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彩都ヒルズクラブ通信
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-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
彩都ヒルズクラブ通信：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。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
10月28日の彩都バイオサイエンスセミナーin茨木商工会議所「ここに「ビジネス
チャンス」が眠っている！「ライフサイエンス産業」へ参入しよう！」
（名刺交換会
付）も参加者募集中！
http://www.osaka-bio.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=819
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
11月15日、彩都ライフサイエンスパークにて、医薬基盤研究所・日本赤十字社近畿
ブロック血液センター・彩都バイオインキュベータ3施設の一般公開開催予定！
【日時】平成２６年１１月１５日（土曜日）午前１０時から午後４時
【場所】彩都ライフサイエンスパーク内 各施設にて
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
■彩都（国際文化公園都市）建設推進協議会からのお知らせ
国際文化公園都市彩都―まちびらきー１０周年記念イベントを実施いたします。
詳しくは下記彩都（国際文化公園都市）建設推進協議会ホームページをご覧ください。
http://www.saito.tv/index.html
■大阪大学産学連携本部からのお知らせ
11月28日(金)大阪大学産学連携本部アジレント・ライフサイエンス協働研究所主催
セミナー「蛋白質の機能と構造解析の効率化を目指して」を開催します。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1003308
★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
会員様の活動報告を本メルマガに掲載させていただく事が可能です。
ご希望の会員様は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@saitohills.com
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
+-+ ＣＯＮＴＥＮＴＳ +-+
【1】会員エッセイ
【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
▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】会員エッセイ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ＮＰＯ法人近畿バイオインダストリー振興会議（近畿バイオ）の魚谷と申します。
事務局長の任務について３年目になります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
近畿バイオは、１９８５年３月に当時大阪大学総長であった山村雄一先生を中心に、
大阪通商産業局長（現・近畿経済産業局長）
、大阪科学技術センター会長らが

発起人となって任意団体として設立されています。
山村先生は、
「天の時、地の利、人の和」という言葉で教訓を述べられています。
「天の時」
、
「地の利」は、偶然的な色合いが濃く「天命」的なものと考えられます。
「人の和」は、我々が意識的に努力できるものであり、常日頃より大切に思い行動
しなければならないことと考えています。
２００３年４月にＮＰＯ法人近畿バイオインダストリー振興会議と組織変更し
活動しています。
近畿バイオのミッションは、産・官・学の連携を強め世界に通用する「バイオ産業の
創成と育成」で、設立当初より一貫して変わっていません。
********************************************************************************
さて、皆さまに各種イベントへの参加、ご協力等のお知らせです。
■関西バイオビジネスマッチング2015のお知らせ
平成２７年１月２７日(火）に「関西バイオビジネスマッチング2015」を開催します。
全国各地から、創薬関連、診断・検査試薬、機能性食品、化粧品などの分野で事業を
展開している、全国各地からの中小・バイオベンチャー企業を関西に集め、
大手・中堅企業とのアライアンス締結をサポートするマッチング会です。
詳細は関西バイオビジネスマッチング2015のホームページをご覧ください。
http://www.kinkibio-matching.biz/
■機能性食品シーズ公開会のお知らせ
活発に活動されている企業の機能性食品のシーズの紹介と共に、専門家の先生による
基調講演も行います。
日時：平成２６年１１月１４日（金）
場所：大阪科学技術センター ６Ｆ（６０５号室）
参加費：無料
詳細・お申込みは近畿バイオのホームページをご覧ください。
http://kinkibio.com/
■関西バイオベンチャー企業一覧
関西地域のバイオベンチャー企業が有する技術シーズや応用分野を紹介する、
バイオベンチャー企業一覧を更新しました。
http://www.kinkibio.com/venture/
（２０１４年１０月６日現在 日本語版：１２６社、英語版：６４社）
引き続き登録受付中。登録ご希望の方は事務局大嶋までご連絡ください。

NPO法人近畿バイオインダストリー振興会議
理事・事務局長 魚谷 信夫
大阪市西区靱本町１丁目７番１８号 ビーイングビル７階
電話：06-6459-6795 FAX：06-6447-7011
電子メール：uotani@kinkibio.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】公募・イベント・セミナー等のお知らせ《再掲含む》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◇◇公募・募集情報（再掲含む）◇◇◇
◇平成26年度第2回「福祉用具実用化開発推進事業」
《再掲》
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CD1_100013.html
[期間] ～平成26年10月16日

