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青銀会通信：会員様同士の活発な情報交換のために、月に 1 回お届けしております。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ ＣＯＮＴＥＮＴＳ +-+
【1】役員エッセイ 理事 小林 敏男
（大阪大学大学院 経済学研究科 教授）
【2】助成金・イベント・セミナー等のお知らせ（各種団体の案内転載・再掲含む）
【3】編集後記
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【1】エッセイ

南ア経済から見えてきたこと
大阪大学大学院経済学研究科教授 小林敏男

今年 8 月下旬，南アフリカに視察調査に行ってきました。
目的は，「アフリカ発展に寄与するためのオープン・イノベーションの可能性」ということ
で，主に BOP (Bottom Of the Pyramid)ビジネスの観点から各所を訪問してきました。BOP
とは，所得ピラミッドの底辺の層を意味し，その層に対してビジネスを展開することは，
経済発展後に大きな利得に繋がる，ということから，7，8 年前からビジネス界で主張され
出した用語です。
この用語の含意は，ほかにもあって，先進国における経済の成熟化から，エッジ市場を狙
うリスクはますます高くなり，むしろ途上国向けのリバース・イノベーションの方がロー
リスク，ハイリターンだと考える傾向が強くなってきた，ということです。ではなぜ，イ
ノベーションという用語を用いるのか，と言えば，それは単なるダウングレードを意味す
るのではなく，旧世代の製品を現地で組み上げるにしても，インフラ，工場設備，資材，
熟練労働，全てが不十分な状況下で現地適応を強く求められ，その仕組みづくり自体がイ
ノベーションだ，ということからです。BOP というのは，まさにそうしたリバース・イノベ
ーションを実施するには最も難しいものの，しかし果実が大きい市場で，停滞気味の先進
国にある本社のイノベーション力を活性化させよう，という狙いもあるのです。
南アは，ご存知の通り，アフリカ最大の経済規模を誇る国（2011 年名目 GDP409B USD）で

あり，経済発展も最も進んだ国です。いわゆる BRICS に次ぐ資源大国で，ダイヤモンド，
金等の貴金属および鉱物性生産品の輸出は，堅調を続けています。近年名目 GDP は順調に
推移していますが，インフレ率で割り引いた実質 GDP は，2009 年以降，マイナス成長にな
っています。失業率も高く，24.2% (2009)，24.0%(2010)， 23.9%(2011)という状況です。
ケープタウンにいますと，南アで最初に開拓された土地柄だけあって，そうした失業率の
高さはあまり感じませんでしたが，ヨハネスブルグのダウンタウンでは，我々が黄色人種
であったせいもあって，相当ジロジロと見られましたし，危なそうな感じは漂ってきまし
た。実際，ヨハネスブルグを移動する際は，必ずチャーター車で移動するように，と助言
を受けました。タクシーさえ危険だということでした。
ところで，日本企業の南ア投資案件の主なところでは，2011 年 4 月に，関西ペイントが
塗料大手フリーワールド・コーティングスの株式 65.81％を追加取得し，2010 年に取得し
た株式 27.56％と合わせて議決権 93.37％を保有するに至ったと発表（合計で 274 億円）
，
また同年 6 月には，伊藤忠商事がカナダのアイヴァンプラッツが進めるプラットリーフ白
金族・ニッケル探鉱開発事業を手がける開発会社の株式 8％（224 億円）を取得し共同運営
契約を締結したようです。
関西ペイントの買収に関しては，買収の承認に当たって競争裁判所から，買収後 3 年間
は人員削減を行わないことや，2 年以内に黒人の雇用や経営参加を促進するなどの経済参
加促進法（BEE）への取り組みを実施することなどが条件として課されたようです。また，
自動車分野では，トヨタ自動車の現地法人が 2011 年 1 月，アフリカ最大級の補給部品供給
センターをヨハネスブルクに開設するために追加投資をすると発表しました（約 43 億円）
。
国内市場のほか，欧州やアフリカ諸国 57 市場向けに補給部品を供給するためのようです。
販売拠点としての投資も進んでおり，2011 年 10 月，島津製作所のアラブ首長国連邦現地
法人シマヅミドルイースト アンド アフリカは，南アに 100％出資の販売現地法人シマヅ
サウスアフリカを設立，NEC は 2011 年 12 月，南アにサブサハラを統括する NEC アフリカ
を設立しました。2012 年 5 月には富士フイルムのほか，塗装用機器のアネスト岩田が現地
法人を設立したようです。その他，日立製作所は 2011 年 10 月，米現地法人を通じて IT 機
器販売・サービス会社のショウデンデータシステムズを買収しました。三菱電機は 2011 年
3 月，欧州現地法人を通じてソフトウエアの開発企業アドロイト・テクノロジーズの株式
14.9％を取得，2012 年 2 月にはみずほコーポレート銀行が，大手スタンダード銀行と投資
銀行業務および商業銀行業務を含む広範な業務協力協定を締結しました。
南アへの日系企業の投資は，直接投資というよりも，どちらかと言えば，後発であったせ
いもあって企業買収を通じての投資，という側面が強いようです。そこで問題になるのが，
アフリカのカルチャーと日本の文化とが融合できるのか，という問題です。
南アの場合，経済的格差の南北問題があって，明らかに南の方が，所得，教育水準が高く，
南は本当に準先進国と言っても問題ないくらいのエリアながら，北は，首都ヨハネスブル
グはあるものの，失業率が高く，そうした間隙をぬって西部のダーバンが成長してきてい

ます。
南アの黒人たちと接していると，感覚（目，耳，鼻，舌）はすごく優れていることを窺い
知ることができます。手先も器用なようですし，おそらく劣悪な素材も，スパイスをうま
く使うことによって，美味しいアフリカ料理をしつらえます。そうした工夫は，まさに文
化人類学者，レビ=ストロースがいうところの「ブリコラージュ（工夫上手）」にあたり，
日本人のそれと感性レベルでは共通するものを感じさせなくもありません。
ただ，問題なのは，教育機関の不足に伴う教育の高度化の遅れ，のように感じました。そ
のことは隣国ジンバブエを移動しているときに痛感しました。確かに自然が豊かと言えば，
豊かですが，それをもとに経済発展させるには，資本も重要ですが，それ以上に知識やサ
ービスの高度化が求められます。そのためには，教育システムの充実がインフラ整備と並
んで重要だと感じました。日本式の企業訓練を受け入れられるようになるには，まず現地
の教育機関の整備であるように思いました。
BOP というのは，そういう社会貢献的な要素も含んでいます。日系企業はまだまだそこまで
手が回っていないようで，アフリカ投資で後発の日本政府の狙いはそうした部分に絞られ
てしかるべきであるように思いました。
チャイナリスクから，BRICS のみならず，南アも通貨安の状況にあり，そのことがインフレ
を引き起こし，経済成長を鈍化させ，失業率の高さと相俟って，社会状況を幾分不安定な
ものにしているようですが，ここはスーチー女史に倣って，
「資金投資だけでなく教育投資
を！」ということが，発展途上国への社会貢献，さらには BOP ビジネスに繋がるように感
じた旅でした。

【参考資料】JETRO，南アフリカ（2012 年）
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【2】公募・イベント・セミナー等のお知らせ《再掲含む》
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＊＊＊ 公募・助成金その他情報 ＊＊＊

============================================================================
平成 25 年度 第 2 回「福祉用具実用化開発推進事業」
============================================================================
公募期間：平成 25 年 9 月中旬～
詳細 URL：http://www.nedo.go.jp/koubo/EK1_100017.html?from=nedomail
お問い合わせ先：ＮＥＤＯ バイオテクノロジー・医療技術部
医療技術・機器デバイスグループ（担当：小谷・君島・石倉）
TEL：044-520-5231 FAX：044-520-5233

============================================================================
近畿経済産業局「平成 25 年度地域新成長産業創出促進事業費補助金」の公募
============================================================================
公募期間：平成 25 年 9 月 25 日（水曜日）午前 12 時必着
詳細 URL：http://www.kansai.meti.go.jp/2-4bio/koubo/H25FY/senryaku2.html
お問い合わせ先：近畿経済産業局地域経済部 バイオ・医療機器技術振興課（担当：薗・二
目）
TEL：06-6966-6163 FAX：06-6966-6097 E-mail： kin-biomail@meti.go.jp

============================================================================
平成 25 年度（第 2 回）新事業創出支援貸付
============================================================================
公募期間：平成 25 年 9 月 12 日（木）～27 日（金）
詳細 URL：http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/sinjigyokashituke
お問い合わせ先：（公財）ひょうご産業活性化センター 経営強化部 投資育成室
TEL：078-230-9435 FAX：078-230-8165

============================================================================
新プロジェクト創出コラボレーション促進事業
============================================================================
公募期間：平成 25 年 9 月 2 日（月）～30 日（月）
詳細 URL：http://www.maido.or.jp/collabo2013/jigyoannai.pdf
お問い合わせ先：大阪府中小企業団体中央会 連携支援部（担当：足立・岸本）
TEL：06-6947-4371 FAX：06-6947-4374

