambiente2020「京都ブース」出展企業募集  

≪産業観光局≫  

 

「Ambiente」 はドイツ・フランクフルトで毎年開催される世界最大級の消費財  

見本市で，最先端のアイデアを取り入れた国際色豊かな製品が一堂に会する場です。  

前回「Ambiente2019」では，92 ヶ国 4451 社が出展し，また 166 ヶ国から  

約 136,000 名のバイヤーが来場しました。また，来場者の 57％がドイツ国外から  

訪れるバイヤーであり，ビジネスに直結する国際的な見本市です。  

京都海外ビジネスセンターでは，海外販路拡大に意欲のある京都府内中小企業  

の出品を支援すべく，「京都ブース」を用意し参加します。欧州諸国をはじめ，全 

世界に貴製品をアピールし，新規取引先を発掘する絶好のチャンスとして，ぜひ 

同見本市への参加をご検討ください。  

 

 

 

https://community-based-companies.kyoto/ouenkai
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〇Ambiente2020 概要： 

■日時：2020 年 2 月 7 日（金曜）～11 日（火曜）（ 5 日間） 

■場所：フランクフルト国際見本市会場  

■主催：Messe Frankfurt Gmbh 

■対象：消費財全般（テーブルウェア，キッチン用品，インテリアアクセサリー， 

ギフト用品等）  

■前回実績：出品者数：4,451 社・団体（92 カ国・地域）   

■来場者数： 136,000 人（166 カ国・地域）  

 

○京都ブース概要：  

■主催者：京都海外ビジネスセンター（構成団体：ジェトロ京都，京都府，京都市， 

京都商工会議所，（公財）京都産業 21，（公財）京都高度技術研究所）  

 

■出展テーマ：「Made in Kyoto - Designed by Kyoto」 

「Made in Kyoto - Designed by Kyoto」をコンセプトとした世界的なブランド  

構築を目指し，京都で育まれ継承されてきた伝統技術や京都の持つ地域性，風土に 

インスパイアされ生まれたデザインを「京都ブランド」として一元的に発信する。  

■出展規模：  

60 平方メートル（ 5 メートル×12 メートル，2 面開放）  

※1 社あたりのスペースは 3 平方メートル（ 1.5 メートル×2 メートル）(予定) 

■出展ホール：ホール 8（インテリアデザイン）  

※ホール 8 の来場者ターゲットは，セレクトショップ等の小売  

 

○申込締切 

2019 年 10 月 31 日（木曜） 17 時 00 分 

 

○お申込みについては，以下をご参照ください。  

https://www.jetro.go.jp/events/kyo/9dc94a560e5dc95f.html  

 

-------------------------------------------------------------------------  

(3)「京都市 IoT ビジネス相談窓口」のご案内  

 ～地域企業の皆様の ICT・IoT 利活用を支援します！～  

≪産業観光局≫ 

 

地域企業の皆様の ICT・IoT 利活用を支援する「京都市 IoT ビジネス相談窓口」  

をご存知でしょうか？京都市が開設，運営しているこの窓口では ,ICT・IoT に 

関する相談の受付や，各種セミナー情報のご紹介などを行っています。  

 ICT・IoT を活用し，御社の生産性向上や新たなビジネス創出に取り組みませんか？  

 

 また，窓口では，各種セミナー，助成金情報などをお届けするメールマガジンの  

登録も受付中です。ぜひ，この機会にご登録ください！  

 

【メールマガジン登録フォーム】  

  https://www.kyotocity-iot-soudan.kyoto/m_magazine/  

 

■「京都市 IoT ビジネス相談窓口」で行っていること■  

 

①ICT・IoT に関する各種相談の受付  

 「自社の課題を ICT・IoT で解決したい！」 

 「こういう課題に使える ICT・IoT ツールはない？」  

 「他社と ICT・IoT を活用した新ビジネスを展開したい！」など，  

 

 ICT・IoT に関するビジネス上のご相談があれば，  

 下記リンクのメールフォームからお気軽にご連絡ください！  

https://www.jetro.go.jp/events/kyo/9dc94a560e5dc95f.html
https://www.kyotocity-iot-soudan.kyoto/m_magazine/


 

 【IoT 相談窓口】  

   https://www.kyotocity-iot-soudan.kyoto/contact/  

 

②ICT・IoT 導入事例やセミナー情報のご紹介  

 ・ ICT・IoT に関する各種セミナー等のイベント情報  

 ・ ICT・IoT を導入する際に活用できる助成金などの情報  

 ・ 企業から寄せられた ICT・IoT ソリューションや，  

   それらの活用事例 等 

 をご紹介しています。 

 

 詳しくは，下記リンクをご覧ください。  

 