◇日本－ニュージーランド共同研究課題募集「機能性食品」
[期間]平成25年10月20日
[詳細]http://www.jst.go.jp/sicp/announce_nz3rd.html
◇京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業＜設備投資型＞《再掲》
[期間]～平成26年10月23日
[詳細]http://www.ki21.jp/kobo/h26/economic-gardening/setsubi/
◇京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業＜一般型＞《再掲》
[期間]～平成26年10月23日
[詳細]http://www.ki21.jp/kobo/h26/economic-gardening/ippan/
◇「おもてなし経営企業選」公募開始（～10/24)／経済産業省
[詳細]http://omotenashi-keiei.go.jp/kigyousen/process.html
◇平成27年度 国際科学技術共同研究推進事業
地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)研究課題募集の案内
[期間]平成25年10月27日
[詳細]http://www.jst.go.jp/global/koubo.html
◇滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金（2次募集）
[詳細]http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shinsangyo/project/projectgaiyo.html
[期間]平成26年9月17日（水）～10月27日（月）
◇「平成26年度 研究開発助成金（第2回）
」に係る公募のおしらせ
[期間]平成26年9月1日(月)～平成26年10月31日(金)
[詳細]http://www.mutech.or.jp/whatsnew/index.html
◇「平成26年度 研究開発助成金（第2回）
」に係る公募のおしらせ《再掲》
[期間]～平成26年10月31日
[詳細]http://www.mutech.or.jp/whatsnew/index.html
◇第9回日本バイオベンチャー大賞《再掲》
[期間]～平成26年10月31日
[詳細]http://www.fbi-award.jp/bio/index.html
◇平成26年度地域商業自立促進事業の第2次募集を開始します《再掲》
［期間］9月1日（月）～11月6日（木）
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2014/140901jiritu.htm
◇第22回「ひょうご・神戸チャレンジマーケット2014（後期）
」発表企業
[詳細]http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/challengemarket
[期間]平成26年10月6日（月）～11月20日（木）
◇平成26年度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》
[詳細]http://www.pref.shiga.lg.jp/f/eneshin/26saiseihojokin.html
[期間]～11月28日（金）
◇大阪府 DSP(デザインサポートプロジェクト)
第2回コンペティション「メディカル＆ヘルスケア」
[期間]～平成２６年１１月３０日（日曜日）
[詳細]http://www.dsp2014.jp/guideline/index.php

◇「女性起業家応援プロジェクト」キックオフイベント
～事業愛称：LED(レッド)関西 (Ladies’ Entrepreneur Discussions)～
ビジネスプラン発表者募集
[詳細]http://www.ledkansai.jp/#!business-plan-contest/cw21
[期間]平成26年10月6日（月）～11月30日（日）
◇第27回「中小企業優秀新技術・新製品賞」
《再掲》
[詳細]http://www.resona-fdn.or.jp/main/jigyou/shingijutu1.html
[期間]平成26年10月1日（水）～12月8日（月）
◇第6回「ものづくり日本大賞」
[詳細]http://www.monodzukuri.meti.go.jp/
[期間]平成26年10月1日（水）～12月15日（月）
◇平成26年度滋賀県民間事業者省エネ設備整備モデル事業補助金の追加募集《再掲》
[詳細]http://www.pref.shiga.lg.jp/f/eneshin/h26syouenehojokin.html
[期間]平成26年7月3日（木）～12月19日（金）
◇中小企業小さな革新支援事業起業支援型《再掲》
[詳細]http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/news_098613.html
[期間]～12月19日（金）
◇関西アーバン共同研究助成金
[詳細]http://www.kansaiurban.co.jp/detail_pdf/20140930.pdf
[期間]平成26年10月1日（水）～12月30日（火）
◇平成26年度京都市中小事業者省エネ・節電設備整備事業補助金《再掲》
[詳細]http://www.kyoto-eco.jp/support/2014/setubi/
[期間]～平成27年1月30日（金）
◇中小事業者等KES認証普及促進事業補助金《再掲》
[詳細]http://www.kyoto-eco.jp/support/2014/kes/
[期間]～平成27年3月13日（金）
◇「研究開発型ベンチャー支援プラットフォーム」における技術経営助言を希望する
研究開発型
ベンチャー・中小・中堅企業等の公募について《再掲》
[期間]～平成27年3月31日
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100067.html
◇NEDO案件
・平成26年度第2回「福祉用具実用化開発推進事業」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100013.html
・「インド共和国（印国）におけるスマートグリッド関連技術
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/AT522_100053.html
・「米国加州北部都市圏におけるEV行動範囲拡大実証事業」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/AT522_100046.html
・平成26年度「海洋エネルギー技術研究開発」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100118.html
・「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）／インフラ維持管理・更新・マネジメ