============================================================================
平成 25 年度滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金にかかる研究開発計画の 3 次募
集
============================================================================
募集期間：平成 25 年 9 月 2 日（月）～30 日（月）
詳細 URL：http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shinsangyo/project/bosyu.html
お問い合わせ先：
・補助金全般 滋賀県商工観光労働部モノづくり振興課 TEL：077-528-3791
・技術的内容 滋賀県工業技術総合センター
（栗東）TEL：077-558-1500 （信楽）TEL：0748-82-1155

滋賀県東北部工業技術センター
（長浜）TEL：0749-62-1492 （彦根）TEL：0749-22-2325

============================================================================
大阪市新事業分野開拓事業者認定事業（通称：ベンチャー調達制度）
============================================================================
公募期間：平成 25 年 8 月 30 日（金）～9 月 30 日（月）
詳細 URL：http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000141311.html
お問い合わせ先：大阪市経済戦略局産業振興部 企業支援課
TEL：06-6264-9834 FAX：06-6262-1487

============================================================================
「新プロジェクト創出コラボレーション促進事業」支援企業グループの募集について
============================================================================
募集期間：平成 25 年 9 月 2 日（月）～平成 25 年 9 月 30 日（月）
（必着）
詳細 URL：http://www.maido.or.jp/collabo2013/jigyoannai.pdf
お問い合せ先：大阪府中小企業団体中央会 連携支援部 足立・岸本
TEL:06-6947-4371 FAX：06-6947-4374

============================================================================
京都ものづくり系企業人材確保・育成支援事業
============================================================================
公募期間：平成 25 年 9 月 13 日（金）～10 月 3 日（木）
詳細 URL：http://www.jigyo-keizoku.jp/kyoto_monodukuri/
お問い合わせ先：
・京都府商工労働観光部ものづくり振興課 TEL：075-414-4852
・京都市産業観光局商工部中小企業振興課 TEL：075-222-3329
・京都事業継続支援センター TEL：075-315-8897
・（公財）京都高度技術研究所 TEL：075-315-3708

============================================================================
エネルギー使用合理化事業者支援事業（小規模事業者実証分）2 次募集
============================================================================
公募期間：平成 25 年 9 月 13 日（金）～10 月 11 日（金）
詳細 URL：http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/koubo/2013/130913energy.htm
お問い合わせ先：エネルギー使用合理化事業者支援事業（小規模事業者実証分）事務局

（一財）省エネルギーセンター 家庭省エネ・人材本部 家庭・人材総括
部
TEL：03-5543-3064 FAX：03-5543-3887

============================================================================
第 3 回創造的文化産業モデル企業選定事業
============================================================================
募集期間：～平成 25 年 10 月 15 日（火）
詳細 URL：http://www.kyo.or.jp/kyoto/kyosho/creative.html
お問い合わせ先：京都商工会議所 産業振興部 ブランド推進担当
TEL：075-212-6450
E-mail：shinkou@kyo.or.jp

============================================================================
Ａ－ＳＴＥＰ 平成 25 年度第三回【FS】シーズ顕在化タイプ
============================================================================
公募期間：平成 25 年 9 月 10 日（火）～10 月 18 日（金）
詳細 URL：http://www.jst.go.jp/a-step/koubo/index.html
お問い合わせ先：（独）科学技術振興機構 A-STEP 募集担当窓口
TEL：03-5214-8994 FAX：03-5214-899

============================================================================
関西ものづくり新撰 2014
============================================================================
募集期間：平成 25 年 9 月 9 日（月）～10 月 18 日（金）
詳細 URL：http://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/shinseihin/bosyuu2013.html
お問い合わせ先：「関西ものづくり新撰 2014」事務局
（株）地域計画建築研究所（担当：片野、江藤）
TEL：075-221-5132 FAX：075-256-1764

============================================================================
JST 戦略的国際科学技術協力推進事業平成 25 年度 日本－インド DST 研究交流課題の募集
============================================================================
募集期間：平成 25 年 10 月 31 日(木曜日)午後 5 時まで
詳細 URL：http://www.jst.go.jp/sicp/announce_in4th.html
お問い合わせ先：独立行政法人科学技術振興機構

国際科学技術部事業実施担当 平川、金子、久保田
電話:03-5214-7375 FAX:03-5214-7379
E-mail： sicpin@jst.go.jp

============================================================================
平成 25 年度研究開発助成金
============================================================================
公募期間：平成 25 年 9 月 1 日（日）～10 月 31 日（木）
詳細 URL：http://www.mutech.or.jp/subsidy/index.html
お問い合わせ先：（公財）三菱ＵＦＪ技術育成財団
TEL：03-5730-0338
E-mail：info@mutech.or.jp

============================================================================
ＣＢ・ＣＳＯアワード 2013
============================================================================
公募期間：～11 月 5 日（火）17:00 必着
詳細 URL：
http://r26.smp.ne.jp/u/No/269077/eccB8cH7ci0D_161039/1115_tanoshimo3.html

============================================================================
起業家表彰「Japan Venture Awards2014」募集開始のご案内
============================================================================
募集期間：平成 25 年 8 月 30 日(金曜)～11 月 10 日(日曜)
詳細 URL：http://j-venture.smrj.go.jp
お問い合せ先：JVA2014 運営事務局
TEL：03-5674-2295 E－mail:jva@staff-alpha.co.jp

============================================================================
茨木市雇用支援関係
============================================================================
・茨木市正規雇用促進奨励金制度のご利用を
詳細 URL：
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/business_sangyo/koyo/rodofukushi/1312874599300.
html
・茨木市障害者雇用奨励金制度のご利用を

詳細 URL：
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/business_sangyo/koyo/rodofukushi/1312875181743.
html
・茨木市内の介護・福祉事業所の求人活動の経費を補助
詳細 URL：
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/business_sangyo/koyo/rodofukushi/1346120566106.
html
募集期間：随時
お問い合わせ先：茨木市 産業環境部 商工労政課
電話：072-620-1620 ファックス：072-627-0289
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp

============================================================================
ＮＥＤＯその他公募（予告含む）各種案件
============================================================================
・「太陽光発電多用途化実証プロジェクト」に係る公募について
詳細 URL：http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100070.html?from=nedomail
・（情報更新）
「化学品製造における炭素源の転換・多様化に関する調査」に係る公募に
ついて（予告）
詳細 URL：http://www.nedo.go.jp/koubo/EV1_100063.html?from=nedomail
・「バイオ燃料製造の有用要素技術開発事業」に係る公募について
詳細 URL：http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100074.html?from=nedomail
・「風力等自然エネルギー技術研究開発／風力発電高度実用化研究開発」に係る公募につ
いて
詳細 URL：http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100071.html?from=nedomail
・「風力等自然エネルギー技術研究開発／洋上風力発電等技術研究開発」に係る追加公募
について
詳細 URL：http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100075.html?from=nedomail
・（情報更新）平成 25 年度「地球温暖化対策技術普及等推進事業」（実証事業等：二次公
募）に係る公募について（予告）
詳細 URL：http://www.nedo.go.jp/koubo/EX1_100016.html?from=nedomail
・（情報更新）
「バイオ燃料製造の有用要素技術開発事業」に係る公募について
詳細 URL：http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100074.html?from=nedomail
・「海外研究者招へい事業(国際研究協力ジャパントラスト事業)」平成 26 年度海外招へい
研究者受入企業の募集について(予告)
詳細 URL：http://www.nedo.go.jp/koubo/AT091_100042.html?from=nedomail

・「次世代型ヒートポンプシステムの性能評価ガイドライン策定と運用に関する検討」に
係る公募について
詳細 URL：http://www.nedo.go.jp/koubo/DA2_100051.html?from=nedomail
・「水素利用技術研究開発事業」に係る公募について（予告）
詳細 URL：http://www.nedo.go.jp/koubo/FF1_100093.html?from=nedomail
・「風力等自然エネルギー技術研究開発／海洋エネルギー技術研究開発」に係る追加公募
について
詳細 URL：http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100087.html?from=nedomail
・「IEC におけるスマートシティ等の国際標準化動向に関する検討」に係る公募について
詳細 URL：http://www.nedo.go.jp/koubo/AT522_100035.html?from=nedomail
・JST 復興促進センター平成 25 年度第 2 回新規課題募集について
応募期限：平成 25 年 09 月 30 日
詳細 URL：http://www.jst.go.jp/fukkou/about/matching25.html
・日本－ドイツ（DFG/BMBF）研究交流課題の募集「計算論的神経科学」
応募期限：平成 25 年 09 月 30 日
詳細 URL：http://www.jst.go.jp/sicp/announce_ge6th.html
・戦略的創造研究推進事業 (ERATO 型)における研究総括候補の推薦（他薦）の募集につい
て
応募期限：平成 25 年 11 月 29 日
詳細 URL：http://www.jst.go.jp/erato/application/index.html
・科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム（ＳＴＳフォーラム）公開シンポジウム
会期：平成 25 年 10 月 05 日
会場：京都市中京区 / 京都商工会議所ビル 3 階講堂
詳細 URL：http://www.pref.kyoto.jp/trade/news/press/2013/8/sts2013-8-23.html
・日本－イスラエル（MOST）研究交流「高齢化に伴う神経・精神疾患」課題募集
詳細 URL：http://www.jst.go.jp/sicp/announce_is4th.html

