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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。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
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
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
---------------------------------------------------------------第133回 彩都バイオサイエンスセミナー
「うめきたに集積する創薬等の支援機関 日本医療研究開発機構（AMED）と
PMDA関西支部の活用術」
---------------------------------------------------------------[日時]平成２７年７月２３日（木曜日）
午前１１時～１２時 セミナー
午後１３時～１３時 ランチ交流会
[場所]彩都バイオヒルズセンター
[申込] https://www.saitohills.com/form.html
[詳細] http://www.osaka-bio.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=852
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
+-+ 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】会員のご紹介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
彩都バイオイノベーションセンター２階に入居しております株式会社ＢＮＡの今西
武と申します。この度、本「彩都ヒルズクラブ通信」に寄稿する機会を与えていただ
きましたので、当社の紹介を兼ねながら、日頃感じていることも少し付け加えさせて
いただきます。
当社は２００８年（平成２０年）５月設立の大学発ベンチャー企業で、同年１０月
の彩都バイオイノベーションセンターの開設時に入居させていただき今日に至ってい
ます。弊社の概要は以下の通りです。なお、下記の通り今年１月に組織変更をしまし
た。
【株式会社ＢＮＡの概要（ <組織変更前> → 変更後）
】
１） 設立日：平成２０年５月１２日
２） 所在地：大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目７番地２０号

（彩都バイオイノベーションセンター内）
３） 資本金：<１０００万円> → ２４０００万円
４） 役 員：代表取締役
<今西 武> → 河原 三紀郎
取締役
<田村 格> → 今西 武、塚原 祐輔
５） 事業内容：スーパー人工核酸ＢＮＡに関する下記の事業
（１）核酸医薬品の開発研究
（２）遺伝子検査診断技術開発
（３）各種ＢＮＡユニット（アミダイト）の製造と販売
（４）ＢＮＡ関連特許権の有効活用（ライセンシング等）
（５）その他のＢＮＡ関連事業（技術移転・共同事業）
当社の技術シーズである「スーパー機能性人工核酸ＢＮＡ」は、各種ゲノム技術
（アンチセンス法、siRNA法、遺伝子検査・診断法など）の基盤材料として筆者らが
大阪大学で開発に成功した核酸誘導体で、相手核酸の塩基配列情報に沿って特異的か
つ強固に結合する能力を有しており、既に１９９０年代に欧米で先行し、約２０年遅
れて日本でもようやく注目されるに至った「核酸医薬」や「遺伝子診断薬」開発の高
機能性材料分子として応用性、需要の拡大が大いに期待できるようになってきていま
す。
ＢＮＡ類は、安価な原材料から多段階で化学合成するモノマーユニットのＢＮＡア
ミダイトを核酸自動合成機中でＤＮＡあるいはＲＮＡオリゴヌクレオチド中にＢＮＡ
ユニットを部分的に修飾したハイブリッドオリゴ（ＢＮＡオリゴ）として調製して
種々の応用化の目的に使用します。ＢＮＡオリゴの調製および販売は設備・ノウハ
ウ・供給システム等の観点から国内では「株式会社ジーンデザイン」他１社、海外で
は「バイオシンセシス社（Bio-Synthesis Inc.）に委託しています。当社ではアミダ
イト合成鍵中間体から各種ＢＮＡアミダイトの合成と供給を担っており、既存の合成
経路の短縮化・操作の簡便化およびバッチ反応の大量化などで製造の低コスト化に取
り組んでいます。現在、約十種類のＢＮＡアミダイトを供給・販売していますが、今
