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△▼△ 青銀会通信
▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.osaka-u.com/
△
★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★
本メルマガに掲載させていただく、会員様の活動報告を募集しております。
会員企業様の宣伝広告を含めた活動内容等（事業提携の希望や新製品の開発や販売）を 500
～1,000 字程度でご紹介させていただきます。

ルールは「他社の誹謗中傷はしない」、
「公序良俗には反しない」だけです。
ご希望の方は事務局までご連絡下さい。
事務局 連絡先：info@osaka-u.com
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+
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】会員企業様の活動報告 株式会社フィナンテック 藤中 達也様
【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】会員企業様の活動報告
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個人会員の藤中でございます。少し前に事務局長の谷さんからお電話があり、
「“いつもの
レギュラーメンバー以外で、メルマガのエッセイを書いてもらおう！”という話になって、
良ければ、その栄えある第 1 号になってみませんか？」という非常に嬉しい（？）お誘い
を頂きました。それで、
「お題はどうしましょうか？」ということになりまして、「普段の
仕事の宣伝でも構いませんよ！」ということでしたので、恥も外聞も無く、
「宣伝１００％
で紙面をお借りします」ということになりました。

私はこの 10 数年、
「㈱フィナンテック http://www.finantec-net.com/」という IR コンサル
の会社にて、ベンチャー企業や IPO 前後の新興企業の IPO 支援や IR の実務支援に携わらせ
て頂きました。フィナンテックといってもご存じない方がいらっしゃるかもしれませんが、

「東京 IPOhttp://www.tokyoipo.com/」という情報サイトはご存知かもしれません。この東京
IPO も弊社が運営させて頂いております。

まぁこんな稼業が幸いして、青い銀杏の会とも出会いがあり、阪大医学部発ベンチャー
の㈱サインポストの役員を経て現在も顧問をさせて頂いています。当社の遺伝子検査もお
蔭様で 2004 年の会社設立時と比べますと認知度も随分上がり、利用者数も 10 倍以上に増
え、昨年度は単年度黒字も実現できました（因みに、森下仁丹様の通信販売でもお取扱を
開始して頂きました）
。今年は例のアンジェリーナ・ジョリーの乳がん遺伝子検査と未然の
切除手術という大きな話題で、遺伝子検査が一躍脚光を浴びて、一気に引き合いや提携申
込も増え、今年度も更なる企業成長が果たせそうです。ベンチャーも 10 年も頑張れば、チ
ャンスが来るものだと、サポーターの身分ながら嬉しく感じております。

また、阪大発のベンチャー企業では無いのですが、仙台の新興企業で CD/DVD の製造販売
を行う㈱オプトロムという企業の再生と IPO(名証セントレックス)にも携わり(2006 年 10
月)、2008 年から新規事業として始めた環境エネルギー事業の一環として、
「E・COOL
http://www.ecool-optrom.com/」という CCFL 管（蛍光灯の進化版・LED 並みの長寿命と省
エネルギーを実現）を使った次世代蛍光灯の開発と販売にも携わっております。省エネ照
明といえば、99％の方が「LED 照明」を頭に描かれると思いますが、この E・COOL は LED 照
明ではありません。元々ノート PC や液晶モニターやテレビのバックライト光源として使わ
れ、30 年近い実績が既にある CCFL 管という光源を使っております。
「LED との差別化要因
は何か？」との問い掛けには「昨今 LED の光には目の網膜に悪影響を与えるというブルー
ライト問題が浮上して来ているのに対し、CCFL の照明にはそんな問題も殆ど無く、蛍光灯
と同じ原理で光っているため、我々にも馴染みがある“目にやさしい照明”です」と応え
ております。一般小売はせずに代理店を通じた BtoB 販売ながら、既に発売から 5 年で 50
万本以上の累計出荷を数え、日本郵船様の自動車運搬船にもこの E・COOL が採用されてい
ますし、
「患者様の目にやさしい省エネ照明」が決め手で、この 10 月には関西の大病院で
は初めて済生会京都府病院に採用が決まりました。また、理事長の森下先生の研究室でも
昨年からご使用頂いており、八洲薬品様には代理店にもなって頂きました。関西も電気代
が高騰して来ております。オフィスの 1 フロアーでの電気使用の約１/３が照明と言われて
おりますので、E・COOL のご導入で、照度は現状とほぼ同じに維持しながらも、電気代を半
分前後に抑制可能なので、節電にはより一層お役に立てるものと思っております。価格も
売れ筋の LED 蛍光灯とほぼ同等、寿命 10 年超の中、約 4 年～5 年で初期投資の元が取れる
筈ですので、この際にどうぞご検討をお願い致します。

最後になりますが、この 10 年以上、ベンチャー企業とともに歩ませて頂き、自分もより
一層成長させて頂いた気がします。大企業では何かと仕事のお膳立てがされていることが
多いのですが、ベンチャーや新規事業では殆どのことが手さぐりであり、仕事をしながら

いろんなスキルが体に染み込んで来るということも実感させて頂きました。今後もベンチ
ャーと供に歩んで行ければと思う今日この頃ということで、筆をおかせて頂きます。有難
うございました。
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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・募集情報（再掲含む） ◇◇◇

◇平成 25 年度地域中小商業支援事業（地域商業再生事業）第 2 次募集延長
[募集締切］11 月 25 日（月） （経済産業局に 17 時必着）
[詳細] http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2013/131025tiiki.htm