============================================================================
JST 戦略的国際科学技術協力推進事業 平成 25 年度 日本－フィンランド Tekes、AF 研究交
流課
題の募集（再掲）
============================================================================
公募期間：平成 25 年 7 月 5 日（金曜日）から 9 月 25 日（水曜日）午後 5 時まで
詳細 URL：http://www.jst.go.jp/sicp/announce_fi5th.html
お問い合わせ先：独立行政法人 科学技術振興機構 国際科学技術部 事業実施担当 小林、
仲

電話:03-5214-7375 FAX:03-5214-7379 E-mail： sicpfi@jst.go.jp

============================================================================
平成 25 年度食創会「第 18 回安藤百福賞」（再掲）
============================================================================
公募期間：～平成 25 年 9 月 30 日（月）
詳細 URL：http://www.ando-zaidan.jp/html/syoku_02_01.html
お問い合わせ先：（公財）安藤スポーツ・食文化振興財団内『食創会』事務局
TEL：072-752-4335 FAX：072-752-1288

============================================================================
中小企業 IT 経営力大賞 2014（再掲）
============================================================================
公募期間：平成 25 年 8 月 1 日（木）～9 月 30 日（月）
詳細 URL：http://www.it-keiei.go.jp/award/index.html
お問い合わせ先：中小企業ＩＴ経営力大賞事務局
TEL：03-5674-3234 FAX：03-5696-6341 E-mail：award@staff-alpha.co.jp

============================================================================
JST 戦略的国際科学技術協力推進事業 平成 25 年度 日本－ドイツ DFG、BMBF 研究交流課題
の募集（再掲）
============================================================================
公募期間：平成 25 年 6 月 28 日（金曜日）から 9 月 30 日（月曜日）午後 5 時まで
詳細 URL：http://www.jst.go.jp/sicp/announce_ge6th.html
お問い合わせ：独立行政法人 科学技術振興機構 国際科学技術部 中島、稲村
電話:03-5214-7375 FAX:03-5214-7379 E-mail： sicpge@jst.go.jp

============================================================================
JST 復興促進センター 平成 25 年度第 2 回新規課題募集について（再掲）
============================================================================
公募期間：平成 25 年 09 月 30 日
詳細 URL：http://www.jst.go.jp/fukkou/about/matching25.html

============================================================================
産学共同実用化開発事業（第 2 回）（再掲）
============================================================================

公募期間：平成 25 年 5 月 10 日（金）正午～9 月 30 日（月）正午
詳細 URL：http://www.jst.go.jp/jitsuyoka/index.html
お問い合わせ先：ＪＳＴ 産学共同実用化開発事業 公募窓口
TEL：03-5214-8994 FAX：03-5214-8999

============================================================================
第 92 回（平成 25 年度 第 2 次）新技術開発助成（再掲）
============================================================================
公募期間：平成 25 年度 10 月 1 日～10 月 20 日
詳細 URL：http://www.sgkz.or.jp/project/newtech/download/outline.html
第 92 回（平成 25 年度第 2 次）新技術開発助成の募集要項、 申請書について
詳細 URL：http://www.sgkz.or.jp/download/newtech/download.html

============================================================================
関西ＩＴ百撰の募集について（再掲）
============================================================================
募集期間：平成 25 年 7 月 1 日から平成 25 年 10 月 31 日まで
詳細 URL：http://www.it100sen.com
お問い合わせ先：特定非営利活動法人 IT 百撰アドバイザー・クラブ オフィス
MAIL：100sen-office@it100sen.com TEL：06-6451-2419（担当者：守田）

============================================================================
平成 25 年度京都府産業廃棄物発生抑制等促進事業費補助事業（再掲）
============================================================================
公募期間：第 3 回公募 平成 25 年 11 月上旬
詳細 URL：http://www.kyoto-3rbiz.org/subside.html
お問い合わせ先：
・（一社）京都府産業廃棄物 3Ｒ支援センター
TEL：075-322-0530 FAX：075-322-0529
・京都府文化環境部 環境・エネルギー局 循環型社会推進課 産業廃棄物担当
TEL：075-414-4714 FAX：075-414-4710

============================================================================
第 5 回知恵ビジネスプランコンテスト（再掲）
============================================================================
公募期間：平成 25 年 10 月 22 日（火）～11 月 29 日（金）

詳細 URL：http://www.kyo.or.jp/chie/contest/index.html
お問い合わせ先：京都商工会議所 知恵産業推進室（担当：牧田、谷口）
TEL：075-212-6470 E-mail：bmpj@kyo.or.jp

============================================================================
滋賀県事業用再生可能エネルギー等導入促進事業補助金（再掲）
============================================================================
公募期間：平成 25 年 9 月 20 日（金）～最終締切：平成 25 年 11 月 29 日（金）
詳細 URL：http://www.pref.shiga.lg.jp/f/hodo/e-shinbun/20130618saienehojokin.html
お問い合わせ先：滋賀県商工観光労働部商工政策課地域エネルギー振興室
TEL：077-528-3721 FAX：077-528-4870 E-mail：fa0001@pref.shiga.lg.jp

============================================================================
専門家による新興国進出個別支援サービスの利用企業を募集しています
============================================================================
申込締切：12 月 10 日（火）正午必着
詳細 URL：http://www.jetro.go.jp/news/announcement/20130614965-news
平成 25 年度 省エネ診断実施支援（再掲）
受付期間：平成 25 年 4 月 10 日（水）～12 月 25 日（水）
詳細 URL：http://www.shigaplaza.or.jp/shoene-shindan_h25/
お問い合わせ先：（公財）滋賀県産業支援プラザ 経営・国際ビジネス支援グループ
（担当：田中、小泉）TEL：077-511-1413 FAX：077-511-1418

============================================================================
平成 25 年度省エネ・省ＣＯ2 設備導入事業補助制度（再掲）
============================================================================
募集期間：平成 25 年 4 月 1 日（月）～12 月 27 日（金）
詳細 URL：
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/business_sangyo/gomi/jigyo_oen/1362718368164.ht
ml
お問い合わせ先：茨木市 産業環境部 環境政策課
TEL：072-620-1644 FAX：072-627-0289 E-mail：kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp

============================================================================
医薬基盤研究所 平成 25 年度希少疾病用医薬品・希少疾病用医療機器試験研究助成事業（再
掲）

============================================================================
募集期間：年度途中の申請
平成 25 年 11 月 1 日（金曜日）～年末年始除く平成 26 年 1 月 7 日（火曜日）
詳細 URL：http://www.nibio.go.jp/news/2013/03/000606.html

============================================================================
京都府中小事業者等 KES 認証普及促進事業補助金（再掲）
============================================================================
募集期間：平成 25 年 4 月 15 日（月）～随時受付
詳細 URL：http://www.kyoto-eco.jp/news/infodetail.html?id=13669439709917
お問い合わせ先：（一社）京都産業エコ・エネルギー推進機構
TEL：075-323-3840 FAX：075-323-3841

============================================================================
茨木市内で創業する人/小売店舗の活性化を支援します（再掲）
============================================================================
募集期間：随時
※彩都バイオインキュベーション施設賃料補助との併用は不可とします
お問い合わせ先：茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目 8 番 13 号 茨木市役所本館 7 階
TEL：072-620-1620 FAX：072-627-0289 E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp

============================================================================
「京都市「人材育成型」ソーシャルビジネス等育成事業」提案事業（再掲）
============================================================================
公募期間：平成 25 年 6 月 17 日（月）～随時
詳細 URL：http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000150597.html
お問い合わせ先：京都市産業観光局商工部商業振興課
TEL：075-222-3340 FAX：075-251-1202

============================================================================
ＮＥＤＯその他公募（予告含む）各種案件（再掲）
============================================================================
平成 25 年度「地球温暖化対策技術普及等推進事業」
（実証事業等：二次公募）に係る公募
（予告）
詳細 URL：http://www.nedo.go.jp/koubo/EX1_100016.html?from=nedomail

「ロボット介護機器開発パートナーシップ」の立ち上げと参加企業等の募集について
詳細 URL：http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100029.html?from=nedomail
「風力等自然エネルギー技術研究開発／海洋エネルギー技術研究開発」に係る追加公募（予
告）
詳細 URL：http://www.nedo.go.jp/koubo/FF1_100087.html?from=nedomail

＊＊＊＊＊＊＊＊＊ イベント情報 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊

●千里ライフサイエンス振興財団新適塾「難病への挑戦」
「網膜変性疾患における神経保護と軸索再生研究」
日時：平成 25 年 9 月 25 日（水曜日）
場所：千里ライフサイエンスセンタービル（大阪府豊中市新千里東町 1－4－2）
詳細 URL：http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shintekijuku-nanbyou.html
お問い合わせ先：公益財団法人千里ライフサイエンス振興財団「難病への挑戦」係
TEL：06-6873-2001 FAX：06-6873-2002