ント技術／（1）点検・モニタリング・診断技術の研究開発／(C)モニタリングシス
テムの現場実証」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100017.html
・平成26年度「地熱発電技術研究開発」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100122.html
・「次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100104.html
・「国際研究開発・実証プロジェクト／コファンド事業／フランス・Bpifranceとの国際
共同研究開発・実証事業」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/AT092_100060.html
・「研究開発型ベンチャー企業等への事業化促進
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100067.html
・「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業／実証前調査／米国における
データセンターに関するHVDC（高電圧直流）給電システム等実証事業」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/DA1_100071.html
・「国際研究開発・実証プロジェクト／コファンド事業」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/AT092_100059.html
・「太陽光発電システム効率向上・維持管理技術開発プロジェクト」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/FF1_100126.html
・平成26年度「国際関連事業」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/AT091_100057.html
◇全国各地で創業スクールを開講、受講生を募集しています
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2014/140819chiikisogyo.htm
◇大阪府中小企業高度ビジネス支援センターのご案内
～販路拡大や経営効率化を訓練生が無償で業務支援～
[詳細]http://www.osk-absc.com/about
[期間] 平成26年6月1日～平成27年2月28日
◇中小サービス業における海外展開を支援します《再掲》
[詳細]http://www.hidajapan.or.jp/jp/smehosei/index.html
◇茨木市各種施策《再掲》
・茨木市職員による訪問希望事業所の募集について《再掲》
[詳細]
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/kigyoshien/1404446485
654.html
・茨木市正規雇用促進奨励金のご案内
・茨木市障害者雇用奨励金のご案内
・茨木市介護・福祉事業所人材確保支援事業補助金のご案内
・人材育成事業補助金のご案内
・創業促進事業補助制度のご案内
・企業立地促進制度（奨励金）のご案内

[詳細]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
◇補助事業申請サポート開始！！《再掲》
～小規模事業者等の皆様の補助金申請をお手伝いします～
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2014/140331shokibo.htm
◇平成26年度海外専門家派遣事業（海外向け商品プロデュース支援事業）
《再掲》
[詳細]http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/information/087626.html
◇「取引環境改善型需要開拓支援事業（中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・
サービス革新事業）
」
《再掲》
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2014/140314torihiki.htm
◇中小サービス業における海外展開を支援します《再掲》
[詳細]http://www.hidajapan.or.jp/jp/smehosei/index.html
◇公募状況一覧表を掲載しました《再掲》
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/24fyHosei/140307koubojyoukyou.pdf
◇産前産後休業期間中の保険料免除が始まります／日本年金機構《再掲》
[詳細]http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf
◇海外人材の確保・定着支援事業への参加企業を募集します《再掲》
[詳細]http://www.japanesedream.jp/
●●●イベントその他情報（再掲含む）●●●
●第８７回日本生化学会大会【10/16】
[詳細]http://www.aeplan.co.jp/jbs2014/index.html
●自社の強みをじっくり“見える化”するワークショップ【10/16】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mMX_1pDep_13T_hmp
●ワンシートで自社の将来ビジョンを表現する「価値創造ストーリー」ワークショップ
【10/16】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mti_1oabi_13i_hmp
●『おおさか地域創造ファンド助成金』で新規事業に取り組もう！
～ 制度概要と採択のポイント ～【10/16】
《再掲》
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/302589/JH4hf8H7ci0D_161039/1016D13141016014.html
●「職場を牽引する主任・係長養成講座」
【10/16】
《再掲》
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/301707/C1zWieH7ci0D_161039/1016D27141016011.html
●知的財産権制度説明会2014（実務者向け）
【10/16】
《再掲》
[詳細]http://www.jiii.or.jp/h26_jitsumusya/index.html
●技術セミナー「無電解めっきの基礎と最新動向」を開催します【10/17】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/incubation/kkvp/seminar/089693.html

●第3回うめきた研究会「大学とうめきた」
【10/17】
[詳細]http://hpci.me.es.osaka-u.ac.jp/
●平成26年度海外知的財産活用講座【10/17】
[詳細]http://www.jiii.or.jp/kaigai-kouza/kaijyou/oosaka.htm
●プレゼンマスター養成講座（全3回）
【10/17】
[詳細]http://www.ostec.or.jp/data/news_ostec/20140922-2.html
●やさしい貿易実務講座 貿易実務基礎講座【10/17】
[詳細]http://www.shigaplaza.or.jp/boueki-kouza-2/
●「ミャンマービジネスセミナー」
【10/17】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/306303/aaj-6fH7ci0D_161039/1017D11141017017.html
●共感して交渉上手になる傾聴力・質問力講座【10/17】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201407/D27141017018.html
●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
【10/18】
《再掲》
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/PDF/keieikakushin2014omote.pdf
●事業開発・革新リーダー養成塾【10/20】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mMY_1pDep_13T_hmp
●深セン市ハイテク産業投資環境セミナー・交流会【10/20】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/307044/c9zb63H7ci0D_161039/1020D11141020017.html
●中小企業の管理会計セミナー ～会計を経営に生かす！～【10/20】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=87
●事例でみる事業承継とＭ＆Ａ・入門セミナー【10/20】
《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201408/D14141020018.html
●台湾電子設備協会 訪日団による大阪商談会【10/21】
[詳細]
http://www.teeia.org.tw/Uploads/%E2%98%85%202014%2010%2021%20%E5%8F%B0%E6%97%A5%
E5%95%86%E8%AB%87%E6%9C%83%E6%A1%88%E5%85%A7%E7%8A%B6%E2%98%85.pdf
●大手企業の最新技術を紹介！技術動向セミナー 積水樹脂、クラレ編【10/21】
[詳細]http://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=18025
●技術動向セミナー！薄型フィルム金型技術・新可視光応答型光触媒【10/21】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mL4_1poNW_13N_hmp
●「異業種連携京都まつり2014」のご案内【10/21】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mLe_1poNW_13N_hmp
●最先端ロボット技術のビジネスモデルを熱く議論！【10/21】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mN1_1pDep_13T_hmp