◇平成 25 年度地域中小商業支援事業（中小商業活力向上事業）第 2 次募集延長
[募集締切］11 月 25 日（月） （経済産業局に 17 時必着）
[詳細] http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2013/131025katuryoku.htm

◇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）3 次募集
[詳細] http://www.eccj.or.jp/grant/index.html
[期間] 平成 25 年 10 月 29 日（火）～11 月 25 日（月）

◇関西バイオビジネスマッチング 売り手企業第二次募集
[期間] ～平成 25 年 11 月 29 日（金）
[詳細] http://www.kinkibio-matching.biz/

◇中小企業事業継続支援雇用対策事業＜再掲＞
[期間] 平成 25 年 10 月 1 日（火）～11 月 29 日（金）
[詳細] http://www.pref.kyoto.jp/kinkyu-koyou/news/keizoku.html

◇第 5 回知恵ビジネスプランコンテスト＜再掲＞
[期間] 平成 25 年 10 月 22 日（火）～11 月 29 日（金）
[詳細] http://www.kyo.or.jp/chie/contest/index.html

◇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＞
[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]
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/hodo/e-shinbun/20130618saienehojokin.html

◇関西アーバン共同研究助成金
[詳細] http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/news/2013/qee3sj
[期間] 平成 25 年 11 月 29 日（金）

◇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
[詳細] http://www.jst.go.jp/erato/application/index.html
[期間] 平成 25 年 11 月 29 日(金)午後 5 時までに応募いただいた被推薦者について、
平成 26 年度選考の研究総括候補者の母集団に加える予定です。

◇JST 「戦略的国際科学技術協力推進事業 平成 25 年度 日本（JST)－英国（MRC）
[期間] 平成 25 年 12 月 5 日（木曜日）午後 5 時まで
[詳細] http://www.e-rad.go.jp/index.html）

◇ドイツ・イノベーション・アワード「ゴットフリード・ワグネル賞 2014
[詳細] http://www.german-innovation-award.jp/
[期間] 平成 25 年 12 月 8 日（日）必着

◇「第 20 回 ひょうご・神戸チャレンジマーケット」ビジネスプラン募集＜再掲＞
[詳細] http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/challengemarket
[期間] 平成 25 年 10 月 15 日（火）～12 月 9 日（月）

◇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＜再掲＞
[期間] 12 月 10 日（火）正午必着
[詳細] http://www.jetro.go.jp/news/announcement/20130614965-news

◇「ものづくり小規模事業者等人材育成事業」の第 2 回募集＜再掲＞
[期間]1 月開始以降開始の講習:12 月 11 日（水）17 時締切
[詳細] http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2013/130913JinzaiKoubo.htm

◇ひょうご農商工連携ファンド事業助成金＜再掲＞
[期間] 平成 25 年 10 月 15 日（火）～12 月 13 日（金）
[詳細] http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/renkeifund

◇平成 25 年度「ものづくり設備高度化支援補助金」
[詳細] http://www.pref.osaka.jp/mono/seizo/setsubikoudoka.html
[期間] 平成 25 年 10 月 18 日（金）～12 月 13 日（金）

◇「京都ものづくり系企業人材確保・育成支援事業」提案事業（第 2 回）
[詳細] http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000155489.html
[期間] 平成 25 年 11 月 8 日（金）～12 月 16 日（月）

◇『産学共同実用化開発事業』の第 3 回公募＜再掲＞
[期間] 平成 25 年 9 月 30 日（月）～12 月 20 日（金）正午
[詳細] http://www.jst.go.jp/jitsuyoka/bosyu.html

◇「エコグランプリいばらき」が開催されます
[期間] 平成 25 年 12 月 20 日（金）（消印有効）
[詳細]
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/seikatsukankyo/ecogra
ndprix/1381450690572.html

◇「大阪製」ブランド認証製品募集
[詳細] http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=14755
[期間] 平成 25 年 11 月 13 日（水）～12 月 20 日（金）

◇池田泉州銀行 平成 25 年度コンソーシアム研究開発助成金＜再掲＞
[期間] 11 月 1 日（金）～12 月 24 日（火）
[詳細] http://www.sihd-bk.jp/fresh_news/0000000462/pdf/fresh.pdf

◇平成 24 年度地域需要創造型等起業・創業促進事業（第 3 回募集）＜再掲＞
[詳細] http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html
[期間] 平成 25 年 9 月 19 日（木）～12 月 24 日（火）

◇平成 25 年度 省エネ診断実施支援＜再掲＞
[期間] 平成 25 年 4 月 10 日（水）～12 月 25 日（水）
[詳細] http://www.shigaplaza.or.jp/shoene-shindan_h25/

◇平成 25 年度 茨木市 省エネ・省ＣＯ2 設備導入事業補助制度＜再掲＞
[期間] 平成 25 年 4 月 1 日（月）～12 月 27 日（金）
[詳細]
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/business_sangyo/gomi/jigyo_oen/1362718368164.ht

◇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＞
[期間] ～年末年始除く平成 26 年 1 月 7 日（火曜日）
[詳細] http://www.nibio.go.jp/news/2013/03/000606.html

◇第 3 回 DBJ 女性新ビジネスプランコンペティション
[詳細] http://www.dbj.jp/ja/topics/dbj_news/2013/html/0000014088.html
[期間] 平成 25 年 12 月 16 日（月）～平成 26 年 2 月 28 日（金）