後は扱うＢＮＡアミダイトの種類および量の拡大も目指すことにしています。
ＪＳＴ（科学技術振興機構）の平成２１年度第２回「Ａ－ＳＴＥＰ 実用化挑戦タ
イプ（中小・ベンチャー開発／創薬開発）
」事業として「人工核酸ＢＮＡの活用によ
る癌遺伝子変異の高感度検出技術」課題が採択され、平成２２年７月から約５年間の
プロジェクトを展開しこの３月で無事終了できました。この事業でＫＲＡＳやＥＧＦ
Ｒに代表される癌関連遺伝子の変異の有無を高感度高精度で検出する新しい技術の確
立ができ、すでに製品化も他社で実行されるに至っています。
究極の目標でもある「ＢＮＡの核酸医薬への応用展開」に関しては、ＢＮＡの応用
発展性に興味と関心をお持ちいただいた既存の製薬メーカーに技術移転などして当該
企業で核酸医薬品開発を展開してもらうという「受動的・消極的」なスタンスを貫い
てきました。
最近になって国内でも「核酸医薬」開発の機運が高まり、様々な関連企業や研究・
医療機関からＢＮＡの医薬応用への期待と連携希望が寄せられ、また、当社への資金
面と組織面での支援がＭ＆Ａの形で実現できたこともあり、現在はＢＮＡの核酸医薬
への応用開発にも多少「積極的」な姿勢で取り組める状況となってきています。とは
いえ、医薬品開発までには相当な期間・膨大な資金・適格で幅広い連携などの必要性
に加え先行きの不透明性・不確実性が強く「躊躇せざるを得ないファクター」も多く、
実践するには相当な公的助成の裏付けも欠かせないとも思っています。
国産の「優れた原石（ＢＮＡ）
」を国内において「高付加価値製品（医薬品）
」に
結びつけていければ本望なのですが・・・・・・。

株式会社ＢＮＡ・取締役＆ＣＳＯ
今西 武
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【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）◇◇◇
◇「AMED先端計測分析技術・機器開発プログラム新規課題公募」のお知らせ《再掲》
[期間]～平成27年7月17日(金)正午
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/020120150518.html
◇平成27年度「大阪府中小企業新商品購入制度」募集のご案内《再掲》
[期間] ～平成27年7月17日
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=20598
◇平成27年度「中小企業活路開拓調査・実現化事業」の第二次公募
[期間]5月20日(水)～7月21日(火)
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/840
◇産学連携医療イノベーションプログラムの公募開始
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/020220150608.html
[期間]2015年6月22日（月）～7月21日（火）正午
◇我が国の優れたコンテンツ技術を発掘・評価するための事業“Innovative
Technologies 2015”の募集
[期間]6月15日(月)～7月21日(火）
[詳細]http://www.meti.go.jp/press/2015/06/20150615002/20150615002.html
◇「GOOD BUSINESS NIPPON」プロジェクト募集
[期間]7/21～10/2
[詳細]https://www.mirasapo.jp/gbn/index.html
◇「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」の公募について《再掲》
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100076.html
[期間]平成27年5月26日～7月22日正午(必着)
◇平成27年度商業・サービス競争力強化連携支援事業（新連携支援事業）二次公募
[期間]～7月24日（金）
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/1119
◇「地域イノベーション協創プログラム補助金(新事業展開実現可能性調査事業)」
二次公募
[期間]平成27年6月12日（金）～平成27年7月24日（金）まで
[詳
細]http://www.kansai.meti.go.jp/3jisedai/26hosei_koubo/fs2jikoubo/fschousa_2jiboshuu.