●中小機構近畿「FOCUS(企業向けスパコン)セミナー」
日時：平成 25 年 9 月 25 日（水曜日）午後 2 時 30 分から午後 5 時まで
場所：公益財団法人計算科学振興財団 2 階セミナールーム 1・2
詳細 URL：http://www.smrj.go.jp/incubation/meddec/seminar/080732.html
お問い合わせ先：神戸医療機器開発センター TEL：078-306-1162

●平成 25 年度 おおさか地域創造ファンド 事業者セミナー
日時：平成 25 年 9 月 25 日（水） 14：00～18：45（交流会 17：45～）
場所：クリエイション・コア東大阪 南館 3F クリエイターズプラザ技術交流室 B
詳細 URL：http://www.mydome.jp/event/detail/709
お問い合わせ先：（公財）大阪産業振興機構 資金支援課
TEL：06-6947-4351

●明石高専技術講演会を開催します～無電力、無攪拌で微生物を活性化させるには～
日時：9 月 25 日（水）15:00～16:30
場所：明石市立産業交流センター（兵庫県明石市）
詳細 URL：http://www.aicc.or.jp/topics/400389/

●第 2 回 医療機器開発・販路開拓マッチング商談会
同時開催セミナー「医療機器”開発”の現状と課題」
「医療機器”販売”の現状と課題」

日時：平成 25 年 9 月 26 日（木） 14：00～18：00
場所：大阪産業創造館 3F マーケットプラザ
詳細 URL：http://www.osaka-iryokiki-kyokai.com/event/index.html
お問い合わせ先：大阪医療機器協会
TEL：06-6543-3411 FAX：06-6543-3624 E-mail：GZL12420@nifty.ne.jp

●第 30 回バイオ技術シーズ公開会
日時：平成 25 年 9 月 26 日（木） 14：00～18：00
場所：大阪科学技術センター
詳細 URL：http://www.kinkibio.com/
お問い合わせ先：ＮＰＯ法人近畿バイオインダストリー振興会議
TEL：06-6459-6795

●ライフイノベーションセミナー～ビッグデータと疫学が切り拓く新しい医療の展開～
詳細 URL：http://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=16108
日時：平成 25 年 9 月 26 日(木) 17:30～19:30
場所：ビジネスコラボレーション＆サポートスクエア 316
お問い合わせ先：ビジネスコラボレーション＆サポートスクエア 316
TEL:06-6347-7877 E-mail:osaka-tr@sansokan.jp

●「『エステー』の鈴木会長が語る実践リーダー論」
日時： 平成 25 年 9 月 27 日（金）14：00～15：30
場所： 大阪商工会議所 7 階国際会議ホール(大阪市中央区本町橋 2-8)
詳細 URL：http://r26.smp.ne.jp/u/No/268221/ckggfeH7ci0D_161039/0927_esute.html
お問合せ先：大阪商工会議所中小企業振興部 経営相談室
TEL：06-6944-6473 FAX：06-4791-0444

●申請書作成スキルアップ実践塾
日時：平成 25 年 9 月 27 日（金） 13：30～17：15
場所：大阪科学技術センター 4F401 号室
詳細 URL：http://www.ostec.or.jp/data/news_ostec/20130813-1.html
お問い合わせ先：（一財）大阪科学技術センター 技術振興部（担当：川崎）
TEL：06-6443-5322 FAX：06-6443-5319
E-mail：kawasaki@ostec.or.jp

●堺発！ さかい女性起業家セミナー ～わたしの起業スタイル～

日時：平成 25 年 9 月 28 日(土) 13：30～17：30
場所：さかい新事業創造センター 1 階 多目的会議室
詳細 URL：http://www.s-cube.biz/content/447_content.html
お問い合わせ先：(株)さかい新事業創造センター(事業担当:辻尾・山埜)
TEL: 072-240-3775 FAX: 072-240-3662
E-mail: s-cubecafe@s-cube.biz

●ＰＭＤＡ関西支部開設記念公開シンポジウム「世界に先駆けた革新的医療技術の
実用化促進に向けて」
日時：平成 25 年 10 月 1 日（火曜日）午後 1 時 30 分から午後 4 時 30 分まで
場所：グランフロント大阪ナレッジキャピタル「ナレッジシアター」
詳細 URL：http://kansai-tokku.jp/news/symposium-inquiry/
お問い合わせ先：関西国際戦略総合特別区域地域協議会事務局 TEL：06-4803-5557

●阪大フォトニクス・デイ 2013 参加者募集！
～大阪大学フォトニクスセンターを活用して何ができるか？～
日時：平成 25 年 10 月 1 日（火）13:00～17:00（懇親会 17:00～）
場所：大阪大学フォトニクスセンターRm213（吹田市山田丘 2-1）
詳細 URL：http://www.parcjp.org/site/ouparc/home/events_jp/photonics-day
お問い合せ先：大阪大学フォトニクスセンター
TEL: 06-6879-7927 E-mail: eventparc@parc.osaka-u.ac.jp

●平成 25 年度「新エネルギー産業参入促進連続講座」（全 2 回）
○第 1 回 燃料電池自動車の一般販売に向けて
日時：平成 25 年 10 月 1 日（火） 14：00～17：00
○第 2 回 蓄電池などの環境・エネルギー関連製品の開発
日時：平成 25 年 10 月 16 日(水) 14：00～17：00
場所：大阪商工会議所 第 1 回 地下 1F1 号会議室、第 2 回 4F401 号会議室
詳細 URL：http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=14410
お問い合わせ先：大阪府 商工労働部 成長産業振興室 新エネルギー産業課 環境産業技術
グループ
TEL：06-6210-9296 FAX：06-6210-9481
E-mail：smart-energy@gbox.pref.osaka.lg.jp

●Ｉ2 技術フォーラム「電池実用化の最新動向と制御システム」
日時：平成 25 年 10 月 1 日（火） 14：30～17：30（終了後、交流会）

場所：京都リサーチパーク 東地区 1 号館 4F サイエンスホール
詳細 URL：http://www.krp.co.jp/sangaku/electronics/pdf/130830.pdf
お問い合わせ先：京都リサーチパーク（株）イノベーション本部 産学公連携
イノベーションイニシアティブ事務局（担当：倉地、松本）
TEL：075-315-8617

●MOBIO-Cafe 知的財産権に関する契約シリーズ（第 1 回）
契約のお約束ごと・知的財産に関する守秘義務規程
日時：平成 25 年 10 月 1 日（火） 18：30～20：00（交流会 20：00～21：00）
場所：クリエイション・コア東大阪 北館 3Ｆ309 号室
詳細 URL：http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail.php?id=1111
お問い合わせ先：ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）
（担当：南浦・河嶋）
TEL：06-6748-1052

●先端光加工プロジェクトセミナー
「3D プリンター技術の活用による製造業のイノベーション推進」
日時：平成 25 年 10 月 1 日（火） 13：30～17：20（情報交換会 17：30～19：00）
場所：京都大学大学院工学研究科 イノベーションプラザ 1F セミナー室
詳細 URL：http://www.astem.or.jp/whatsnew/event/20130903-11524.html
お問い合わせ先：（公財）京都高度技術研究所 新事業創出支援部 SL グループ（担当：水
谷）
TEL/FAX：075-391-1141

●「消費税転嫁対策支援セミナー」を開催します
～消費税増税前にやっておきたい！小さな会社のための資金繰り改善術～
日時：10 月 1 日（火）19：00～21：00
場所：豊中商工会議所（大阪府豊中市）
詳細 URL：https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=3563

●［実務家・企業知財担当者向け］ 米国特許法セミナー
“From Computers to BioPharma to Litigation Alternatives
―What You Need to Know to Navigate the Changing US Patent Landscape”
日時：平成 25 年 10 月 1 日（火） 9：30～16：20 セミナー 16：30～17：30 交流会
会場：北浜フォーラム
詳細 URL：http://www.kclc.or.jp/files/kenkyukai/2013AIA.pdf
お問い合わせ先：事務局 一般財団法人比較法研究センター 担当）吉川、菊本

TEL：075－315－9924 FAX：075－315－9930
E-mail：yoshikawa@kclc.or.jp

●PMDA 関西支部 開設記念 公開シンポジウム
日時：平成 25 年 10 月 1 日（火） 13：30～16：30
場所：グランフロント大阪 ナレッジキャピタルタワーC 4F「ナレッジシアター」
詳細 URL：http://kansai-tokku.jp/news/symposium-inquiry/
お問い合わせ先：関西国際戦略総合特別区域地域協議会事務局
TEL：06-4803-5557

●「おもてなし経営推進フォーラム in 大阪」開催について
日時：平成 25 年 10 月 1 日（火）14：00～16：00
場所：ナレッジキャピタル北館 地下 2 階ルーム 3（グランフロント大阪内）
詳細 URL：
http://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/service/25fyomotenashi/seminar2.html
お問い合わせ先：近畿経済産業局 産業部 クリエイティブ産業ユニット
TEL:06-6966-6053