◇ＮＥＤＯその他公募（予告含む）各種案件
・「ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト／クリーン・コール・テクノロジー
推進事業／エネルギー需給における石炭の役割と今後の CCT 技術開発のあり方に関する
検討」
[詳細] http://www.nedo.go.jp/koubo/EV2_100065.html?from=nedomail
・「希少金属代替材料開発等の中長期戦略立案に関する検討
[詳細] http://www.nedo.go.jp/koubo/EF1_100033.html?from=nedomail
・「水素利用技術研究開発事業」（予告）
[詳細] http://www.nedo.go.jp/koubo/FF1_100093.html?from=nedomail
・「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業 フォローアップ事業」
[詳細] http://www.nedo.go.jp/koubo/AT092_100046.html?from=nedomail
・「平成 25 年度 希少金属代替材料開発等の最新動向に関する検討」
[詳細] http://www.nedo.go.jp/koubo/EF2_100034.html?from=nedomail
・「希少金属代替材料開発等の中長期戦略立案に関する検討」
[詳細] http://www.nedo.go.jp/koubo/EF2_100033.html?from=nedomail

◇茨木市雇用支援関係＜再掲＞
・茨木市正規雇用促進奨励金制度のご利用を
[詳細]
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]
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]
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/business_sangyo/koyo/rodofukushi/1346120566106.
html

◇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＞
[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
[問合せ] 茨木市 産業環境部 商工労政課 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＞
[期間] 平成 25 年 6 月 17 日（月）～随時
[詳細] http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000150597.html

◇京都府中小事業者等 KES 認証普及促進事業補助金＜再掲＞
[期間] 平成 25 年 4 月 15 日（月）～随時受付
[詳細] http://www.kyoto-eco.jp/news/infodetail.html?id=13669439709917

●●● イベントその他情報（再掲含む） ●●●

●体脂肪計タニタの経営戦略【11/20】
[詳細] http://www.kobe-cci.or.jp/category/news/event/?id=2616

●鹿児島県企業立地懇話会 環境・新エネルギー「かごしま」
【11/20】
[問合せ]鹿児島県大阪事務所企業誘致課 TEL：06-6341-5618 FAX：06-6341-7210
E-Mail：o-kigyou@pref.kagoshima.lg.jp

●指名され、感謝されて、繰り返し売れる「共感」の営業術【11/20】
[詳細] http://www.ibaraki-cci.or.jp/PDF/eigyouryoku2013omote.pdf

●外国人留学生就職面接会(11 月 20 日)のご案内【11/20】
[詳細]
http://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/koyou/kaigaijinzai/ryugakusei_mensets
ukai_kigyouboshu131120.html

●「ザ・マナー実践力アップセミナー」～お客さまから評価されるビジネスマナー＆
役立つ慶事マナー～【11/20】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/273413/eayta5H7ci0D_161039/1120_mana-.html

●「2013 台湾グリーン産業商談会」
【11/20】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275711/bIktEJH7ci0D_161039/1120_green.html

●食品の加工・保存～フリーズドライ法と殺菌技術～【11/20】
[詳細] http://mg.sansokan.jp/r/c.do?j18_16kqi_Wi_hmp

●全国のこだわり食材・加工品を集めた商談会【11/20】
[詳細] http://mg.sansokan.jp/r/c.do?j1b_16kqi_Wi_hmp

●第 2 回 品質管理セミナー（入門編）＜再掲＞【11/20】
[詳細] http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail.php?id=1127

●日本経済の現状と先行き＜再掲＞【11/20】
[詳細] http://www.chosakai-kinki.jp/d_seminar/d_131120/d_131120.html

●～待兼山から産まれた科学と技術～「大阪大学大学院 基礎工学研究科産学交流会」
＜再掲＞【11/20】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/272092/9gObHKH7ci0D_161039/1120_handai.html

●モノづくり企業のための新成長分野参入セミナー2013～理化学・医療機器分野への参入
モデルについて一緒に考えてみませんか？～＜再掲＞【11/20】
[詳細] http://www.krp.co.jp/sangaku/bio/event/data.php?eid=00038

●農産物活用商品開発チャレンジ塾【11/21】
[詳細] https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=3722

●消費税増税転嫁対策セミナー第 1 回（基礎編）
「消費税の経過措置と転嫁対策特別措置
法のポイント」～増税準備は大丈夫ですか～【11/21】
[詳細] http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_095359.html

●平成 25 年度バッテリー戦略研究センターセミナー「燃料電池ビジネスの可能性」
【11/21】
[詳細] http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=14634

●連続シリーズ「なにわ士業ネットワークセミナー」 in MOBIO-Café 第 5 話 あなたの
知らない世界 Part.2 「社長さん、補助金で蔵を建てませんか？」～補助金等、公的
サービスを受けるためのテクニック～【11/21】
[詳細] http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail.php?id=1213

●“京都からのイノベーション”～京都の起業文化と国際化について考える～【11/21】
[詳細] http://www.ite.or.jp/study/event/ent20131121.pdf

●ISO9001＆ISO14001 取得支援セミナー【11/21】
[詳細] http://www.kobe-cci.or.jp/category/news/event/?id=2628

●平成 25 年度地域ヘルスケア構築事業採択コンソーシアムによる発表とワーキング
【11/21】
[詳細] http://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=16424