html
◇しが新事業応援ファンド助成金
[期間]～7月24日(金)
[詳細]http://www.shigaplaza.or.jp/josei/

◇平成27年度商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)の二次公募《再掲》
[期間] ～7月24日(金)
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/1119
◇平成27年度「製品安全対策優良企業表彰」の募集を開始《再掲》
[期間]～7/27
[詳細]http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150525005/20150525005.html
◇平成27年度地域創業促進支援委託事業(創業スクール事業)実施主体の追加公募(3県限定)
[期間]～7月28日(火)
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2015/150622Sogyo.htm
◇「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」の第2回公募について《再掲》
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/DA2_100086.html
[期間]平成27年7月1日～平成27年7月30日
◇研究成果最適展開支援プログラム A-STEP ステージIII 平成27年度公募中！
[期間]～7月31日
[詳細]http://www.jst.go.jp/a-step/
◇「平成27年度 革新的ものづくり産業創出連携促進事業(プロジェクト委託型)」
[期間]平成27年6月26日～7月31日正午必着
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100084.html
◇新規事業「大学発新産業創出プログラム（START）技術シーズ選抜育成プロジェクト
〔ロボティクス分野〕
」 課題募集
[詳細]http://www.jst.go.jp/start/robotics/jigyo/index.html
◇小規模事業者持続化補助金「追加公募」
[期間]～7月31日（金）
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2015/150703shokibo.htm
◇平成27年度「海外事業再編戦略推進支援事業」第2回公募《再掲》
[期間]～7月末
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/1117
◇平成27年度発明研究奨励金交付申請の受付《再掲》
[期間]～7月末
[詳細]http://www.jsai.org/shoureikin27.html
◇「第28回 日本内視鏡外科学会総会 出展企業公募」のおしらせ《再掲》
[詳細]http://www.congre.co.jp/jses2015/cooperation.html
[締切]2015年7月31日（金）まで
◇池田泉州銀行 ニュービジネス助成金《再掲》
[期間]～8/3
[詳細]http://www.sihd-bk.jp/fresh_news/0000000702/pdf/fresh.pdf
◇CREST・さきがけ平成27年度研究提案募集のご案内（第2期）
[期間]～8月4日(火)
[詳細]http://senryaku.jst.go.jp/teian.html
◇平成27年度パートタイム労働者活躍推進企業表彰《再掲》

[期間]～8/4
[詳細]https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/award/
◇平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の2次公募
[詳細]http://www.chuokai.or.jp/josei/26mh/koubo2-20150625.html
[期間]平成27年6月25日（木）～8月5日（水）
〔当日消印有効〕
◇平成27年度「フューチャー・アース：課題解決に向けたトランス
ディシプリナリー研究の可能性調査」
[期間]～8月10日(月）
[詳細]http://www.ristex.jp/examin/others/index.html
◇「中小企業開業支援事業費補助制度」公募のお知らせについて
[期間]～8月24日（月）
[詳細]http://www.ki21.jp/kobo/h27/kaigyo/
◇平成27年度「先進的なリフォーム事業者表彰」
《再掲》
[期間]～8/24
[詳細]http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/jyutaku/reformbiz_27FY.html
◇研究開発型ベンチャー支援事業／シード期の研究開発型ベンチャーに対する事業化支援
[期間]～8/31
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100086.html
◇優良ふるさと食品中央コンクール《再掲》
[期間]～9/4
[詳細]http://www.shokusan.or.jp/index.php?mo=topics&ac=TopicsDetail&topics_id=710
◇「国際即戦力育成インターンシップ事業」インターン2次募集開始
[期間]～9/10
[詳細]http://www.jetro.go.jp/services/intern/
◇平成27年度「大阪製」ブランド認証製品を募集！
[期間]～9月18日(金)
[詳細]http://www.mydome.jp/topics/detail/546
◇ビジネスプラン事業化支援PROJECT
第2回「＜ナント＞サクセスロード」募集開始！
[期間]～9/30
[詳細]http://www.nantobank.co.jp/hojin/keiei/successroad/index.html
◇第41回(平成27年度)発明大賞表彰事業推薦事業者募集
[期間]～9/30
[詳細]http://www.jsai.org/taishou-27.html
◇第6回 キャリア教育アワード募集
[期間]～9/30
[詳細]http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/career-education/award_entry.html
◇日本サービス大賞《再掲》
[期間]7/1～9/30
[詳細]http://service-award.jp/index.html

◇「地域経済活性化に資する放送コンテンツ等海外展開支援事業費補助金」(J-LOP＋
(ジェイロッププラス))の募集《再掲》
[期間]平成27年3月16日(月)～平成28年1月31日(日)
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/312
◇「奈良市起業家支援施設整備事業補助金」について
[期間]今年度中
[詳細]http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1434515312174/index.html