●大阪大学「第 5 回スーパーコンピュータ「京」と創薬・医療の産学連携セミナーHPCI 計算
生命科学推進プログラム」
日時：平成 25 年 10 月 2 日（水曜日）午後 1 時 30 分から午後 4 時 40 分まで
場所：グランフロント大阪ナレッジキャピタル タワーＣ8 階 カンファレンスルーム
詳細 URL：http://hpci.me.es.osaka-u.ac.jp/
お問い合わせ先：大阪大学大学院基礎工学研究科 HPCI セミナー事務局
E-mail:hpci@me.es.osaka-u.ac.jp

●「改正労働契約法のポイントと実務対応」～今から対応しておかなければ、間に合いま
せん～
日時： 平成 25 年 10 月 2 日（水） 14：00～16：00
場所： 大阪トヨペットビル 8 階第 1 会議室（大阪市西区立売堀 3 丁目 1－1）
詳細 URL：http://r26.smp.ne.jp/u/No/269556/eBPzGAH7ci0D_161039/1002_roudou.html
お問い合わせ先：大阪商工会議所西支部 担当 松浦
TEL：06-6539-1666 FAX：06-6539-1668

●第 19 回ひょうご・神戸チャレンジマーケット
日時：平成 25 年 10 月 1 日（火）～2 日（水） 13：00～17：25

場所：ひょうご産業活性化センター 7F ホール
詳細 URL：http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/challengemarket
お問い合わせ先：ひょうご ・神戸チャレンジマーケット運営委員会
TEL：078-230-8110 FAX：078-20-8165

●関西ものづくりワールド 2013
日時：平成 25 年 10 月 2 日（水）～4 日（金） 10：00～18：00（最終日～17：00）
場所：インテックス大阪 2～4 号館、5 号館 A・B ゾーン
詳細 URL：http://www.japan-mfg.jp/ja/osaka/
お問い合わせ先：リード エグジビション ジャパン（株）
TEL：03-3349-8512

●第 118 回彩都バイオサイエンスセミナー
ここにビジネスチャンスが眠っている 医薬品・医療機器等「バイオ産業」へ参入しよう！！
日時：平成 25 年 10 月 3 日（木） 14：30～16：30（名刺交換会 14：30～17：30）
場所：茨木商工会議所 5F 大ホール
詳細 URL：http://www.osaka-bio.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=800
お問い合わせ先：茨木商工会議所 中小企業相談所事務局
TEL：072-622-6631 FAX：072-622-6632

●外国産業財産権制度に関する説明会
日時：平成 25 年 10 月 3 日（木） 10：00～17：00
場所：大阪商工会議所 7F 国際会議ホール
詳細 URL：https://www.iprsupport-jpo.go.jp/apic-seminar/
お問い合わせ先：（一社）発明推進協会 アジア太平洋工業所有権センター 外国相談室
TEL：03-3503-3027 FAX：03-3503-3239
E-mail：soudan@apic.jiii.or.jp

●第 10 回 京都大学宇治キャンパス産学交流会
日時：平成 25 年 10 月 3 日（木） 14：00～19：00（交流会 17：30～）
場所：京都大学 宇治キャンパス おうばくプラザセミナー室 4・5
詳細 URL：http://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp/esp/kyo-uji/keisai/131003
お問い合わせ先：京都府中小企業技術センター けいはんな分室
TEL：0774-95-5027 FAX：0774-98-2202
E-mail：keihanna@mtc.pref.kyoto.lg.jp

●中小機構近畿・iPS アカデミアジャパン「iPS ビジネスへの参入促進オープンセミナー」
日時：平成 25 年 10 月 4 日（金曜日）セミナー午後 2 時から午後 4 時 10 分まで
名紙交換会午後 4 時 10 分から午後 5 時まで
場所：メルパルク京都 6 階会議室 C「貴船」
詳細 URL：http://www.smrj.go.jp/incubation/cckm/seminar/080863.html
お問い合わせ先：iPS ビジネス促進拠点事務局
Tel：075-253-0295 E-mail：ipskyoten02cell4＠ips-ac.co.jp

●貿易実務基礎講座
日時：平成 25 年 10 月 4 日（金）、11 日（金） 13：30～16：30
場所：コラボしが 21 3F 中会議室 2
詳細 URL：http://www.shigaplaza.or.jp/bouekijitsumukisokouza-h25/
お問い合わせ先：（公財）滋賀県産業支援プラザ 貿易投資相談窓口（担当：高山・友成）
TEL：077-521-6638 FAX：077-511-1418
E-mail：keiei@shigaplaza.or.jp

●海外展開指南塾 2013
日時：平成 25 年 10 月 4 日（金） 13：00～17：00～12 月上旬
場所：近畿経済産業局会議室ほか、大阪市内
詳細 URL：
http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/creative_products/creative_products2013_shi
nanzyuku.html
お問い合わせ先：近畿経済産業局 通商部 国際事業課
TEL：06-6966-6032 FAX：06-6966-6087
海外展開指南塾 2013（全 5 回：募集予告）

●中小企業診断士による 経営力アップセミナー 中小企業の経営戦略シリーズ（第 1 回）
販売戦略のバイブル「ランチェスター戦略」について
日時：平成 25 年 10 月 4 日（金） 18：30～20：00（交流会 20：00～21：00）
場所：ＭＯＢＩＯ 北館 3Ｆ309 号室
詳細 URL：http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail.php?id=1095
お問い合わせ先：ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）
（担当：河嶋・間々田）
TEL：06-6748-1052

●「HI-DEC 第 6 回予防医学セミナー」 開催のご案内
日時 ：平成 25 年 10 月 5 日（土）13：30～16：00

場所 ：臨床研究情報センター(TRI) 第一研修室
詳細 URL：http://www.ibri-kobe.org/event/pdf/2013/pvntmed.pdf
お問い合わせ先：公益財団法人先端医療振興財団 クラスター事業推進課
メールアドレス：primed@fbri.org FAX：078-304-6890

●第 10 回 STS フォーラム公開シンポジウム「科学技術が拓く人間の未来」
～ｉＰＳ細胞が未来を拓く～
日時：平成 25 年 10 月 5 日（土） 14：00～16：40
場所：京都商工会議所 講堂（3Ｆ）
詳細 URL：http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_094790.html
お問い合わせ先：府民総合案内・相談センター
TEL：075-411-8000 FAX：075-414-5001

●医療介護ビジネス創造研究会「メディサロン」～食編～（10/5 開催）
詳細 URL：http://mg.sansokan.jp/r/c.do?ija_12AAU_UV_hmp

●神戸医療産業都市を持続的バイオクラスターにするために
日時：平成 25 年 10 月 6 日（日）13：30～17：00
場所：神戸大学統合研究拠点コンベンションホール
詳細 URL：http://riam.jp/workshop/?p=486
お問い合わせ先：現代経営学研究所（RIAM）事務局
神戸市灘区六甲台町 2-1 神戸大学大学院経営学研究科内
TEL：078-805-1623、078-803-6985 FAX：078-805-1624
E-mail：bi@riam.jp

●「第 14 回ベルギー・フランダースのバイオセミナー／ビジネスマッチング（神戸）
」
日時：平成 25 年 10 月 7 日（月曜日）
ビジネスマッチング午前 9 時 30 分から 12 時、午後 1 時 30 分から 5 時 30 分
セミナー午後 1 時 30 分から午後 5 時 30 分（予定）
交流会午後 5 時 30 分から午後 7 時（予定）
場所：神戸臨床研究情報センター（神戸市中央区港島南町 1-5-4）
詳細 URL：http://www.dy-net.or.jp/osirase/20130821.html
お問い合わせ先：
〈セミナーに関する問合せ〉
ベルギー・フランダース政府貿易投資局
TEL：03-5210-5882 E-mail：contact@fitagency.com（担当：藤井）

〈ビジネスマッチング、お申込み方法（PRAISE-NET）に関する問合せ〉
大阪医薬品協会 TEL:06-6231-9191 （担当：島居）

●課題解決型医療機器等開発事業「医工連携推進シンポジウム」ニーズ募集
日時：平成 25 年 10 月 7 日(月) 13:00～（予定）
場所：日本消防会館（ニッショーホール）東京都港区虎ノ門 2 丁目 9 番 16 号
詳細 URL：http://www.med-device.jp/html/development/event/20131007.html
お問い合わせ先：株式会社三菱総合研究所 「課題解決型医療機器等開発事業」事務局（担
当：高谷）
E-Mail: m-kiki-need@mri.co.jp / TEL：03-6705-6301

●ベルギー王国ワロン地域のライフサイエス最前線
再生医療、バイオ産業、免疫学のリーディングカンパニー来日講演セミナー
日時：平成 25 年 10 月 7 日（月） 13：30～20：00
場所：ベルギー王国大使館 レセプションホール
お問い合わせ先：ベルギー王国ワロン地域政府 貿易・外国投資振興庁（AWEX）
担当：櫻井 東京都千代田区二番町 5-4 ベルギー王国大使館
TEL：03-3262-0951 FAX：03-3262-0398