●北大リサーチ＆ビジネスパークセミナー～医と食の融合によるビジネス創出を目指して
～【11/21】
[詳細] http://www.hokudai-rbp.jp/

●若手社員基礎能力向上セミナー【11/21】
[詳細] http://www.ibaraki-cci.or.jp/PDF/wakatesyain2013.10.21.pdf

●「消費税対策セミナー（講演：無料）」～消費税増税に伴う優越的地位の濫用・下請
法・景表法の規制～【11/21】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/273626/EAUn3IH7ci0D_161039/1121_tax.html

●為替リスク対策勉強会 ～元外為ディーラーと考える為替リスク対策～【11/21】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275711/KgAxaeH7ci0D_161039/1121_kawase.html

●大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点「ナノテクノロジープラットフォーム事業」
【11/21】
[詳細] https://nanonet.go.jp/muxbm5kaq-445

●日本を元気にする産業技術会議シンポジウム「中小・中堅企業から始まるグローバル
展開」＜再掲＞【11/21】
[詳細] https://www.aist-renkeisensya.jp/info/index.php?mode=detail&code=442

●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＞【11/21】
[詳細] http://square.umin.ac.jp/isba2013/

●TOEIC テストを活用した『効果的な英語セルフトレーニング法』【11/22】

[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/272437/hDrz60H7ci0D_161039/1122_toeic.html

●～ＩＳＯ13485、ＱＭＳ省令を理解する～「医療機器ビジネス参入のためのＱＭＳ説明
会」＜再掲＞【11/22】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/271848/88WI2eH7ci0D_161039/1122_iryou.html

●第 24 回先端医療センターMonthly Lecture「炎症・免疫応答における自己・非自己の
識別；シグナル伝達」
【11/22】
[詳細] http://www.ibri-kobe.org/event/pdf/2013/monthly24th.pdf

●京都工芸繊維大学 コミュニティ ヘルスサイエンス・テクノロジー講演会 “こころ”
と“からだ”に寄り添い個人と地域に適応した生活支援（QOL、QOC）科学・技術の高度
化に向けて」のお知らせ【11/22】
[詳細] http://research.jim.kit.ac.jp/nc/html/htdocs/?page_id=92

●医薬基盤研究所「ワークショップ 2013 マクロイメージング光学技術及び電子顕微鏡セ
ミナー」
【11/22】
[問合せ]医薬基盤研究所 吉井 k-yoshii@nibio.go.jp FAX:072-641-9821

●これからの人事制度～役割等級制度導入のすすめ～【11/22】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/273522/70VM48H7ci0D_161039/1122_jinji.html

●未払賃金・残業問題対策セミナー【11/22】
[問合せ]茨木商工会議所 TEL： 072-622-6631 (担当：加藤)

●ポーランド ウッチ市 投資セミナー【11/22】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275711/1GsVFcH7ci0D_161039/1122_1122028.html

●S-Cube Cafe 「必修！起業家のための営業力集中セミナー」～事業継続のための戦略
(営業力強化編)～【11/24】
[詳細] http://www.s-cube.biz/content/459_content.html

●平成 25 年度 中小事業者のための省エネ・省ＣＯ2 セミナー＜再掲＞【11/25】
[詳細] http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=14649

●京都産学公連携フォーラム 2013＜再掲＞【11/25】
[詳細] http://www.kyokogyo.or.jp/sangaku/oshirase.cfm

●事業承継フォーラム 2013 in 近畿＜再掲＞【11/25】
[詳細] http://www.smrj.go.jp/kinki/seminar/080847.html

●海外進出 2～3 年の企業のための海外現地法人の運営実務セミナー2 回シリーズ
【11/25】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275160/B53IekH7ci0D_161039/1125_1125012.html
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275160/HiRIE3H7ci0D_161039/1128_1128013.html

●「全国イノベーションコーディネータフォーラム 2013」＜再掲＞【11/26】
[詳細] http://www.sanren-net.jp/icf2013/

●大阪府 第 7 回日中製薬交流会＜再掲＞【11/26】
[詳細] http://www.dy-net.or.jp/osirase/20131008.html

●下請け菓子メーカーからの脱却～コンペイトウ王国 王様 講演会～【11/26】
[詳細] http://www.izumiotsu-cci.or.jp/seminar/13/konpei.pdf

●インターネットを活用したプレスリリースセミナー【11/26】
[詳細] http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_095318.html

●ＭＢＡ公開講座『中小・ベンチャー企業の人材育成と経営知識の向上』【11/26】
[詳細] http://bs.doshisha.ac.jp/openlect/schedule.html

●知的財産権に関するセミナー（第 4 回）お宅の特許、眠ってませんか？～ライセンス
供与の戦略について～【11/26】
[詳細] http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail.php?id=1190

●大阪府立環境農林水産総合研究所・大阪府立大学連携セミナー 「大阪湾 - 人と自然
の接点を再考する」 【11/26】
[詳細] http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/suisan/info/doc/2013102300020/

●「第 7 回 日中製薬交流会」のおしらせ～大阪府、国家食品薬品監督管理総局
(ＣＦＤＡ)中国医薬国際交流センター～【11/26】
[詳細] http://www.dy-net.or.jp/osirase/20130827.html