◇平成27年度版「特別試験研究費税額控除制度ガイドライン」
《再掲》
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/1083
◇中小企業・小規模事業者への資金繰り支援を強化します《再掲》
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/448
◇平成25年台風26号による災害に関する被災中小企業・小規模事業者支援策延長《再掲》
[期間]平成28年5月7日まで
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/812
◇AMED案件
・2015年度「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業」3次公募
http://www.amed.go.jp/koubo/010520150708-04.html
・2015年度「免疫アレルギー疾患等実用化研究事業（免疫アレルギー疾患実用化
研究分野）
」に係る公募（2次公募）について
http://www.amed.go.jp/koubo/010520150708-03.html
・2015年度「難治性疾患実用化研究事業」に係る公募（3次公募）について
http://www.amed.go.jp/koubo/010520150708-02.html
・2015年度「難治性疾患実用化研究事業」に係る公募（2次公募）について
http://www.amed.go.jp/koubo/010520150708-01.html
・平成 27年度「革新的先端研究開発支援事業（AMED-CREST、PRIME）
」の研究開発
領域「メカノバイオロジー機構の解明による革新的医療機器及び医 療技術の創出」
および「画期的医薬品等の創出をめざす脂質の生理活性と機能の解明」に係る
研究開発課題の公募について
http://www.amed.go.jp/koubo/010720150608.html
・平成27年度「創薬基盤推進研究事業」
（3次公募）に係る実施機関公募について
http://www.amed.go.jp/koubo/010120150708.html
・平成27年度「認知症研究開発事業」
「障害者対策総合研究開発事業」に係る実施
機関の公募について
http://www.amed.go.jp/koubo/010420150706.html
・平成27年度 アフリカにおける顧みられない熱帯病（NTDs）対策のための国際
共同研究プログラムの公募について
http://www.amed.go.jp/koubo/030120150629.html
・「オーダーメイド医療の実現プログラム」平成27年度公募について
http://www.amed.go.jp/koubo/040120150701.html
・平成27年度「医療分野研究成果展開事業 産学連携医療イノベーション創出
プログラム」の公募について
http://www.amed.go.jp/koubo/020220150608.html
◇NEDO案件
・平成27年度「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」に係る第2回公募
http://www.nedo.go.jp/koubo/DA2_100086.html
・平成27年度「革新的ものづくり産業創出連携促進事業（プロジェクト委託型）
」

http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100084.html
・「太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト」に係る公募について
http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100148.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」に係る公募について
http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100149.html
・「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」に係る公募について
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100076.html
・「ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト」に係る追加公募について
http://www.nedo.go.jp/koubo/CD1_100042.html
◇補助事業の公募状況一覧表を掲載しています《再掲》
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/2015/koubojyoukyou.pdf
◇JETROが支援する展示会・商談会一覧
[詳細]http://www.jetro.go.jp/events/tradefair.html
◇外国出願にかかる費用を助成します！！
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/02shiensaku/gaikokusyutugan.html
◇兵庫県「起業支援事業（補助金）の募集一覧」のお知らせ
[詳細]http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo
◇「CAPChannel(キャプチャネル)」トライアル参加《再掲》
[詳細]https://www.capchannel.kurs.cce.i.kyoto-u.ac.jp/
◇クラウドファンディングを活用してみませんか《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/325385/EDb883H7ci0D_161039/0309_cdf.html
◇出資型新事業創出支援プログラムSUCCESS 随時相談受付中《再掲》
[詳細]http://www.jst.go.jp/entre/
■■茨木市・茨木商工会議所施策関連■■
■特定退職金共済制度のご案内《再掲》
[詳細]http://www.kyo.or.jp/maizuru/02_kyousai/kyosai_tokutai.htm
■茨木市勤労者互助会加入のご案内《再掲》
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/other_business/welfare/index03.html
■茨木市役所 職員等による事業所訪問の申込について《再掲》
[詳細]http://www.city.ibaraki.osaka.jp/business_sangyo/shien/1404716822390.html
■正規雇用促進奨励金制度が変わりました《再掲》
[詳
細]http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/rodofukushi/seikikoyo.h
tml
■就労体験事業へご協力いただける事業所を募集しています《再掲》
[詳