●世界市場で戦う！Google日本法人元代表・辻野氏×リーンスタートアップ【10/21】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mN4_1pDep_13T_hmp
●「『行動観察』から生み出す、新たな商機」
【10/21】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/307211/2kQoK5H7ci0D_161039/1021D24141021014.html
●「中堅８～１３年社員 実践力強化講座」
【10/21】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/304156/FEy5AGH7ci0D_161039/1021D27141021015.html
●「医療機器ビジネス参入のためのＱＭＳ説明会」
【10/21】
《再掲》
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/303421/HAhoAbH7ci0D_161039/1021D27141021022.html
●「持続可能な企業活動のための環境法基礎講座」 【10/21】
《再掲》
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/301781/44s_3jH7ci0D_161039/1021D22141021010.html
●第18回 買いまっせ！ 売れ筋商品発掘市」への参加企業募集中！【10/21】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/297385/ECHYE7H7ci0D_161039/1107uresuji.html
●【MOBIO-Cafe】事例から学ぶ知的財産経営【10/22】
[詳細]http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail.php?id=1642
●「シニア社員の知識・技術承継の進め方 講座」
【10/22】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/307212/KKETkFH7ci0D_161039/1022D41141022018.html
●“ここでずっと買い続けたい！”と思う優良リピーター創出の具体策【10/22】
[詳細]http://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=4981
●大阪勧業展2014 in マイドームおおさか【10/22・23】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/kangyo2014/
●「びわ湖環境ビジネスメッセ2014」 10月開催【10/22】
[詳細]http://www.biwako-messe.com/
●医薬基盤研究所「希少疾病用医薬品・希少疾病用医療機器等の開発振興に係る説明会
【10/22】
《再掲》
[詳細]http://www.nibio.go.jp/news/2014/08/001056.html
●「女性のやる気と能力を引き出す女性社員マネジメント虎の巻講座」
【10/22】
《再
掲》
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/302217/cDo7EbH7ci0D_161039/1022D27141022029.html
●電話応対スキルアップ講座「クレーム編」
【10/22】
《再掲》
[詳
細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/302071/34d664H7ci0D_161039/1022D27141022012.html
●「しが水環境ビジネスセミナー」を開催します【10/23】

[詳細]
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shokokanko/mizukankyobusiness/141023seminar.html
●外資系トップ営業が教える「とんでもなく売れる」サイエンス営業とは【10/23】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mt2_1oabi_13i_hmp
●「ドバイ・エアポートフリーゾーン」投資誘致セミナー【10/23】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/307044/F2ReaCH7ci0D_161039/1023D11141023025.html
●「経営イノベーションの手法と事業計画作成のポイント」
【10/23】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/306542/IkoJ8jH7ci0D_161039/1023_88.html
●技術提案力強化ワーキング塾＜販路開拓強化実践プログラム＞【10/23】
《再掲》
[詳細]http://kyoto-koyop.jp/support/wj0916-0930/
●「びわ湖発 新技術説明会」開催のお知らせ【10/23】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mnF_1nl9Z_130_hmp
●目標原価達成に向けた購買・調達の改善ポイントを学ぶ【10/23】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?m3J_1m3BM_12q_hmp
●「成功事例でわかる効果的な販売ツール実践講座」
【10/23】
《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201407/D27140918040.html
●バイオマスエネルギーとバイオマスリファイナリ―の現状とその展開」
【10/24】
[詳細]https://www.biwako-messe.com/sys/events/view/150
●「電気自動車 開発奮闘記」
【10/24】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/306956/A4nnJFH7ci0D_161039/1024_92.html
●グローバルコンプライアンスセミナー【10/24】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/306884/DIkX3iH7ci0D_161039/1002D11141024015.html
●「モノづくりフェスタin生野・東成2014」来場募集【10/24】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/305808/J9czcAH7ci0D_161039/1024_8.html
●経営力向上セミナー「中小企業・元気塾」開催【10/24】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/305434/2ESQAKH7ci0D_161039/1024D14141024016.html
●事業継続計画(BCP)セミナー「中小企業のための防災実用講座」
【10/24】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/304763/3DmAcdH7ci0D_161039/0922_90.html
●「ビジネスに役立つスマホ活用法」
【10/24】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/304599/aDCN8iH7ci0D_161039/1024_93.html
●千里ライフサイエンス振興財団セミナー【10/24】
《再掲》
「免疫・感染症シリーズ第５回 話題のウイルス感染症の正体とその対策」
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/seminar-1.html#seminar-F3
●「 シップリサイクル事業への挑戦 」
【10/24】
《再掲》