【京都市 IoT ビジネス相談窓口】  

  https://www.kyotocity-iot-soudan.kyoto/   

 

------------------------------------------------------------------------- 

(4) ベンチャー企業との協業に関心をお持ちの方を対象に  

「イノベーションピッチ in KRP」 参加企業を募集します！（本市後援事業）  

≪産業観光局≫ 

 

京都銀行では，株式会社 東京証券取引所と「資本市場に関する連携についての  

基本協定」を締結し，地域企業の成長支援に協力して取り組んでおります。その  

取り組みの一環として開催する本イベントでは，「大企業」と「スタートアップ企業」  

の連携を支援する Plug and Play Japan 株式会社の講演，京都エリアの研究開発・  

技術系スタートアップ企業７社によるプレゼンテーションを行うほか，登壇企業と  

参加企業との交流を深めていただく情報交換の場を提供いたします。  

新規ビジネスを模索する企業，研究機関，支援機関等，新たなビジネスパートナー  

をお探しの方は，ぜひご参加ください。  

 

■日時：２０１９年１１月１２日（火）１５：００～１８：３０  

■会 場 京都リサーチパーク４号館２階  ルーム１  

■内 容 

①オープニングトーク】 Plug and Play Japan 株式会社  

②プレゼンテーション】７社（１社１０分・質疑応答５分）  

京都発の研究開発・技術系スタートアップ企業７社によるプレゼンテーション  

を行います。  

【プレゼンテーション企業】  

●株式会社 Atomis 代表取締役 浅利 大介 氏 

●株式会社 エネコートテクノロジーズ  代表取締役 加藤 尚哉 氏 

●株式会社 Space Power Technologies 代表取締役 古川 実 氏 

●株式会社 バイオーム 代表取締役 藤木 庄五郎 氏 

●株式会社 ハカルス 代表取締役 藤原 健真 氏 

●株式会社 FLOSFIA 代表取締役 人羅 俊実 氏 

●Baseconnect 株式会社 代表取締役 國重 侑輝 氏 

③交流会（プレゼンテーション企業の展示ブース設置）  

プレゼンテーション企業と参加企業との情報交換の場を提供いたします。  

■申し込み  

以下のＵＲＬにある，申込書からお申込みください。  

https://www.kyotobank.co.jp/news/data/20191018_1974.pdf  

 

 

 

 

https://www.kyotocity-iot-soudan.kyoto/contact/
https://www.kyotocity-iot-soudan.kyoto/
https://www.kyotobank.co.jp/news/data/20191018_1974.pdf


------------------------------------------------------------------------- 

(5)情報モラル啓発セミナーin 京都（11/6）の御案内  

≪産業観光局≫  

 

会社や家に， AI がパートナーとして身近にやってきます。  

このセミナーでは，AI と今後どう付き合っていくのか，扱い方はどうすればいい  

のかなど，AI の長所・短所とともに解説します。  

 

【開催概要】  

■日時：2019 年 11 月 6 日（水）15:00～17:15（受付 14:00～） 

■会場：京都リサーチパーク  サイエンスホール（東地区 1 号館 4 階）  

    京都市下京区中堂寺南町 134 

    https://www.krp.co.jp/access/  

■対象者：中小企業，個人事業主をはじめ，情報を取り扱う全ての方  

 ※一般の方もご自由に参加いただけます。  

■定員：80 名（先着順）  

■参加費：無料  

■プログラム：  

・講演「人工知能は天使か悪魔か  ～人類と AI の近未来」  

 (株)感性リサーチ 代表取締役 黒川 伊保子 氏 

※詳細については，下記リンクを御参照ください。  

https://www.j-moral.go.jp/document/kyoto_pamphlet.pdf  

■申込み：下記リンクよりお申し込みください。  

https://www.j-moral.go.jp/seminar_kyoto  

■主催：中小企業庁，近畿経済産業局，公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所  

■後援：法務省，京都府，京都市，京都府中小企業応援センター，  

    Ksisnet 京都中小企業情報セキュリティ支援ネットワーク，  

    （公財）京都高度技術研究所  ほか 

 

-------------------------------------------------------------------------  

(6)京都市統計月報の更新（令和元年 10 月号）  

≪総合企画局≫ 

 

 京都市では，タイムリーな統計情報を皆様にお届けするため，人口，世帯数，  

産業経済，都市施設，文化・観光等，あらゆる分野の最新情報を，市全体又は  

行政区別に毎月とりまとめています。  

 このたび，令和元年 10 月号を「京都市統計ポータル」に掲載しましたので，  

お知らせします（下記サイトの「最新の統計情報」から御覧ください。）。  

 

 ▼京都市統計ポータル 

  http://www2.city.kyoto.lg.jp/sogo/toukei/ 

 

