▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.017 2014.11.19━
△▼△
彩都ヒルズクラブ通信
▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.saitohills.com/ △
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
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。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
彩都ヒルズクラブ新春賀詞交歓会 日程決定！
日時：平成26年1月8日（木） 11時45分から13時（予定）
場所：彩都バイオヒルズセンター会議室
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
11月21日の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・ヘルスケア機器産業」に挑戦しよう！」
参加者募集中！
https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=5224
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
■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
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【1】会員エッセイ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
彩都ヒルズクラブの理事を承っていますクリングルファーマ株式会社の岩谷邦夫と申しま
す。当クラブのメルマガに初めて寄稿しますので、当社についてご紹介しながら、日頃考
えています事を徒然なるままに記してみたいと存じます。しばらくお付き合いください。
当社は２００１年に設立された阪大発のバイオベンチャーで、ＨＧＦ（肝細胞増殖因子）
蛋白質を難病の治療に用いるべく研究開発に取り組んでいます。
ＨＧＦという途方もない生理活性物質に出会った事で、私の人生は途方もない宇宙へと
入っていきました。発見者の中村先生からお話を伺った時に、これこそ私の今までの製薬

会社での経験を活かせる夢のプロジェクトと思ったのです。しかしそれからが苦労の始ま
りでした。新薬の開発には多くの資金と時間、それに有能な人たちが必要です。すべてが
揃っていても成功する確率は大手製薬会社でさえ大変小さいのが現実です。幸い我々には
すでにＨＧＦというシーズがあります。問題はまず物作りです。臨床試験用にＧＭＰ基準
でＨＧＦ蛋白質を作る必要があります。さらに薬事法に則った前臨床試験の数々。特許の
整備。ＰＭＤＡとの薬事相談に至る数々の試験とデータ類の整備。そして安全性と有効性
を見る臨床試験に至ります。
そしてベンチャーにとってはもっとも大変な資金集めがあります。具体的に会社が動き
始めた２００３年からすでに１０年余が過ぎ、それぞれの場面での試行錯誤、紆余曲折、
葛藤があり、そして今やっと有効性を検証するための臨床試験に入りました。まだ道半ば
ですがこれこそが新薬開発の産みの苦しみというものです。
ここまで来れた事に、まずは永年付き合ってくれている当社の皆さんが思いを共有してく
れた御蔭であると感謝します。そして、私たちのようなバイオベンチャーに付き合って、
難病治療薬の開発に積極的に取り組んでいる大学病院の先生方にも頭が下がります。それ
に資金を出して頂いているＶＣおよび投資家の皆さん、さらに結果を見るのが楽しみと
言って下さる公的資金の担当者やエンジェルの皆さんが居てこそと感謝しています。
さて、小さなバイオベンチャーが頑張っていけるモーティベーションとは何でしょうか。

クリングルファーマのような小さな創薬バイオベンチャーで仕事をする人たちは、ＨＧＦ
という物質の可能性に魅せられた人たちであると思います。ＨＧＦの可能性は多岐に渡っ
ており、一つでも成功すれば難病の患者さんを救うことが出来るのです。今まで薬や治療
法のなかった疾患に少しでも治る可能性、すなわち患者さんやご家族にとっての希望を見
出すことが出来るわけです。
薬の研究や開発に携わっている人たちは、誰でもそのような夢とか目標を持って日夜努力
している事でしょう。
しかしながら、チャレンジする目標が高く環境が困難を極めているほど、人は純粋に頑張
れるのではないかと最近特に思うようになりました。このような時には、人は自分の生き
た証を求めようとするのではないか、とも思います。もっと楽な仕事、楽な生き方がある
と思われるのに困難にチャレンジする精神、これこそ我々が求めている事であり、小さな
バイオベンチャーのモーティベーションの源なのです。
人は夢だけでは生きていけないと言われますが、夢のない人生に生きていく意味があるの
か、と見得を切るのは単なるやせ我慢ではありません。
当社は現在、アイスバケツチャレンジで有名になったＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）とい
う難病と、脊髄損傷の治療薬開発に向けて、大学病院の先生方と協力して臨床試験を進め
ています。結果が出るまでもう少し時間が必要ですが、我々のチャレンジはまだまだ続き
ます。
彩都の片隅にこのようなバイオベンチャーが活動していることをお伝えし、今後とも皆様
のご支援をよろしくお願い申し上げます。
以上
クリングルファーマ株式会社
代表取締役 岩谷 邦夫
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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》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◇◇公募・募集情報（再掲含む）◇◇◇