[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/303419/Bcnvj2H7ci0D_161039/1024_91.html
●オーナー経営者のための事業承継セミナー 【10/27】
[詳細]https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=5132
●「マレーシアICT産業視察団」参加者募集【10/2７】
《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201407/D22141027012.html
●シーズ紹介！都市問題とスマートエネルギー【10/27】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?lIa_1kmFS_11I_hmp
●「光エネルギーがもたらす革新技術」の講演を行います【10/28】
[詳細]http://www.resona-fdn.or.jp/main/jigyou/141028.html
●「A-STEP発 新技術説明会」開催！【10/28】
[詳細]http://www.jst.go.jp/a-step/shingi/index.html
●「第３２回（平成２６年度）大阪科学賞表彰式・記念講演のご案内」
【10/28】
[詳細]http://www.ostec.or.jp/data/news_ostec/20140912-1.html
●「ヒートアイランド対策技術の最新動向」
【10/28】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/306949/7b5ik9H7ci0D_161039/1028D22141028033.html
●意思決定力・判断力強化講座【10/28】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201407/D27141028014.html
●基礎からわかる決算書類分析講座【10/28】
[詳細]http://www.cci-biz.com/toyonaka/pdf/SC00001279.pdf
●第１２６回彩都バイオサイエンスセミナー in 茨木商工会議所
「ここにビジネスチャンスが眠っている！『ライフサイエンス産業』へ参入しよう！」
【10/28】
《再掲》
[詳細]http://www.osaka-bio.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=819
●KCCI 経営革新塾～戦略実践コース～ 全6回 (「ひょうご優良経営賞」実践研修)
【10/29】
[詳細]http://www.kobe-cci.or.jp/pdf/H26keieikakushin.pdf
●「神戸医療産業都市クラスター交流会神戸医療産業都市発
～手術効率の向上を目指して～」のおしらせ【10/29】
[詳細]https://www.kobe-lsc.jp/event/20141030-2

革新的医療機器の開発

●大阪大学「第28回大阪医工情報連携シンポジウム 医工情報連携による新産業の創出と
人材育成」
【10/29】
[詳細]http://mei.osaka-u.ac.jp/symposium_new
●同志社大学・京都府中小企業技術センター【10/29】
[詳細]http://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp/esp/doshi/26/141029
●平成２６年度高度分析試験機器利用促進・人材育成事業
高速液体クロマトグラフィ講習会（第8回～第10回）
【10/29】
[詳細]http://www.astem.or.jp/whatsnew/event/20140916-14245.html

●事業を成功させるためのポイントを伝授！【10/29】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mNb_1pDep_13T_hmp
●小さく古い会社にこそチャンスあり！『ベンチャー型事業承継』の考え方【10/29】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mto_1oabi_13i_hmp
●京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト 一周年記念フォーラム【10/30】
[詳細]http://kyoto-koyop.jp/support/the_first_anniversary1030/
●「グリーン・イノベーションへの挑戦
～次世代エネルギー技術を社会実装するための産学官連携のあり方～」
【10/31】
[詳細]http://sci-tech.ksc.kwansei.ac.jp/new2015/1031sympo/
●３８社が出展！「第２回 新しい素材・加工技術展」 【10/31】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mL6_1poNW_13N_hmp
●「北米ビジネス研究会」
【10/31-3/5】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/307044/Ahl_ikH7ci0D_161039/1031D11141031020.html
●「インドネシア労務セミナー」
【10/31】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/306945/97wZ0JH7ci0D_161039/1031D11141031013.html
●『近畿・四国合同広域商談会』発注メーカー募集【10/31】《再掲》
[詳細]http://www.ki21.jp/bp2015/godo_shodankai/
●素材選びで差をつけろ！【第2回 新しい素材・加工技術展】
【10/31】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?me6_1mzEE_12J_hmp
●品質管理の基礎知識【11/4】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mKZ_1poNW_13N_hmp
●継続して成果を上げるための「学習する組織」構築講座【11/4】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mMZ_1pDep_13T_hmp
●PMDA関西支部 開設１周年記念シンポジウム「薬事戦略相談等の活用による革新的医療
技術の実用化促進に向けて」
【11/5】
[詳細]http://kansai-tokku.jp/news/symposium201409-inquiry/
●Web最新事情 ～戦略的サイトの構築と運用のすすめ～【11/5】
[詳細]http://bmb.oidc.jp/article.php/20140922162332317
●「積水ハウス株式会社との技術商談会」 ～事前の“技術ニーズ説明会”【11/5】
[詳細]http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=1631
●大阪市の博物館・美術館がビジネス提案を募集！【11/5】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mKT_1poNW_13N_hmp
●＜経営者のための労務管理＞トラブルを回避する、賃金・残業代の考え方【11/5】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mN7_1pDep_13T_hmp