細]http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/rodofukushi/14285571588
29.html
●●●イベントその他情報（再掲含む）●●●

●平成27年度D-egg Salon「知的財産（初級～中級）勉強会」
【7/16】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/seminar/092625.html
●「ものづくりマッチング商談会in堺」開催のご案内【7/16】
[詳細]http://www.sakaicci.or.jp/syodan2015
●キリン・ＪＴＢ・ディズニーほか大手と連携しよう！【7/16】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?q3f_1ERYg_19A_hmp
●「事業承継のすすめ方・入門講座」
【7/16】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/339461/2407dDH7ci0D_161039/0716D14150716018.html
●「台湾人事労務セミナー」
【7/16】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/338637/76aNDJH7ci0D_161039/0716D11150716017.html
●契約のしくみと法律実務基礎講座【7/16】
《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201503/D27150716025.html
●女性リーダーの行動革新講座【7/16】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/335397/A2mSdeH7ci0D_161039/0716D27150716018.html
●先端生命工学研究所（FIBER）講演会「FIBER未来大学なでしこScientist
トーク」の開催【7/17】
[詳細]http://www.konan-u.ac.jp/topics/news/view/top/2833
●展示商談会「マイド-ムビジネスフェスタ2015」出展者募集【7/17】
《再掲》
[詳細]http://www.m-osaka.com/jp/whatsnew/detail.php?id=1901
●プレゼン・話し方改善トレーニング【7/17】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/336817/46kt8FH7ci0D_161039/0717D27150717015.html
●「ビジネスマネジャー検定試験」始まる、第1回試験日【7/19】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/330737/c4n2JJH7ci0D_161039/0719_bijimane.html
●マイナンバー対策セミナー【7/21】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/kinki/seminar/092763.html
●「『IT活用によるBtoB営業力強化』入門セミナー」
【7/21】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/341119/HgaYCeH7ci0D_161039/0721_117.html
●「中国人観光客爆買い対策はこれだ！」
～中国人観光客向け販売対策と改正消費税免税販売制度について～【7/21】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=110
●大阪ならではのインバウンド（外国人向け販促）のつかみ方【7/22】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?pQK_1Ece5_19i_hmp
●第18回D-egg Cocktail「中小機構のメニューをフル活用した事業拡大の進め方」
【7/22】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/seminar/092779.html
●「自己資金の準備と具体的な資金調達手段について」
【7/22】
[詳細]http://sougyoshien.com/events/20150722-fund-raising/

●知恵ビジネス創出塾プレセミナー【7/22】
[詳細]http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_091425.html
●創薬を支援する先進スクリーニング技術セミナー
「生物発光技術の基礎から細胞・酵素アッセイへの応用まで2」
【7/22】
[詳
細]http://www.innov.kobe-u.ac.jp/innov-hum-dev/life/ist/pdf/ScreeningTechSeminar20157.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【7/22締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?q88_1F6lt_19M_hmp
●「労働関係各種法改正で中小企業の労務管理もここが変わる」
～労働法やマイナンバー等の今年度法改正に対応する実務セミナー～【7/22】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=104
●ムダ取り・コスト削減・生産性向上、製造現場の課題を解決！【7/22締切】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?pML_1DXYx_19c_hmp
●中堅・若手社員のための巻き込み力強化講座【7/22】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/337321/CGN5FAH7ci0D_161039/0722D27150722019.html
●クラウドファンディング活用セミナー【7/22】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/337937/d9ohGHH7ci0D_161039/0722D13150722012.html
●バイオインフォマティクス人材育成カリキュラム【7/22】
《再掲》
[詳細]http://biosciencedbc.jp/human/human-resources/workshop/h27
●あなたから発信！お店のおもてなし講座【7/22】
《再掲》
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/wp/topics/seminar/20150605_1138.html
●顧客価値向上セミナー
～高い顧客満足と生涯顧客を創造する経営とは！？～【7/23】
[詳細]http://www.kobe-cci.or.jp/category/news/event/?id=3657
●第133回 彩都バイオサイエンスセミナー