●研究講演会「医療の新しいフロンティア：p-Medicine と三次予防」】
日時：平成 25 年 10 月 11 日（金） 13：20－17：45
会場：神戸大学統合研究拠点コンベンションホール
詳細 URL：http://join-ica.org/ica/
お問い合わせ先：mail@join-ica.org

●第 14 回再生医療の実用化に関するニーズ発表会
日時：平成 25 年 10 月 11 日（金） 14：00～17：00
場所：神戸臨床研究情報センター(TRI) 第 2・3 研修室
詳細 URL：http://www.ibri-kobe.org/event/pdf/2013/14th_needs.pdf
お問い合わせ先：（公財）先端医療振興財団（担当：岡）
TEL：078-306-0719 FAX：078-306-0752
E-mail：t-oka@fbri.org

●地域資源セミナー
『おおさか地域創造ファンド助成金』で始める「新規事業」
日時：平成 25 年 10 月 16 日（水） 14：00～16：00

場所：大阪商工会議所 402 会議室
詳細 URL：http://www.osaka.cci.or.jp/b/fd251016/
お問い合わせ先：大阪商工会議所 中小企業振興部 経営相談室
TEL：06-6944-6471 FAX：06-4791-0444

●滋賀の女性経営者フォーラム
日時：平成 25 年 10 月 16 日（水） 13：00～18：00（交流会 16：45～）
場所：ピアザ淡海 滋賀県立県民交流センター
詳細 URL：http://www.pref.shiga.lg.jp/hodo/e-shinbun/fb00/20130830.html
お問い合わせ先：滋賀県商工観光労働部中小企業支援課
TEL：077-528-3733 FAX：077-528-4871
E-mail：fb00@pref.shiga.lg.jp

●英国ヘルスケアメーカー レキットベンキーザー社との技術マッチングオープンイノベ
ーションフォーラム
日時：平成 25 年 10 月 18 日（金） 15：00～17：00
場所：マイドームおおさか 8F 第 3 会議室
詳細 URL：http://www.mydome.jp/deal/oiforum/
お問い合わせ先：（公財）大阪産業振興機構 取引振興課（国内取引担当）
TEL：06-6748-1144 FAX：06-6745-2362
E-mail：torihiki@mydome.jp

●長浜バイオ大学開学 10 周年記念シンポジウム
バイオイノベーションによる日本の成長戦略－長浜バイオ大学が果たすべき役割－
日時：平成 25 年 10 月 19 日（土） 13：00～17：50
場所：長浜バイオ大学 命江館 2F 大講義室 1
詳細 URL：http://www.nagahama-i-bio.ac.jp/10th-anniversary.html
お問い合わせ先：長浜バイオ大学
TEL：0749-64-8100

●燃料電池ビジネス参入セミナー（Part2）in MOBIO-Cafe
日時：平成 25 年 10 月 22 日（火） 18：00～20：00（交流会 19：00～）
場所：クリエイション･コア東大阪 南館 3F 技術交流室 A
詳細 URL：http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail.php?id=1116
お問い合わせ先：（公財）東大阪市産業創造勤労者支援機構
TEL：06-4309-2301 FAX：06-4309-2303

E-mail：seminar@hispa.biz-web.jp

● 「革新的膜工学を核とした水ビジネスにおけるグリーンイノベーションの創出」
平成 25 年度活動報告会開催のご案内
日時：平成 25 年 10 月 23 日（水）13:30～17:30 （交流会 17:45～19:00）
場所：神戸市産業振興センター3 階「ハーバーホール」
詳細 URL：http://www.niro.or.jp/n_news/index.php?mode=dtl&typ=2&cd=340
お問い合わせ先：（公財）新産業創造研究機構
地域イノベーション推進部担当：堀部 TEL：078-306-6801

●事業承継とＭ＆Ａ活用・入門セミナー
日時：平成 25 年 10 月 23 日（水） 14：00～16：00
場所：大阪商工会議所 4Ｆ401 号会議室
詳細 URL：http://www.osaka.cci.or.jp/b/pdf13/251023ma.pdf
お問い合わせ先：大阪商工会議所 中小企業振興部 事業承継・再生支援担当
TEL：06-6944-6257 FAX：06-6944-8005

●ＮＥＤＯ技術フォーラム in 近畿（2013）―未来社会を支えるロボット技術―
日時：平成 25 年 10 月 23 日（水） 13：00～17：20
場所：グランフロント大阪 カンファレンスルーム（タワーB10 階）
詳細 URL：http://www.nedo.go.jp/events/SR_100010.html
お問い合わせ先：ＮＥＤＯ 関西支部（担当：矢内、下岡）
TEL：06-7670-2200 FAX：06-6344-4574

●けいはんな先端ビジネス広報研究会
日時：平成 25 年 10 月 23 日（水） 15：00～17：30
場所：けいはんなプラザ ラボ棟 4F 会議室
詳細 URL：http://www.kri-p.jp/event_mt/2013/10/1023.html
お問い合わせ先：（公財）関西文化学術研究都市推進機構（担当：中村、井上）
TEL：0774-98-2230 FAX：0774-98-2202

●環境・エネルギービジネス商談会
日時：平成 25 年 10 月 23 日（水） 10：00～17：00 24 日（木） 10：00～12：00
場所：ホテルニューオータニ大阪
詳細 URL：http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=14427
お問い合わせ先：ＪＥＴＲＯ 大阪本部 事業推進課（担当：肥爪、海住）

TEL：06-6447-2309 FAX：06-6447-2336

●地域イノベーション戦略支援プログラム 平成 25 年度活動報告会
日時：平成 25 年 10 月 23 日（水） 13：30～17：30（交流会 17：45～19：00）
場所：神戸市産業振興センター 3F「ハーバーホール」
詳細 URL：http://www.niro.or.jp/n_news/index.php?mode=dtl&typ=2&cd=340
お問い合わせ先：（公財）新産業創造研究機構 地域イノベーション推進部（担当：堀部）
TEL：078-306-6801 FAX：078-306-6812
E-mail：water@niro.or.jp

●びわ湖環境ビジネスメッセ 2013
日程：平成 25 年 10 月 24 日(木)～26 日(土)
詳細 URL：http://www.biwako-messe.com/
場所：滋賀県立長浜ドーム（JR 田村駅から徒歩 5 分）
お問い合わせ先：びわ湖環境ビジネスメッセ実行委員会
TEL: 077-528-3793 FAX: 077-528-4876
E-mail: info@biwako-messe.com

●消費税転嫁対策特別講習会
日時：平成 25 年 10 月 24 日（木）、30 日（水） 110：00～12：00 214：00～16：00
場所：TAC 梅田校
詳細 URL：ps://www.tenkataisaku.jp/
お問い合わせ先：消費税転嫁対策特別講習会事務局
TEL/FAX：03-3546-2055
E-mail：info@tenkataisaku.jp

●シミュレーションへの誘い～スパコンを使って、ものづくりを変革しませんか～
日時：平成 25 年 10 月 25 日（金） 14：00～17：00
場所：大阪商工会議所 4F401 号会議室
詳細 URL：http://www.osaka.cci.or.jp/b/pdf13/131025supa.pdf
お問い合わせ先：大阪商工会議所 経済産業部産業・技術・水ビジネス振興担当
TEL：06-6944-6300 FAX：06-6944-6249

●第 22 回グリーンケミストリーフォーラム
日時：平成 25 年 10 月 28 日（月） 13：00－17：00
場所：大阪大学中之島センター（大阪市北区中之島 4－3－53）

詳細 URL：http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php
お問い合わせ先：大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻 茶谷直人
ＴＥＬ 06－6879－7397
ＦＡＸ 06－6879－7396
E-mail chatani@chem.eng.osaka-u.ac.jp

●大阪医薬品協会「英国ウエールズ ライフサイエンスセミナー」
日時：平成 25 年 10 月 29 日（火曜日）午後 3 時から午後 5 時 30 分まで
場所：大阪薬業クラブ 2 階ＢＣ室（大阪市中央区伏見町 2-4-6）
詳細 URL：http://www.dy-net.or.jp/osirase/20130903.html

●第 6 回海外バイヤーマッチング・大阪大商談会
日時：平成 25 年 10 月 29 日(火)～30 日(水) 10:00～17：00
詳細 URL：http://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=15776
場所：大阪産業創造館 17 階特設会場
お問い合わせ先：第 6 回海外バイヤーマッチング・大阪大商談会 事務局
TEL：06-6264-9908

●ピン！と感じる「知的財産の活用とリスク」講座
～海外進出で知っておきたいビジネス視点の知的財産あれこれ～
“中小企業等の円滑な海外ビジネスのために”
日時：平成 25 年 10 月 29 日（火） 14：00～17：00
場所：
（公財）堺市産業振興センター セミナー室 1/4F
詳細 URL：http://www.nittsu-ryoko.co.jp/event/inpit-k/kouza.html
お問い合わせ先：「海外知的財産活用講座」受付事務局
日通旅行（株）総合営業第一グループ 内（担当：本名・伊東・大村）
TEL：03-3573-8343 FAX：03-3573-8348