●「ウリ」の仕掛け人が教えるWeb講座 ～vol.1 ネットショップ編～【11/5】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mN9_1pDep_13T_hmp
●「労働法改正の総点検」～改正法の内容を再確認し、対策を講じましょう～【11/5】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/306946/haNz6eH7ci0D_161039/1105_70.html
●「契約書に関する基礎知識と実務講座」
【11/5】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/307043/j6jc3DH7ci0D_161039/1105_A7.html
●中小企業経営者向け相続対策セミナー【11/5】
《再掲》
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/PDF/souzokutaisaku2014.11.5.pdf
●2014関西インターナショナル名刺交換会【11/5】
《再掲》
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/303626/0BYB52H7ci0D_161039/1105D11141105011.html
●「2014まいどおおきに博」の出展募集【11/5】
《再掲》
[詳細]http://www.skc.ne.jp/maido/index.html
●「人工細胞膜の開発」フォローアップ勉強会【11/6】
[詳細]http://kinkibio.com/>
●燃料電池セミナー in 大阪【11/6】
[詳細]http://www.ostec.or.jp/data/news_ostec/FCseminarosaka.pdf
●大阪起業家スタートアッパー／ビジネスプランコンテスト 来場者募集【11/6】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mNc_1pDep_13T_hmp
●貿易実務セミナー入門編「輸出入の流れと用語解説【11/6,11】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/307044/6gB2EfH7ci0D_161039/1106D11141203014.html
●労働・社会保険実務の基礎講座 ＜実践編・秋＞【11/6】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/304409/3GoTjJH7ci0D_161039/1106D27141106019.html
●千里ライフサイエンス振興財団 セミナー「血栓形成の分子メカニズムとその制御」
【11/6】
《再掲》
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/seminar-1.html#seminar-F4
●「顧客を増やす売れる仕組みづくり実践講座」
【11/6】
《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201407/D27140918057.html
●「ベンチャープラザ近畿2014」ビジネスプラン発表会 来場者募集！！【11/7】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/ventureplaza/kinki/index.html
●リチウムイオン電池 市場づくりセミナー～中小企業も参入できる！事例に学ぶ事業の
ヒント～【11/7】
[詳細]http://www.takatsukicci.or.jp/sodan/sangaku.pdf
●産研テクノサロン・スペシャル「未来を担う産業科学の躍進を目指して」
【11/7】
[詳細]

http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/air/techno_salon/2014FY.html#technosalon26_
3
●創業チャレンジゼミ【11/7】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mNd_1pDep_13T_hmp
●「第18回 買いまっせ！売れ筋商品発掘市」
【11/7】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/307088/5f6dd6H7ci0D_161039/1107uresuji.html
●「実務に役立つ税務セミナー」～最近の税制改正の話題と税務調査への備え～【11/7】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/306121/kkl36HH7ci0D_161039/1107_97.html
●「管理職になるまでに身につけておくべき心構えと３つの能力強化講座」
【11/7】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/305586/ggyECaH7ci0D_161039/1107D27141107016.html
●京都バイオ計測センターシンポジウム 「ヘルスケアを支えるバイオ計測―日本版NIHへ
の提言」
【11/7】
《再掲》
[詳細]http://www.astem.or.jp/kist-bic/news/20141107.html
●【高機能センサ展】マルチセンシング技術が創る新たな世界！【11/7】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mhJ_1n2mE_12V_hmp
●彩都まちびらき10周年記念イベント「彩都祭」
【11/9】
[詳細]http://www.saito.tv/index.html
●「日本経済の現状と先行き」説明会【11/10】
[詳細]https://www.chosakai-kinki.jp/d_seminar/d_141110/d_141110.html
●アジア細胞治療学会（ACTO）
【11/10】
《再掲》
[詳細]http://www.asianct.org/meeting/5th
●不具合発生防止のすすめ方 【11/11】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mL0_1poNW_13N_hmp
●元アップル社長が語る「これからの世界」で活躍できるリーダーとは【11/11】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mN0_1pDep_13T_hmp
●消費税転嫁対策支援セミナー 消費税率変更に伴う現場対応のポイント【11/11】
[詳細]https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=5236
●facebookでファンを創る facebookページ作成＆運用 実践塾【11/11】
《再掲》
[詳細]http://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=5041
●知ったはる？この技術・この製品
「京都・学研都市のアクティブ企業展」
【11/12】
[詳細]http://www.kri-p.jp/event_mt/2014/11/1112.html
●事前マッチング型 京のイチ押し商品売り込み商談会【11/13】
《再掲》
[詳細]http://www.kyo.or.jp/ichioshi/
●「第30回京都賞学生フォーラム 大学の基礎研究からバイオベンチャーの創出には何が
必要か京都賞受賞者から学ぶ―」のおしらせ【11/14】