【問合せ先】  

 総合企画局  情報化推進室 情報統計担当  

 電話：075-222-3216 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

■観光に関する統計情報はコチラ  

 京都観光総合調査  

 https://ja.kyoto.travel/chosa/kanko_chosa.html  

 

【問合せ先】  

 産業観光局  観光 MICE 推進室 

 電話：075-746-2255 

 

 

https://www.krp.co.jp/access/
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☆ 参加企業等からのお知らせ  
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(7)文化庁京都移転推進シンポジウム  

「文化のチカラで魅せる新しい未来～ Technology（技術）×Talent（才能）  

×Tolerance（みとめあい）～」参加者募集！  

                                  ≪文化庁京都移転準備実行委員会≫  

 

この度，文化庁京都移転準備実行委員会（構成：京都府・京都市・京都商工会  

議所）では，文化庁京都移転の機運醸成を図ることを目的にシンポジウムを開催  

します。是非お申込みください！  

 

▼お申込みはこちら▼  

http://www.bunka-kyoto-iten.com 

 

■日 時  令和元年 12 月 21 日（土）13:30-16:00 

■場 所  国立京都国際会館 会場 RoomA 

■定 員  700 名(入場無料，申込多数の場合は抽選 ) 

■プログラム  

①挨 拶 京都府知事，京都市長 

②オープニング 天地雅楽（音楽ユニット）による演奏  

③パネルディスカッション  

＜パネリスト＞  

東 ちづる 氏（女優，  Get in touch 代表）  

 吉藤 健太朗 氏（オリィ研究所 代表取締役 CEO） 

 吉本 光宏 氏（ニッセイ基礎研究所  研究理事）  

中岡 司 氏（文化庁次長）  

＜コーディネーター＞  

 近藤 誠一 氏（京都市芸術文化協会理事長，元文化庁長官）  

＜司会＞  

 八塚 彩美 氏（ABC テレビアナウンサー）   

■申込締切 12 月 2 日（月）必着  

 

【お問合せ先】  

文化庁京都移転推進シンポジウム事務局（株式会社関広内）  

〒604-0857 

京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町 256 番地 株式会社関広内  

TEL:075-212-5232 FAX:075-231－5476 

E-mail:info@bunka-kyoto-iten.com 

ホームページ : http://www.bunka-kyoto-iten.com 

 

------------------------------------------------------------------------- 

(8)【下京区 140 周年記念協賛事業】  

  下京区にゆかりのあるビジネスパーソンのための特別交流会  

                            ≪京都商工会議所≫ 

 

 京都商工会議所は 1885 年に中京区烏丸夷川に事務所を設けて 130 有余年。  

本年 3 月 5 日に下京区四条室町の京都経済センターへの全面移転を行いました。  

本年は奇しくも下京区が誕生 140 周年を迎えた記念すべき年です。  

下京区 140 周年記念事業の協賛事業として，下記特別交流会を企画いたしました 

http://www.bunka-kyoto-iten.com/
http://www.bunka-kyoto-iten.com/


ので，“下京”を話題に，業種を越えた新たなネットワークづくりなどいかがで  

しょうか。  

 皆様のご参加をお待ちしております。  

 

【申込等の詳細は以下のページを御覧ください】  

 ▼https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_112179.html  

 

①ゲストスピーチ（18:00～19:00） 

     「下京から学び知る『京の暮らしと感性』」  

    岩上 力 氏 （儀式作法研究所 代表） 

 

②特別交流会（19:00～20:00） 軽い立食形式での名刺交換  

 

※ｱﾙｺｰﾙを含む飲物をお出ししますので公共交通機関をご利用ください。  

※適正冷房を実施していますので軽装にてご参加ください。  

 

 対象：本事業に関心のある中小企業等のみなさま  

 定員：５０名（参加証は発行致しません。定員に達し次第締め切ります。）  

 主催：京都商工会議所   

 協力：下京区 140 周年記念事業実行委員会  

 

************************************************************************ 

※ このメールマガジンは，京都市地域企業未来力会議に御参加いただいた方や  

 事務局が個別に名刺交換させていただいた方にお届けしています。  

  配信の停止を希望される方やメールアドレスの変更は，お手数ですが事務局  

 までメールにて御連絡くださいますようお願いします。  

************************************************************************  

※ メールマガジンは月３回程度の配信を予定しています。  

  皆様からの掲載内容も随時受け付けています。  

  御希望の場合は事務局まで御連絡ください。  

************************************************************************  

 発行：京都市地域企業未来力会議  事務局 

   （京都市産業観光局 商工部 地域企業振興課）  

    〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 

     TEL 075-222-3329  FAX 075-222-3331 

     URL https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/  

     MAIL chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp  

************************************************************************ 
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