「うめきたに集積する創薬等の支援機関 日本医療研究開発機構（AMED）と
ＰＭＤＡ関西支部の活用術」
【7/23】
[詳細]http://www.osaka-bio.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=852
●＜品質管理1＞ポカミスの基礎と工程別ポカミス対策【7/23】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qf8_1FLUa_19U_hmp
●大商人事労務セミナー『人事制度改定』と『職場（環境）改善』
【7/23】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/339822/7fPY2AH7ci0D_161039/0723_6339.html
●「中小企業の人事考課制度」
【7/23】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/338538/A15Aj3H7ci0D_161039/0723_89.html
●新しい市場・売り先の見つけ方講座【7/23】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/337324/7HLc7BH7ci0D_161039/0723D27150723016.html
●『経営革新計画』で創る新規事業セミナー【7/23】
《再掲》

[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/337719/GE7PKbH7ci0D_161039/0723D13150609016.html
●＜出展企業募集＞シニア向け商材を集めた商材展示会【7/23締切】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?pMK_1DXYx_19c_hmp
●ヘルスケアビジネス開発講座【7/24】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?pYF_1EITG_19x_hmp
●「広島発！医療健康分野の技術説明会」開催のお知らせ【7/24】
[詳細]http://www.hiwave.or.jp/ikourenkei/archives/001/201507/270726.pdf
●「最近の倒産動向と売上債権管理術」
【7/24】
～ 中小企業の為の倒産動向と債権管理の基本解説 ～
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/341114/fJzTiaH7ci0D_161039/0724_119.html
●第21回日本遺伝子治療学会学術集会【7/24】
《再掲》
[詳細]http://www.conet-cap.jp/jsgt2015/index.html
●『医薬・生体材料 イメージングセミナー』
【7/24】
《再掲》
[詳細]http://mms-platform.com/archives/2693
●創業支援セミナー入門編のご案内～夢を磨いて、プランを描こう！【7/25】
[詳細]http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_100993.html
●ハラール認証取得講座「海外輸出に向けて」
【7/27】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/339434/e1ER0EH7ci0D_161039/0727D11150727013.html
●講演「地球環境時代における事業者の電力・エネルギー問題への取り組み」
【7/27】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/339065/aI8eD7H7ci0D_161039/0727D22150807025.html
●第76回（平成27年度第2回）産研テクノサロン「大規模情報時代における
価値創造」の開催について【7/27】
[詳
細]http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/air/techno_salon/2015FY.html#technosalon27_2
●平成27年度 産学公連携コーディネータ研鑽会「価値創造活動」第1例会のご案内【7/28】
[詳細]http://www.astem.or.jp/whatsnew/event/20150706-16524.html
●「Ｗｅｂ動画活用による販路拡大セミナー」
～3000万人の視聴者へ発信する動画活用～【7/28】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/340918/BiCZBAH7ci0D_161039/0728_101.html
●「良い商品」が売れない理由はこれだ！～バイヤーが買いたくなる商談の秘訣～【7/28】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/340760/g190AaH7ci0D_161039/0728D17150728012.html
●第2回『中国税務・知的財産』に関する個別相談会」
【7/28】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/340579/J8543EH7ci0D_161039/0728D11150728010.html
●～カスの商売～コクヨ創業者 黒田善太郎氏の企業家精神【7/28】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/338881/j23Y13H7ci0D_161039/0728D25150728017.html
●「医療機器ビジネスのためのＱＭＳ説明会」
【7/28】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201506/D27150728011.html

●医療系産学連携シンポジウム～日本の新たな医療イノベーション支援とAMEDを知る～
【7/28】
《再掲》
[詳細]http://www.medu-net.jp/modules/event/content0105.html
●新機能フィルム展【7/28開催】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?puv_1CHHg_18O_hmp
●創業3年未満の方へのセミナー・交流会 京商起業家倶楽部【7/29】
[詳細]http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_101011.html
●千里ライフサイエンス振興財団 新適塾（「未来創薬への誘い」シリーズ）
「第31回 人工塩基対技術による高機能核酸医薬品の創出」
【7/29】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shintekijuku-miraisouyaku.html
●Ｅストア、楽天市場、アマゾンから学ぶ！「海外向けネット通販セミナー」