●オーファンドラッグ・オーファンデバイスの開発振興に係る説明会
日時：平成 25 年 10 月 29 日（火） 13：45～16：30
場所：千里ライフサイエンスセンター 会議室 501～503 号室
詳細 URL：http://www.nibio.go.jp/news/2013/08/000717.html
お問い合わせ先：（独）医薬基盤研究所 研究振興部 開発振興課（担当：志田、楠）
TEL：072-641-9804 FAX：072-641-9831
E-mail：kisho-ph@nibio.go.jp

●製造業の逆見本市
新規取引のチャンス！大手・中堅メーカーのニーズ情報大公開！
日時：平成 25 年 10 月 29 日（火）～30 日（水） 10：00～17：30
場所：大阪産業創造館 3F マーケットプラザ
詳細 URL：http://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=15533
お問い合わせ先：大阪産業創造館 イベント・セミナー事務局
TEL：06-6264-9911 FAX：06-6264-9899
E-mail：ope@sansokan.jp

●地球環境技術推進懇談会 20 周年記念シンポジウム開催のご案内
日時：平成 25 年 10 月 29 日（火）
会場：大阪科学技術センター 8 階 大ホール（講演会）7 階レストラン（交流会）
詳細 URL：http://www.ostec.or.jp/data/news_ostec/earth20th.pdf
お問い合わせ先：一般財団法人大阪科学技術センター 技術振興部 土谷・石田・大浦
ＴＥＬ：06－6443－5322 ＦＡＸ：06－6443－5319
Ｅメ－ル： <mailto:shimpo20@ostec.or.jp> shimpo20@ostec.or.jp

●産総研オープンラボ 2013 開催のご案内
詳細 URL：http://www.aist-openlab.jp/
日時：平成 25 年 10 月 31 日（木）9：30～17：00／11 月 1 日（金）9：30～16：30
場所：産総研つくばセンターつくば中央／つくば西／つくば東
詳細 URL：http://www.aist-openlab.jp/contact

●専門実務セミナー「再生・細胞医療支援ビジネスの動向」開催案内
日時：平成 25 年 10 月 31 日（木） 13：30－17：10
場所：千里ライフサイエンスセンタービル 5F サイエンスホール
お問い合わせ先： E-mail：network@senri-life.or.jp

●第 3 回医工薬産学公連携支援シンポジウム
「世界に向けたライフイノベーションを京都から」
日時：平成 25 年 11 月 7 日（木） 14：00～17：30
場所：京都大学医学部創立百周年記念施設 芝蘭会館 山内ホール
詳細 URL：http://www.astem.or.jp/business/coordination/medical/symposium20131107
お問い合わせ先：（公財）京都高度技術研究所 産学連携事業部 医工薬産学公連携支援グ
ループ
TEL：075-315-3625 FAX：075-315-3614

E-mail：ikouyaku@astem.or.jp

●がんシリーズ第 4 回「がんゲノミクス研究と臨床応用」
日時：平成 25 年 11 月 8 日（金）10：00－17：00
場所：千里ライフサイエンスセンタービル 5 階ライフホール（大阪、豊中市）
詳細 URL：http://www.senri-life.or.jp
お問い合わせ先： (財)千里ライフサイエンス振興財団セミナーＥ4 係
TEL：06-6873-2001 FAX：06-6873-2002
E-mail：tnb@senri-life.or.jp

●市民フォーラム 2013(日本ペプチド学会主催)開催のご案内
日時：平成 25 年 11 月 9 日(土）13：00 から 16：50
場所：千里ライフサイエンスセンター 501－503 号室
詳細 URL：http://www.aeplan.co.jp/APIPS2013/forum2013.html

●事業承継の税制・相続税・入門セミナー
日時：平成 25 年 11 月 19 日（火） 14：00～16：00
場所：大阪商工会議所 4Ｆ401 号会議室
詳細 URL：http://www.osaka.cci.or.jp/b/pdf13/251119jsk.pdf
お問い合わせ先：大阪商工会議所 中小企業振興部 事業承継・再生支援担当
TEL：06-6944-6257 FAX：06-6944-8005

●事業承継フォーラム 2013 in 近畿
日時：平成 25 年 11 月 25 日（月） 13：30～16：30
場所：大阪マーチャンダイズ・マートビル 2F 会議室
詳細 URL：http://www.smrj.go.jp/kinki/seminar/080847.html
お問い合わせ先：（独）中小企業基盤整備機構 近畿本部 経営支援課（担当：吉田）
TEL：06-6910-3866 FAX：06-6910-3867

●いばらき異業種交流会
茨木市内最大級のマッチングステージマッチングの種がザックザク！！
日時：平成 25 年 11 月 27 日（水） 午後 3:00 ～ 午後 6:00
場所： 茨木商工会議所 5 階大ホール
お問い合わせ先：茨木商工会議所
TEL： 072-622-6631 (担当：笹井)
FAX： 072-622-6632

ｍail：info@ibaraki-cci.or.jp

●健康食品・化粧品ビジネスマッチング in 札幌 2013
日時：平成 25 年 11 月 27 日（水）10:00～19:30
会場：京王プラザホテル札幌（札幌駅徒歩 5 分/札幌市中央区北 5 条西 7-2-1）
お問い合せ先：(株)ヒューマン・キャピタル・マネジメント（担当：加藤、西澤）
TEL：011－231－1117 FAX：011－231－8884
e-mail：bio2013@hcm.ne.jp

●大阪府立産業技術総合研究所・大阪市立工業研究所合同発表会
日時：平成 25 年 11 月 28 日（木） 10：00～17：00
場所：クリエイション・コア東大阪 南館 3F
詳細 URL：http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000235060.html
お問い合わせ先：（地独）大阪市立工業研究所 TEL：06-6963-8011
（地独）大阪府立産業技術総合研究所 TEL：0725-51-2516

●彩都バイオインキュベーション施設一般公開
日程：平成 25 年 11 月 30 日（土）
場所：彩都バイオインキュベータ（予定）
詳細・同時開催については次号案内します
お問い合わせ先：バイオ・サイト・キャピタル㈱ TEL 072-640-1060

●「消費者モニター会」出展企業募集中！
～時間・手間・コストをかけずに商品開発・販路開拓のヒントを得られるチャンス！～
詳細 URL：http://r26.smp.ne.jp/u/No/269560/ahFcIHH7ci0D_161039/0906_syouhi.html
開催日時： 平成 25 年 12 月 5 日（木）
（2 部制、来場者入替制）
開催場所： 大阪産業創造館 3 階 マーケットプラザ
お問合せ先：
大阪商工会議所地域振興部
TEL：06-6944-6323 FAX：06-6944-6330

●第 4 回農商工連携フォーラム in おおさか
日時：平成 26 年 1 月 30 日（木）
場所：マイドームおおさか
詳細 URL：http://www.osaka.cci.or.jp/b/pdf13/260130nsk04.pdf
お問い合わせ先：大阪商工会議所 流通・サービス産業部（経営支援担当：高橋・中村）

TEL：06-6944-6493 FAX：06-6944-6565

●第 14 回日本抗加齢医学会
日時：平成 26 年 6 月 6 日から 8 日
場所：大阪国際会議場
詳細 URL：http://www.14jaam.jp/

● 第 21 回 日本血管生物医学会学術集会（再掲）
日程： 平成 25 年 9 月 26 日～28 日
場所：千里阪急ホテル
詳細 URL：http://medical.g-1.ne.jp/JVBMO2013/

●千里ライフサイエンス振興財団 新適塾「脳はおもしろい」
「人間行動への遺伝の影響を考える：双生児研究の知見から」
日時：平成 25 年 9 月 27 日（金曜日）
場所：千里ライフサイエンスセンタービル（豊中市新千里東町 1－4－2）
詳細 URL：http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shinteki-nou_omoshiroi.html
お問い合わせ先：公益財団法人千里ライフサイエンス振興財団 「脳はおもしろい」係
TEL：06-6873-2001 FAX：06-6873-2002 E-mail：tkd@senri-life.or.jp

●平成 25 年度モノづくり受発注広域商談会 in マイドームおおさか（再掲）
日時：平成 25 年 9 月 27 日（金） 10：00～17：00
場所：マイドームおおさか 2F 展示場
詳細 URL：http://www.shigaplaza.or.jp/monoshodan_h25/
お問い合わせ先：（公財）滋賀県産業支援プラザ 経営・国際ビジネス支援 G（担当：伊藤・
谷口）
TEL：077-511-1413 E-mail：keiei@shigaplaza.or.jp

●千里ライフサイエンス振興財団 市民公開講座（再掲）
「脳を守ろう 認知症早期発見・予防・治療の最前線」
日時：平成 25 年 9 月 28 日（土曜日）午後 1 時 30 分から午後 4 時 20 分まで
場所：千里ライフサイエンスセンタービル 5 階 ライフホール
詳細 URL：http://www.senri-life.or.jp/citizen/citizen-1.html
お問い合わせ先：公益財団法人千里ライフサイエンス振興財団 市民公開講座 係
TEL：06-6873-2001 FAX：06-6873-2002 E-mail：tnb@senri-life.or.jp