[詳細]http://www.inamori-f.or.jp/kp_youth_program_reg/kp_youth_univ_index.html

●「薬事法・景品表示法・機能性表示」事例と表現スキル最前線【11/18】
～平成27年度予定の規制緩和：健康食品の新しい枠組み 機能性表示も解説～
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/306238/EH2c35H7ci0D_161039/1118D27141118012.html
●専門実務セミナー マイクロドース（ＭＤ）臨床試験の現状と展望【11/18】
《再掲》
[詳細]http://www.kansai-life-innovation.org/notice/1618/>
●中小企業のための事業承継の税制・相続税・入門セミナー【11/18】
《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201409/D14141118012.html
●「輝く女性社員のキャリアアップ ワンランク上の気配り仕事術講座」
【11/19】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/306237/b7OZcJH7ci0D_161039/1119D27141119026.html
●産産学ビジネスマッチングフェア in うめきた【11/20】
[詳細] http://www.saito-souken.co.jp/archives/2471
●ご当地ギフト・お土産・特産品こだわり食品の購入・仕入れに！
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mKR_1poNW_13N_hmp

【11/20】

●東南アジア市場で成功するノウハウを紹介！【11/20】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mKS_1poNW_13N_hmp
●西日本最大級！「機能性コーティングフェア」出展社を募集
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mL8_1poNW_13N_hmp

【11/20】

●開放特許＆技術革新でチャンスをゲット！中小企業応援セミナー【11/20、21】
[詳細]https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=5136
●彩都バイオサイエンスセミナーinうめきた「ここに「ビジネスチャンス」が眠って
いる! 医療機器・ヘルスケア機器に挑戦しよう～新規参入のヒント～」
【11/21】
[詳細] http://www.ibaraki-cci.or.jp/PDF/baiosience2014.11.20.pdf
●地域オープンイノベーション促進事業シンポジウム 生き残り企業になるための
ものづくり戦略【11/21】
[詳細]http://www.ostec.or.jp/data/news_ostec/20140929-1.html
●第19回分子複合医薬研究会【11/21】
[詳細]https://unit.aist.go.jp/kansai/mcm/seminar19.html
●多品種小ロット生産（セル生産）の基礎知識を学ぶ【11/21】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mKX_1poNW_13N_hmp
●現場で実践すべきキャッシュフロー経営【11/25】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mNg_1pDep_13T_hmp
●「超成熟市場での価値創造の新たなマーケティング」
【11/26】
[詳細]http://kyoto-koyop.jp/support/20141126/

●NEDOフォーラム2014 in 近畿 ～未来を拓く技術開発を支援～【11/26】
《再掲》
[詳細]http://www.nikkan.co.jp/html/nedo-forum/kinki/index.html
●「ANFA不織布カンファレンス2014」のブース出展企業募集【11/26】
《再掲》
[詳細]http://www.anna.gr.jp/event-details.php?eid=00083
●大阪府内７信組がオススメするものづくり企業が集まる展示会【11/27】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mKP_1poNW_13N_hmp
●東大阪発の人工衛星「まいど1号」の発起人が登壇するセミナー【11/27】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mKQ_1poNW_13N_hmp
●いばらき異業種交流会のご案内 【11/27】
《再掲》
[詳細]https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=5096
●大阪市立工業研究所と大阪府立産業技術総合研究所
[詳細]http://tri-osaka.jp/conf2014/index.html