◇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《再掲》
[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）
◇第4回地域産業支援プログラム表彰～イノベーションネットアワード2015～
[詳細]http://www.innovation-net.jp/info/award2015.html
[期間]～平成26年11月25日（火）必着
◇第2回BTMUビジネスサポート・プログラム『Rise Up Festa』
[期限]11月28日（金）17：00締め切り
[詳細]http://www.bk.mufg.jp/houjin/riseupclub/festa
◇第6回 知恵ビジネスプランコンテスト
[詳細]http://www.kyo.or.jp/chie/contest/
[期限]平成26年11月28日(金)17時必着
◇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」
《再掲》
[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《再掲》
[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6回「ものづくり日本大賞」《再掲》
[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）
◇池田泉州銀行「平成26年度 第11回コンソーシアム研究開発助成金」
[詳細]http://www.sihd-bk.jp/houjin/chiikiokoshi/consocium.html
[期間]～12月24日（水）
◇関西アーバン共同研究助成金《再掲》
[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）
◇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～《再掲》
[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
・「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27年度海外
招へい研究者受入企業の募集について
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/AT092_100058.html
・「ポーランド共和国におけるスマートグリッド実証事業」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/AT522_100051.html
・「
『環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト／ロボット分野の国際研究
開発・実証事業／災害対応ロボット研究開発（アメリカ）
』に係る支援業務」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100018.html
・「水素社会構築技術開発事業」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100119.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
国際研究開発・実証事業」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/AT092_100060.html
・「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／日本の石炭火力発電技術の競争力強化の検討」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EV2_100094.html
・「省エネルギー技術開発制度の成果等の把握及び分析」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/DA2_100075.html
・平成26年度「次世代省エネルギー型データセンタ構築技術に関する調査」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/DA2_100073.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
・「平成26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_100061.html
・「次世代照明技術分野の出口戦略ロードマップの策定に係わる調査」
（予告）

[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EF1_100064.html
・平成26年度「バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業／地域自立
システム化実証事業／事業性評価（FS）
」
（予告）
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/FF1_100128.html
・「IoT時代を支える多種大量データ処理基盤技術に係る先導研究」
（予告）
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EF1_100065.html
・「Innovation for Cool Earth Forum（ICEF）
」の実施に係る運営業務の公募について
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/AT091_100061.html
・「省エネルギー技術開発制度の成果等の把握及び分析」
（予告）
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/DA1_100075.html
・平成26年度「次世代省エネルギー型データセンタ構築技術に関する調査」
（予告）
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/DA1_100073.html
・「環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト／ロボット分野の国際研究
開発・実証事業／産業用ロボット研究開発（フランス）
」
（予告）
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CD1_100019.html
・「
『環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト／ロボット分野の国際研究開
発・実証事業／災害対応ロボット研究開発（アメリカ）
』に係る支援業務」
（予告）
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CD1_100018.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」
（予告）
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/FF1_100126.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
・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