●大阪大学 「第 23 回 阪大医療組織工学フォーラム」（11 月 26 日）【11/26】

[詳細] http://www.hp-mctr.med.osaka-u.ac.jp/

●「外国人留学生採用研修会・交流会」～優秀な外国人留学生を採用・活用しよう！～
【11/26】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275586/ikrs7dH7ci0D_161039/1126_ryugaku.html

●「よくわかる！ロボット産業の最新動向」～ロボット産業の解説と動くロボットを見る
フォーラム～【11/26】
[詳細] http://www.osaka.cci.or.jp/s/higashi/seminar.php?sid=65

●「よくわかる！最新ロボットが動く仕組み」～脳の働きで動くロボット解説セミナー～
【11/26】
[詳細] http://www.osaka.cci.or.jp/s/higashi/seminar.php?sid=64

●平成 25 年度第 1 回次世代バイオナノ研究会「幹細胞研究と再生医療」＜再掲＞
【11/27】
[詳細] http://unit.aist.go.jp/hri/topics/2013/1127_bionano.html

●平成 25 年度 下請取引条件改善講習会及び無料相談会＜再掲＞【11/27】
[詳細] http://www.mydome.jp/event/detail/718

●CREST・さきがけ元素戦略領域合同 第 1 回公開シンポジウム【11/27】
[詳細] http://www.element-jst.com/

●いばらき異業種交流会＜再掲＞【11/27】
[詳細] http://www.ibaraki-cci.or.jp/PDF/igyousyukouryuukai2013.pdf

●健康食品・化粧品ビジネスマッチング in 札幌 2013＜再掲＞【11/27】
[詳細] http://www.chance-fair.com/

●マイドームビジネスフェスタ 2013【11/27】
[詳細] http://www.mydome.jp/festa/

●ビジネスチャンス発掘フェア 2013【11/27】
[詳細] http://www.chance-fair.com/

●中国商標法セミナー ～中国の新商標法について詳しく解説～【11/27】

[詳細] http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_095260.html

●下請取引のトラブルを未然に防ぐ、中小企業のための 「下請取引条件改善講習会及び
無料相談会」開催のご案内【11/27】
[詳細] http://www.mydome.jp/event/detail/718

●ソーシャルビジネス その魅力と苦しさと【11/27】
[詳細] http://www.kyoto-sb.com/20131127-278.html

●平成 25 年度第 1 回次世代バイオナノ研究会『幹細胞研究と再生医療』【11/27】
[詳細] http://unit.aist.go.jp/hri/topics/2013/1127_bionano.html

●「資金繰り改善について」～資金繰りは企業の生命線 資金繰りを改善するチャンス～
【11/27】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/274734/A25Da4H7ci0D_161039/1127_sikin.html

●「財務諸表を読む力が仕事の幅を拡げる！」～ビジネス会計検定の魅力～【11/27】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/274566/4H-tAIH7ci0D_161039/1120_zaimu.html

●「アジアビジネスフェスタ 2013」商談会参加企業募集【11/27】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/275711/g18L2FH7ci0D_161039/1127_asia_festa.html

●経済連携協定の利用支援セミナー【11/27】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275711/BdQq7cH7ci0D_161039/1127_zeikan.html

●大阪府立大学・大阪市立大学 ニューテクフェア 2013【11/27】
[詳細] http://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=15908

●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＜再掲＞【11/28】
[詳細] http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000235060.html

●奈良先端科学技術大学院大学「ナノテクノロジープラットフォーム事業」
【11/28】
[詳細] https://nanonet.go.jp/muea1opie-445

●「産・学・公連携セミナー」第 9 回 D-egg Cocktail 「私と“産・官・学連携”と同志
社大学と」～過去・現在そして未来～【11/28】

[詳細] http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/seminar/082020.html

●大阪市立大学 「第 7 回イノベーション・マネージャー人材育成セミナー」
【11/28】
[詳細] http://www.kansai-life-innovation.org/notice/945/

●「脳神経回路の形成・動作と制御」領域 第 2 回研究成果報告会【11/28】
[詳細] http://www.jst.go.jp/presto/neuronet/

●講演会「中小企業の海外進出と地域経済の活性化」 (11/28 開催)【11/28】
[詳細] http://mg.sansokan.jp/r/c.do?j1e_16kqi_Wi_hmp

●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（11/28 開催）
【11/28】
[詳細] http://mg.sansokan.jp/r/c.do?j1f_16kqi_Wi_hmp

●消費税転嫁対策支援セミナーを開催します【11/29】
[詳細] https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=3839

●MOBIO-Cafe 実践！！知的資産経営セミナー～会社の良えトコ伝えたい～【11/29】
[詳細] http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail.php?id=1180

●高機能スポーツ展：スポーツ市場を変える！高付加価値技術・商材を持つ企業が大集
合！【11/29】
[詳細] http://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=16094

●大規模ゲノムコホートからシークエンス解析へ ～東北発、次世代型医療への挑戦
【11/29】
[詳細] http://www.seedplanning.co.jp/forum/other/20131129cohort/

●第 119 回 彩都バイオサイエンスセミナー「新規ターゲット抗ガン剤（世界初ユビキ
リン 1 阻害薬）
」【11/29】
[詳細]
http://www.osaka-bio.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=801

●オープン・イノベーション・セミナー2013＜ＭｏＴＴｏ ＯＳＡＫＡ フォーラム
（通称：もっと大阪）第 15 回＞開催【11/29】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/274028/8brufkH7ci0D_161039/1129_open.html