●再生医療の全体像を見わたせる分かりやすい解説講座（再掲）
～モノづくり企業のための生物学の基礎から臨床応用まで～（全 6 回）
日程：平成 25 年 10 月 2 日（水）～12 月 4 日（水）
場所：京都リサーチパーク 4 号館 2Ｆルーム 1
詳細 URL：http://www.krp.co.jp/sangaku/bio_seminar/2013/
お問い合わせ先：京都リサーチパーク（株）開発企画部（担当：菊田・河本）
TEL：075-315-8476

●第 17 回 買いまっせ！ 売れ筋商品発掘市（再掲）
詳細 URL：http://r26.smp.ne.jp/u/No/265593/bDh556H7ci0D_161039/1004_kaimasse.html
日時：平成 25 年 10 月 4 日（金）10:00～13:00/14:00～17:00（13:00～14:00 は休憩時間）
場所：大阪府立体育会館（大阪市浪速区難波中 3－4－36）
お問い合わせ先： 大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当
TEL：06-6944-6440 FAX：06-6944-6565

●メコン地域 3 カ国視察ミッション（再掲）
日 程：平成 25 年 10 月 6 日（日）～10 月 13 日（日）＜6 泊 8 日＞
訪問国：＜ベトナム＞ ホーチミン、＜ラオス＞ ビエンチャン、＜カンボジア＞ バベット
詳細 URL：http://r26.smp.ne.jp/u/No/267598/KEqNECH7ci0D_161039/1006_mekon.html

●経営革新塾 2013（再掲）
小さな会社のための[銀行が思わずお金を貸したくなる事業計画書] 作成講座
日程：平成 25 年 10 月 12 日、21 日、24 日、28 日
11 月 7 日、11 日、18 日、21 日、30 日
時間：初日・9 日目：午前 10:00 ～ 午後 5:00 2 日目～8 日目：午後 7:00 ～ 午後 9:00
場所：茨木商工会議所 会議室
お問い合わせ先：茨木商工会議所
TEL： 072-622-6631 (担当：藤田) FAX： 072-622-6632
ｍail：info@ibaraki-cci.or.jp

●平成 25 年度起業家セミナー（再掲）
日時：平成 25 年 10 月 12 日（土）～11 月 30 日（土）毎週土曜日（7 日間） 10：00～17：
00
場所：京都府産業支援センター 5Ｆ研修室
詳細 URL：http://www.ki21.jp/information/entre_semi/2013/
お問い合わせ先：（公財）京都産業 21 連携推進部 産学公・ベンチャー支援グループ

TEL：075-315-9425 FAX：075-314-4720 E-mail：sangaku@ki21.jp

● 千里ライフサイエンスセミナーＥ3 「創薬関連分子の構造生物学の最前線」
（再掲）
日時：平成 25 年 10 月 16 日（水） 10：00～16：10
場所：千里ライフサイエンスセンタービル 5Ｆライフホール
詳細 URL：http://www.senri-life.or.jp/
お問い合わせ先：公益財団法人千里ライフサイエンス振興財団 セミナーＥ3 担当 谷山佳
央
E-mail：tkd@senri-life.or.jp （TEL：06-6873-2001、FAX：06-6873-2002）

●（実務者向け）平成 25 年度知的財産権制度説明会（再掲）
日程：平成 25 年 10 月 22（火）～12 月 5 日（木）
場所：エル・おおさか 2Ｆエルシアター
詳細 URL：http://www.jiii.or.jp/h25_jitsumusya/index.html
お問い合わせ先：知的財産権制度説明会（実務者向け）運営事務局
（一社）発明推進協会 知的財産総合支援グループ 研修チーム
TEL：03-3502-5437 FAX：03-3504-1480

●二酸化炭素資源化国際シンポジウム（再掲）
日時：平成 25 年 11 月 8 日(金) 9:30 ～ 16:40
場所：東京大学本郷キャンパス 弥生講堂一条ホール
詳細 URL：http://www.plantsci.jst.go.jp/pdf/crest_co2_20130701.pdf
お問い合わせ先：独立行政法人 科学技術振興機構 戦略研究推進部
TEL：03-3512-3512 FAX：03-3222-2066 E-Mail:crest@jst.go.jp

●最先端研究開発支援プログラム ＦＩＲＳＴ川合プロジェクト 国際シンポジウム（再掲）
日程：平成 25 年 11 月 21 日(木)～22 日(金)
場所：京都府京都市 / ハイアットリージェンシー京都
詳細 URL：http://square.umin.ac.jp/isba2013/

● 次世代医療システム産業化フォーラム 2013（再掲）
開催時期：平成 25 年 5 月～平成 26 年 2 月
詳細 URL：http://www.osaka.cci.or.jp/Jigyou/med-device/2013/
お問い合わせ先：大阪商工会議所 経済産業部 ライフサイエンス振興担当
TEL：06-6944-6484 FAX：06-6944-6249 E-mail：bio@osaka.cci.or.jp

● 平成 25 年度『再生医療サポートビジネス懇話会』（全 6 回）
（再掲）
～モノづくり企業の再生医療分野のビジネスチャンスを求めて～
日時：平成 25 年 4 月 26 日（金）～平成 26 年 2 月 21 日（金）
場所：ＫＲＰ（http://www.krp.co.jp/access/）
詳細 URL：http://www.krp.co.jp/sangaku/bio/event/data.php?eid=00025
お問い合わせ先：京都リサーチパーク（株） 開発企画部（担当：菊田・河本）
TEL：075-315-8476 E-mail：saisei-s@krp.co.jp

● 医薬基盤研究所・創薬支援戦略室 創薬支援ナビ（相談事業）の開始（再掲）
相談対象：創薬シーズを保有する大学・公的研究機関・大学発ベンチャー等の研究者
相談範囲： 創薬及びコンパニオン診断薬研究に関する相談に応じます。
有望シーズに対する支援：
相談のあった創薬シーズのうち、実用化に向けて有望なものについては、創薬支援戦略室
が創薬
支援ネットワークとの調整を通じ、以下の支援を行います。
（1）製薬企業への導出に向けた出口戦略の策定
（2）創薬支援ネットワークを構成する研究機関との共同研究のコ－ディネート
（3）応用研究（探索研究、最適化研究等）から前臨床試験（GLP 準拠）までにおける技術
的支援
（4）特許や創薬過程における周辺特許等の知的財産取得の指導・助言等による支援
（5）CRO や CMO 等の紹介・委託支援
（6）製薬企業への導出・提携支援 等
相談実施場所：東日本又は西日本統括部のうちいずれか申込者の希望する場所
創薬支援戦略室 東日本統括部 （東京都港区虎ノ門 1-2-10 虎ノ門桜田通ビル 3 階）
創薬支援戦略室 西日本統括部 （大阪府茨木市彩都あさぎ 7-6-8 第二研究棟 2 階）
詳細 URL：http://www.nibio.go.jp/news/2013/06/000679.html
お問い合わせ先： 独立行政法人医薬基盤研究所創薬支援戦略室東日本統括部
電話（ダイヤルイン）03-5501-4170

● 関西広域連合域内 工業系公設試験研究機関ポータルサイト 「関西ラボねっと」
（再掲）
関西広域連合では、構成団体の工業系公設試験研究機関の連携した取組みを進めるため、
この度ポータルサイトの機能を強化し、当該機関を利用する中小企業の方々が、求める情
報にたどり着き易く必要な技術支援情報が効果的かつ効率的に得られる「関西パブリック
ラボ・ネットワーク」(略称「関西ラボねっと」)を作成しました。
「関西ラボねっと」 詳細 URL：http://kansai-kousetsushi.jp/

● 「医療機器相談窓口」開設（再掲）
相談日時：原則、毎週木曜日
相談場所：下記のいずれかの場所
・グランフロント大阪 タワーＣ ナレッジキャピタル 7 階
・関西広域連合広域産業振興局ライフサイエンス産業振興課
（大阪府商工労働部成長産業振興室バイオ振興課内）
）
詳細 URL：http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=1059
お問い合わせ先：関西広域連合広域産業振興局ライフサイエンス産業振興課
電話：06-6115-8100 Fax：06-6833-8170
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【3】編集後記
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9 月に入り暦の上では秋を迎えました。
先日の中秋の名月を見られた方も多くいらっしゃると思いますが、もう一つ名月が存在し
ます。それは十三夜の月と呼ばれるもので、旧暦 9 月 13 日に見られる月のことだそうです。
十三夜の月は満月よりも少しだけ欠けており、それは趣があっていいのだそうですよ。
10 月 17 日（木）は十三夜です。十五夜を見逃した方は、十三夜の月を見ながら秋らしいひ
と時をお過ごしされてはいかがでしょうか？

まだまだ暑い日が続いております。体調管理にはお気をつけくださいませ。

※皆様からのメルマガ掲載記事の投稿・応募、ご意見ご要望などもお待ち申し上げており
ます。
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