●●●イベントその他情報（再掲含む）●●●
●大阪大学の「ロボティクス」とモノづくり企業とのビジネスマッチング【11/20】
[詳細]http://www.uic.osaka-u.ac.jp/event/innovationfair2014.html
●大阪市立大学「イノベーション・マネージャー人材育成セミナー」 第7回【11/20】
[詳細]http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/copy_of_opu_ocu_office
●JST主催「A-STEP発 新技術説明会」
【11/20】
[詳細]http://www.jst.go.jp/a-step/shingi/index.html
●地方の魅力を活かす6次産業のビジネスチャンス【11/20】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/seminar/089861.html
●第2回売上拡大セミナー【11/20】
[詳細]http://www.nara-sangyoshinko.or.jp/seminar/14seminar1120.html
●国内ハラール市場の展望 ～“食”のハラール化と信頼性～【11/20】
[詳細]http://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=18064
●ネットスーパー業界の現況と今後の展開【11/20】
[詳細]http://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=17976
●再生医療ものづくりセミナー「再生医療産業における道具作り」
【11/20】
[詳細]http://www.maido.or.jp/
●産産学ビジネスマッチングフェア in うめきた《再掲》
【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！《再掲》
【11/20】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mKR_1poNW_13N_hmp
●東南アジア市場で成功するノウハウを紹介！《再掲》
【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《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mL8_1poNW_13N_hmp
●開放特許＆技術革新でチャンスをゲット！《再掲》
【11/20、21】
[詳細]https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=5136
●「神戸セレクション.8 」の公募開始のご案内【11/21】
[詳細]http://www.kobe-selection.jp/
●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
●神戸医療産業都市クラスター交流会【11/21】
[詳細]http://www.kobe-cci.or.jp/category/news/event/?id=3238
●社会人のためのバイオ入門講座【11/21】
[詳細]

【11/20】

http://www.astem.or.jp/business/coordination/medical/public-lectures-2014
●彩都ライフサイエンスパーク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～」
《再掲》
【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《再掲》
【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】
《再掲》
[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《再掲》
【11/21】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mKX_1poNW_13N_hmp
●いいもの体感・発見!! ビジネスフェア【11/25】
[詳細]http://www.s-healthcare.go.jp/businessfair.htm
●京都インドITフォーラム【11/25】
[詳細]http://www.indiaitforum.com/
●合成生物シンポジウム【11/25】
[詳細]http://www.org.kobe-u.ac.jp/bioproduction/symposium/20141125
●現場で実践すべきキャッシュフロー経営《再掲》
【11/25】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mNg_1pDep_13T_hmp
●北大リサーチ＆ビジネスパークセミナー【11/26】
[詳細]http://www.hokudai-rbp.jp/business-idea/863/
●超成熟市場での価値創造の新たなマーケティング《再掲》
【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
●広東省順徳区ビジネスセミナー【11/27】
[詳細]http://team-e-kansai.jp/wordpress/wp-content/uploads/141127_zyuntoku.pdf
●今を支え、未来を創るケミストリー【11/27】
[詳細]http://www.act-kyoto.jp/category/events
●マイドームビジネスフェスタ2014 ～ものづくりパワー全開！～【11/27】
[詳細]http://www.mydome.jp/festa/
●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《再掲》
【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《再掲》
【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
●インドネシア・シンガポールの産業財産権制度と模倣対策【11/28】
[詳細]https://www.iprsupport-jpo.go.jp/apic-seminar/
●日中医薬品新技術とオープン・イノベーション～ライセンス、提携等に関する中国の
現状と今後～【11/28】
[詳細]http://www.seedplanning.co.jp/finder.html?dm=16103&u=23793
●蛋白質の機能と構造解析の効率化を目指して《再掲》
【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～
《再掲》
【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《再掲》
【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＞《再掲》
【11/28】
[詳細]
http://r26.smp.ne.jp/u/No/306239/kGu9F2H7ci0D_161039/1128D41141128017.html
●ものづくりの基本～やり直しの「5S」～【12/2】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/kinki/consulting/ts/089993.html
●新適塾「第20回 循環器疾患克服へのカギ 臓器間ネットワークの観点より」
【12/3】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shintekijuku-top-1.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～
《再掲》
【12/3】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?mNa_1pDep_13T_hmp
●第6回次世代医療システム産業化フォーラム2014」
【12/4】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/mdf/about/
●第5回ライフサイエンス・ビジネスセミナー 薬事法改正の概要説明と医療機器ビジ
ネス参入の具体的事例【12/5】
[詳細]http://kyoto-koyop.jp/support/5th-life-bs/
●大阪大学「第8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」
【12/5】
[詳細]http://hpci.me.es.osaka-u.ac.jp/