●第 10 回立命館大学 学生ベンチャーコンテスト 2013 開催＜再掲＞【11/30】
[詳細] http://www.smrj.go.jp/incubation/rits-bkci/info/080912.html

●彩都ライフサイエンスパーク「平成 25 年度 一般公開・合同見学会」
【11/30】
・医薬基盤研究所「平成 25 年度 一般公開」
[問合せ]独立行政法人医薬基盤研究所 戦略企画部 TEL：072-641-9832

・日本赤十字社近畿ブロック血液センター「平成 25 年度 合同見学会」
[問合せ]日本赤十字社近畿ブロック血液センター 人事課研修係 TEL：072-643-1028

・彩都バイオインキュベーション施設「平成 25 年度 一般公開」
[詳細] http://www.bs-capital.co.jp/

●＜大阪企業家ミュージアム 新企画セミナー＞ 『講談で聞く企業家』～楽しく学ぶ
企業家精神 第 4 回「商売は 2×2＝5 ～ 江崎グリコ株式会社創業者 ・ 江崎利一」
【11/30】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/274732/iAR5AaFhEnhH_161039/1130_koudan.html

●平成 25 年度「中小企業会計啓発・普及セミナー」～会計を経営に生かす～＜再掲＞【12/02】
[詳細] http://www.ki21.jp/kaikei_semi/h25/

●インバウンド(訪日外国人集客)ＷＥＢプロモーション塾【12/02】
[詳細] https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=3898

●出かける MOBIO-Cafe 知的財産権に関する契約シリーズ（第 3 回）大学と共同研究して
みたいけど…上手な大学との付き合い方【12/02】
[詳細] http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail.php?id=1191

●第 5 回人事労務サポートセミナー「中小企業の退職金制度の変化の潮流」
【12/02】
[詳細] http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_094576.html

●第 10 回アジアビジネスセミナー ASEAN の中のミャンマー ～進出先としての可能性～
【12/02】
[詳細] http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_095343.html

●『ドカンと儲かる「ネット通販の鉄則』セミナー～人気コンサルタント・竹内謙礼が今
だからこそ話す“100 倍大切なこと”～【12/02】

[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/274860/Eeph7JH7ci0D_161039/1202_1202017.html

●関西経済活性化シンポジウム～企業の競争力を支える高度産業人材の確保・育成戦略～
【12/02】
[詳細] http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=1324

●平成 25 年度 知財ビジネスマッチングマート「オープン交流会」中小企業に役立つ技
術 ～大手企業の開放特許に触れる～【12/03】
[詳細] http://www.krp.co.jp/sks/event/data.php?eid=00094

●中小企業会計啓発・普及セミナー『会計を経営に活かす』 【12/03】
[詳細] http://www.ibaraki-cci.or.jp/PDF/tyusyukaikei2013.pdf

●「やさしくわかる源泉税実務講座」～平成 25 年分の年末調整業務をスムーズに行う
ために～【12/03.12/04】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/274570/i1ALE1H7ci0D_161039/1203_gensen.html

●自社商品の魅力を伝えるマーケティングのポイント （12/3 開催）
【12/03】
[詳細] http://mg.sansokan.jp/r/c.do?j17_16kqi_Wi_hmp

●第 9 回「けいはんなヘルスケア・イノベーション研究会」＜再掲＞【12/04】
[詳細] http://www.kri-p.jp/event_mt/2013/12/9.html

●医工連携シンポジウム【12/04】
[詳細] http://www.kobe-ipc.or.jp/up_tp/tp_file_1132_23953682.pdf

●「介護システム東アジア展開セミナー及びワークショップ～ 高齢化が進む中国の
福祉・介護ビジネス事情とその市場への参入可能性を探る ～」【12/04】
[詳細] http://www.nisri.jp/ctlo/topics/docs/seminar20131204.pdf

●第 6 回「大商 キャリア人材合同面接会」～豊富な経験や専門知識を持つ、即戦力人材
と出会えるチャンスです～【12/04】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275017/jdJT8FH7ci0D_161039/1204_kyaria.html

●鳥取大学大阪ビジネス交流会（12 月 4 日）
【12/04】
[問合せ]鳥取大学大阪オフィス 担当 市場芳隆 TEL 06-6341-1530 E-mail:
toridai@mx1.alpha-web.ne.jp FAX 06－6341－3972

●「消費者モニター会」出展企業募集中！＜再掲＞【12/05】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/269560/ahFcIHH7ci0D_161039/0906_syouhi.html

●（実務者向け）平成 25 年度知的財産権制度説明会＜再掲＞【12/05】
[詳細] http://www.jiii.or.jp/h25_jitsumusya/index.html

●連続シリーズ「なにわ士業ネットワークセミナー」 in MOBIO-Cafe 第 6 話 あなたの
知らない世界 Part.2「社長さん、その契約書に捺印してはダメですよ！」～後悔しな
い、契約書チェックのポイント～」
【12/05】
[詳細] http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail.php?id=1214

●台湾投資説明会【12/05】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275770/1A5yg4H7ci0D_161039/1205_1205011.html

●次世代ナノテクフォーラム ～プロジェクト NEXT 関連イベント～【12/06】
[詳細] http://www.kansai.meti.go.jp/3jisedai/event/131206nanotechforum.html

●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 3
回）
「エコノミックガーデニング政策と中小企業の経営戦略」
【12/06】
[詳細] http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail.php?id=1147