合同発表会【11/27】
《再掲》

●平成26年度下請取引改善講習会(下請代金法講習会)【11/27】
《再掲》
[詳細]http://www.mydome.jp/deal/support/improvement.html
●「蛋白質の機能と構造解析の効率化を目指して」
【11/28】
[詳細] http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1003308
●プレスリリースを有効活用 ～無料でマスコミに取り上げてもらうポイントを伝授～
【11/28】
[詳細]http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_099003.html
●セル生産の導入と定着方法を学ぶ【11/28】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mKY_1poNW_13N_hmp
●現場力向上 基礎セミナー＜品質管理＞【11/28】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/306239/kGu9F2H7ci0D_161039/1128D41141128017.html
●「ウリ」の仕掛け人が教えるWeb講座 ～Vol.3 企業サイト・ランディングページ編～
【12/3】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mNa_1pDep_13T_hmp
●第36回 ビジネス実務法務検定試験【12/7】
[詳細]http://www.kentei.org/houmu/index.html
●第３回 ネイチャー・インダストリー・アワード
【12/12】
[詳細]http://www.ostec-tec.info/01-2/

発表会および表彰式のお知らせ

●第17回 環境社会検定試験（eco検定）
【12/14】
[詳細]http://www.kentei.org/eco/index.html
●第28回 BATIC（国際会計検定）
【12/14】
[詳細]http://www.kentei.org/batic/index.html
●「中部発！医療機器産業にフォーカスした展示商談会『メディカルメッセ』
」出展企業

公募【12/16】
[詳細]http://medical-device.jp/whatnews/detail_340.html
●彩都ヒルズクラブ新年賀詞交歓会【1/8】
[詳細]決まり次第ご案内いたします
●「彩都産官学連携フォーラム2015」
【1/20,21】
[詳細]http://www.dy-net.jp/2015/
●「関西バイオビジネスマッチング2015の参加企業
[詳細]http://www.kinkibio-matching.biz/

公募」のおしらせ【1/27】

●「キラリ☆人材」発掘プロジェクトを始動します【随時】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?m1m_1lFph_12e_hmp
●中国ビジネス支援室無料相談サービス【随時】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/299576/JjVIbGH7ci0D_161039/0804_china.html
●ヘルスソフトウェアに関する開発ガイドライン(手引き)を策定」
【随時】
《再掲》
[詳細]http://www.meti.go.jp/press/2014/07/20140724003/20140724003.html
●大阪府「成長産業分野人材マッチング事業」を開始しました！【随時】
《再掲》
[問合]TEL：0120-643-102 テンプスタッフ株式会社 研究開発梅田オフィス
●特別試験研究費税額控除制度ガイドラインの公表について【随時】
《再掲》
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/5gisin/zeisei/zeisei.html
●審査請求料・特許料の軽減措置について【随時】
《再掲》
[詳細]http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm
●外部利用可能な研究機器一覧ポータルサイトをオープン【随時】
《再掲》
[詳細]http://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/pdf/oosakaBSP.pdf
●日本公庫予約相談サービスのご案内【随時】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?khp_1c5vy_YC_hmp
●「医療機器相談窓口」
（原則毎週木曜日）
【随時】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?khq_1c5vy_YC_hmp
●健康食品開発相談窓口【随時】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?khr_1c5vy_YC_hmp
●海外展開の準備状況を簡単にチェック！【随時】
《再掲》
[詳細]http://j-net21.smrj.go.jp/expand/overseas/selfcheck/
●中小企業技術革新制度（SBIR制度）について【随時】
《再掲》
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/2014/140310sbir.htm
●日中シルバー産業連携促進プラットフォーム登録企業募集【随時】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/287354/9hIxKIH7ci0D_161039/china10bjp.html
●「中小企業電話相談ナビダイヤル」(0570-064-350)(中小企業庁)【随時】
《再掲》
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/110829NDC.pdf

●「経営安定特別相談室」
【随時】
《再掲》
[詳細]
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2012/download/taisaku_info-0.pdf
●海外展開のお悩み「ワンストップ」で解決!【随時】
《再掲》
[詳細]http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/063793.html
●介護*福祉、医療関連分野の開発相談窓口 【随時】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?jXH_1amxp_Y4_hmp
●健康関連製品のエビデンス取得支援窓口 【随時】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?jXI_1amxp_Y4_hmp
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【3】編集後記
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今月28日の彩都バイオサイエンスセミナーは茨木商工会議所にて、そして、来月
11月21日は、リニューアルした産産学ビジネスマッチングフェアに合わせて、
うめきたにて開催予定です！
いつもの彩都バイオヒルズセンター内から2ヶ月連続で出張しますが、大学発
ベンチャーの視点と、医療機器開発の視点からビジネスチャンスを探るセミナー
となっておりますので、皆様ぜひご参加下さい。
詳細は、今月のセミナー終了後に皆様にご案内申し上げます。乞うご期待！
※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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