●国立民族学博物館・立命館大学 学術交流協定締結記念シンポジウム「世界の食文化
研究と博物館」
【12/6】
[詳細]http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/ssrc/archive/20141206_event.pdf
●第36回 ビジネス実務法務検定試験《再掲》
【12/7】
[詳細]http://www.kentei.org/houmu/index.html
●インドネシア環境・省エネビジネスセミナー【12/8】
[詳細]
http://team-e-kansai.jp/wordpress/wp-content/uploads/141208_indonesia.pdf
●第7回 大阪大学共同研究講座シンポジウム～「Industry on Campus」は何をもたら
したか？～ 実践現場から見た成果と課題【12/8】
[詳細]https://www-liaison.eng.osaka-u.ac.jp/symposium/sympo2014/
●経営者保証ガイドラインセミナー・個別相談会【12/10】
[詳細]http://keieishahosho.smrj.go.jp
●健康科学ビジネス創造フォーラム2014【12/10】
[詳細]
http://ohs-net.jp/wp-content/uploads/034d75c1975387a52f5d2a9baf4d6a90.pdf
●神戸医療産業都市 介護リハビリロボットセミナー【12/10】
[詳細]https://www.kobe-lsc.jp/event/20141212-2
●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」
【12/11】
[詳細]http://kinkibio.com/
●中部地域医療機器関連産業支援フォーラムinみえ 【12/11】
[詳細]http://www.innovation-net.jp/event/med-forum/1211.html
●医薬品医療機器等法 対策セミナー（医療機器）
【12/12】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201410/D23141212019.html
●第3回ネイチャー・インダストリー・アワード発表会および表彰式《再掲》
【12/12】
[詳細]http://www.ostec-tec.info/01-2/
●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
●関西ライフサイエンスリーディングサイエンティストセミナー【12/15】
[詳細]http://www.urban-ii.or.jp/
●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
《再掲》
【12/16】
[詳細]http://medical-device.jp/whatnews/detail_340.html
●大阪立地プロモーションセミナー（大阪会場）
【12/18】
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=17891

●新適塾「第7回 グリア細胞でコントロールされる様々な脳の機能」
【1/8】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shintekijuku-top-1.html
●彩都ヒルズクラブ新年賀詞交歓会《再掲》
【1/8】
[詳細]近日中にご案内いたします。
●新適塾「第29回 がん治療における抗体の利用」
【1/13】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shintekijuku-top-1.html
●第8回次世代アジュバント研究会【1/20】
[詳細]http://www.nibio.go.jp/news/2014/10/001089.html
●彩都産官学連携フォーラム2015《再掲》
【1/20,21】
[詳細]http://www.dy-net.jp/2015/
●高機能プラスチック・ゴム展2015【1/27】
[詳細]http://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=18030
●関西バイオビジネスマッチング2015《再掲》
【1/27】
[詳細]http://www.kinkibio-matching.biz/
●「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://www.hidajapan.or.jp/jp/smehosei/index.html
●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)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！【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 (主要商工会議所、各都道府県の商工会連合会)【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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年賀状にカレンダー、そろそろ2015年の足音が聞こえてくる今日この頃、当クラブでも毎
年恒例の新春賀詞交歓会に向けて準備中です。後日改めてご案内申し上げますが、2015年
の彩都ヒルズクラブ新春賀詞交歓会は、まさに新春の1月8日を予定しています。新年早々
お忙しい時期かと存じますが、この機会に一層の懇親を深めて頂ければと存じます。事務
局一同お待ちしております。
※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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