●在大阪カナダ通商事務所 「カナダ・ライフサイエンスセミナー」
（12 月 6 日）【12/06】
[詳細] http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/

●「アジアの日系工業団地説明会＆個別相談会 in 大阪」
【12/06】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275014/jgkj60H7ci0D_161039/1206_ajia.html

●中国労務セミナー 今更聞けない労働契約法の基礎を専門家が分かりやすく解決しま
す！【12/06】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275711/06pFi4H7ci0D_161039/1206_1206025.html

●アジアの日系工業団地説明会＆個別相談会 in 大阪 (12/6)【12/06】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275711/Fc6qBkH7ci0D_161039/1206_ajia.html

●大阪大学 第 22 回大阪大学医工情報連携シンポジウム「医工学・情報学を学ぶキミ
たちへ」
【12/07】

[詳細] http://mei.osaka-u.ac.jp/symposium_new

●「知恵の経営」入門セミナー【12/09】
[詳細] http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_095387.html

●～中堅・中小企業の先進的経営革新セミナー～ 3Ｄプリンタ活用セミナー【12/09】
[詳細] http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201310/D21131209018.html

●医療機器事業化における薬事対応～新規参入企業が知っておくべき薬事対応の基本的な
戦略から，治験のハードルの越え方まで～【12/09】
[詳細] http://www.ncvc.go.jp/event/005832.html

●大阪大学 「第 6 回スーパーコンピュータ「京」と創薬・医療との産学連携【12/10】
[詳細] http://hpci.me.es.osaka-u.ac.jp/

●「関税評価制度」と「品目分類に関する事前教示制度」
【12/10】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275591/EAGTkcH7ci0D_161039/1210_1210053.html

●電波の安全性に関する説明会 【12/10】
[詳細] http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/new/index.html#m11

●機能性コーティングフェア 2013 ：付加価値を生み出せ！塗料・接着・粘着・表面処理
技術の見本市【12/10】
[詳細] http://mg.sansokan.jp/r/c.do?j0W_16kqi_Wi_hmp

●現場力向上 基礎セミナー＜5S 活動＞その 1 5S 活動の実践と定着方法について学ぶ
【12/10】
[詳細] http://mg.sansokan.jp/r/c.do?j15_16kqi_Wi_hmp

●新産業創出フォーラム【12/11】
[詳細] http://www.kyoto-eco.jp/event/2013/forum/

●「海外知的財産プロデューサー」による MOBIO-Cafe ワークショップで学ぶ海外進出・
展開時における知的財産面から見た留意点【12/11】
[詳細] http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail.php?id=1146

●ピン！と感じる「知的財産の活用とリスク」講座（海外知財活用講座 2013）～海外進出

前に知っておきたいビジネス視点の知的財産のあれこれ～【12/11】
[詳細] http://www.nittsu-ryoko.co.jp/event/inpit-k/kouza.html

●第 9 回 UNIQEN フォーラム 蓄電池・燃料電池関連技術の国際標準化～新しい技術の
導入・普及と産業競争力強化のために～【12/11】
[詳細] http://unit.aist.go.jp/kansai/ubiqenforum/2013.html

●千里ライフサイエンス振興財団 難病への挑戦「がんエピジェネティクス－ エピジェ
ネティクス研究はがん臨床に還元できるか？」(12 月 11 日)【12/11】
[詳細] http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shintekijuku-nanbyou.html

●「商品に偽りなき者は最後の勝利者なり」 ～クラブコスメチックス（旧中山太陽堂）
創業者・中山太一の企業家精神～【12/11】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275441/jH7F7FH7ci0D_161039/1211_1211019.html

●カナダ・クリスマス祝賀会 2013【12/11】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275711/JeliKDH7ci0D_161039/1211_1211012.html

●近畿バイオインダストリー振興会議「年末バイオセミナー」
【12/12】
[詳細] http://kinkibio.com/

●豊中商工会議所では、消費税増税に伴う実務面を中心に対策などをわかりやすく講演
するセミナーを開催します。【12/12】
[詳細] https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=3897

●第 4 回 JAXA 技術マッチングセミナー 「宇宙の技術を 地上の消防服に利用！」
【12/12】
[詳細] http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail.php?id=1186

●平成 25 年外国産業財産権制度説明会 欧州統一特許制度と欧州統一特許裁判所【12/12】
[詳細] https://www.iprsupport-jpo.go.jp/apic-seminar/

●「中国ビジネス１日個別無料相談会」【12/12】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275711/32pKg3H7ci0D_161039/1212_1212019.html

●継続する企業の知的資産経営【12/13】
[詳細] http://www.smrj.go.jp/kinki/consulting/ts/082107.html

●第 10 回関西・関東 10 私大産学連携フォーラムを開催～株式会社神戸製鋼所・代表取締
役会長 佐藤廣士氏がご講演～ 【12/13】
[詳細] http://www.ritsumei.ac.jp/research/event/10shidai/

●第４回医療と産業の国際交流シンポジム in 関西～新たな国際医療産業創出へのチャレ
ンジ～【12/14】
[詳細] http://imsaj.com/news/

●トーマツ ベンチャーサミット in 滋賀【12/14】
[詳細] https://tohmatsu.smartseminar.jp/public/seminar/view/1269

●シルバー産業訪中団 参加者募集【12/14】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275711/7bTnJiH7ci0D_161039/1210_1210046.html

●「トーマツ ベンチャーサミット in 大阪」
【12/15】
[詳細] http://www.tohmatsu.com/tvs2013osaka

●講演会「21 世紀型公共投資とインフラ需要のつかみ方～2014 年 運輸・建設業界の市
場動向を踏まえて」【12/16】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/275769/9isd5dH7ci0D_161039/1216_1216017.html

●千里ライフサイエンス振興財団 脳はおもしろい「性行動を生み出す脳とと遺伝子の
仕組み」
【12/18】
[詳細] http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shinteki-nou_omoshiroi.html

●「即！！経営に役立つ『ビッグデータ』活用戦略」
【12/18】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/274364/e6Mc55H7ci0D_161039/1218_1218015.html

●その 2 5S による効果とその管理方法について学ぶ【12/18】
[詳細] http://mg.sansokan.jp/r/c.do?j16_16kqi_Wi_hmp

●加藤産業(株)のバイヤーによるセミナーの後、時間予約制で商談会開催！【12/19】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/273706/JdUr2aH7ci0D_161039/1219_buyers.html

●製品は“見た目”が大事！？意匠権の有効な活用法【12/19】
[詳細] http://mg.sansokan.jp/r/c.do?j14_16kqi_Wi_hmp

●京都大学 第 8 回 ICT イノベーション【12/26】
[詳細] http://ict-nw.i.kyoto-u.ac.jp/ict-innovation/8th/index.php

●現場力向上 基礎セミナー＜QC 手法＞ その 1 層別／チェックシート／パレート図／
ヒストグラム （1/8 開催）
【1/08】
[詳細] http://mg.sansokan.jp/r/c.do?j10_16kqi_Wi_hmp

●現場力向上 基礎セミナー＜QC 手法＞ その 2 特性要因図／散布図／管理図【1/14】
[詳細] http://mg.sansokan.jp/r/c.do?j11_16kqi_Wi_hmp

●主婦やＯＬ 女性２００名にモニター調査ができるイベント【1/16】
[詳細] http://mg.sansokan.jp/r/c.do?j0Z_16kqi_Wi_hmp

●デザイナー ＶＳ 弁護士・弁理士「グラフィックデザインと著作権」～デザイナーの言
い分！ 弁護士・弁理士の言い分！～【1/17】
[詳細] http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail.php?id=1201

●彩都産学官連携フォーラム 2014＜再掲＞【1/21】
[詳細] http://www.dy-net.jp/2014/

●シーズ紹介セミナー！複雑材料の計測と加工【1/21】
[詳細] http://mg.sansokan.jp/r/c.do?j0Y_16kqi_Wi_hmp

●彩都ヒルズクラブ新年賀詞交換会【1/24】
[問合せ] 彩都ヒルズクラブ事務局 TEL：072-640-1060（バイオ・サイト・キャピ
タル㈱内）

●製造業 小売業 サービス業のためのブランド戦略セミナー 第 1 回 製造業編【1/29】
[詳細] http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201310/D27140129019.html

●第 4 回農商工連携フォーラム in おおさか＜再掲＞【1/30】
[詳細] http://www.osaka.cci.or.jp/b/pdf13/260130nsk04.pdf

●千里ライフサイエンス振興財団 2014 Senri Life Science International Symposium on
“Innate Immunity，Cytokines， and Immune Regulation”【1/31】
[詳細] http://www.senri-life.or.jp/seminar-1.html

●次世代医療システム産業化フォーラム 2013＜再掲＞【2/01】
[詳細] http://www.osaka.cci.or.jp/Jigyou/med-device/2013/

●関西バイオビジネスマッチング 2014＜再掲＞【2/05】
[詳細] http://www.kinkibio-matching.biz/

●製造業 小売業 サービス業のためのブランド戦略セミナー 第 2 回 小売業編【2/05】
[詳細] http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201310/D27140205010.html

●京のイチ押し商品売り込み商談会【2/17】
[詳細] http://www.kyo.or.jp/syoudan/

●製造業 小売業 サービス業のためのブランド戦略セミナー 第 3 回 サービス業編
【2/19】
[詳細] http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201310/D27140219017.html

●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＞【2/21】
[詳細] http://www.krp.co.jp/sangaku/bio/event/data.php?eid=00025

●第 14 回日本抗加齢医学会＜再掲＞【6/06】
[詳細] http://www.14jaam.jp/

●PMDA 「PMDA 関西支部（大阪市）
」及び「PMDA 薬事戦略相談センター（神戸市）」
＜再掲＞【随時】
[詳細] http://r26.smp.ne.jp/u/No/272691/GhMKdkH7ci0D_161039/nityuu.html

●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＞【随時】
[詳細] http://www.nibio.go.jp/news/2013/06/000679.html

●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＞【随時】
[詳細] http://kansai-kousetsushi.jp/

●「医療機器相談窓口」開設＜再掲＞【随時】
[詳細] http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=1059
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【3】編集後記
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少しずつ寒くなり冬の訪れが近づいてきました。
気温の変化も激しく、体調を崩す方も多いのではないでしょうか？
寒い季節がやってくると温泉に入りたくなりますが、季節の自然のものをお風呂に入れる
「季節湯」と言う入浴方法があります。
自宅で温泉とはいきませんが、のんびり四季を感じながら日々の疲れとストレス解消に季
節湯を楽しんでみてはいかがでしょうか？
※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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