【7/29】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/340446/JgK8HfH7ci0D_161039/0729D41150729014.html
●「社長のための事業承継とＭ＆Ａ・入門セミナー」
【7/29】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/340173/cF_sJ9H7ci0D_161039/0729D14150729018.html
●J-PlatPat活用による知財調査入門（無料）
『J-PlatPatを利用したことがない方を対象とする超入門コース』
【7/30】
[詳細]http://kyoto-hatsumei.com/mokuji2.html
●第3回イノベーション・マネージャー人材育成セミナーの開催【7/30】
[詳細]http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/copy_of_opu_ocu_office
●「第2回創業イブニングセミナー」のお知らせ【7/30】
[詳細]http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar150619k.pdf
●＜品質管理2＞作業現場のポカミス対策と不良流出防止【7/30】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qf9_1FLUa_19U_hmp
●「NIRO 平成26年度 事業報告会」開催のお知らせ【7/31】
[詳細]http://www.niro.or.jp/n_news/index.php?mode=dtl&typ=1&cd=105
●JEMIMAセミナー 環境シリーズ（第23回）
EUに始まり世界に広がる、電気・電子機器を取り巻く環境関連規制【7/31】
[詳細]http://www.jemima.or.jp/event/seminar/semi150731.html
●環境ビジネス推進セミナー リサイクルで広がる環境ビジネスの可能性
～地方創生に資する環境ビジネスとネットワーク形成に向けて～の開催【7/31】
[詳細]http://www.npo-rsc.org/150731kickoffseminar.pdf
●プロテイン・モール関西 情報交流セミナー「国立研究開発法人日本医療研究開
発機構（AMED)とバイオ医薬品関連研究の今後の動向」
【7/31】
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=20870
●男性の育児と仕事の両立を推進する企業や個人を募集
「イクメン企業アワード2015」
・「イクボスアワード2015」／厚生労働省【～7/31】
[詳細]http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000086897.html

●ＫＲＰ－ＷＥＥＫ 2015開催のお知らせ【8/1】
[詳細]http://www.krp.co.jp/krpweek/
●「京都バイオ計測センターシンポジウム」
【8/3】
[詳細]http://www.astem.or.jp/kist-bic/news/150803.html
●しっかり始める！独立・開業 創業スタートアップセミナー【8/3】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?q89_1F6lt_19M_hmp
●無料技術セミナー！現代のめっき技術と新しい応用展開【8/3開催】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?pMJ_1DXYx_19c_hmp
●公的保険制度に左右されない看護・医療周辺ビジネスとは？【8/4】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qf6_1FLUa_19U_hmp
●「医療機器ビジネス参入促進セミナー」
（次世代医療システム産業化フォーラム2015特別例会）
【8/4】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/340700/eH7EK4H7ci0D_161039/0804D23150804014.html
●「高収益を実現するビジネスモデル入門講座」
【8/4】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/339640/fIvbC6H7ci0D_161039/0804D27150804012.html
●出展企業募集！20・30代の女性を集めたモニター調査イベント【8/4締切】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?pMI_1DXYx_19c_hmp
●「第5回 合成生物工学シンポジウム」
【8/5】
[問合先]神戸大学バイオプロダクション次世代農工連携拠点 事務局
TEL:078－803－6192 E-mail：ibiok@port.kobe-u.ac.jp
●改定！ISO 9001:2015 経営者・担当者が知るべき重要ポイント【8/5】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qf5_1FLUa_19U_hmp
●高付加価値商品の売り方とストーリーづくりセミナー【8/5】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?q3e_1ERYg_19A_hmp
●「やさしい決算書の読み方講座」
【8/5】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/338301/6325e0H7ci0D_161039/0805D27150805019.html
●インド・ビジネスセミナー in 和歌山～「MAKE IN INDIA」～【8/6】
[詳
細]http://www.yarukiouendan.jp/topics/20150702/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%bb%e
3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bcin%e5%92%8c%e6%
ad%8c%e5%b1%b1%ef%bd%9e%e3%80%8cmake-in-india%e3%80%8d%ef%bd%9e/
●「マイナンバー対策セミナー」
～ 源泉徴収票を発行する事業者全てがマイナンバー対策ですべきこと ～【8/6】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/340915/CFXUc1H7ci0D_161039/0809_127.html
●「粉体処理技術展2015」申込受付開始！【8/6開催】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?pMH_1DXYx_19c_hmp
●『生き抜け！諦めるな！』(仮題)～大和ハウス工業創業者石橋信夫氏【8/8】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/337557/hff9H6H7ci0D_161039/0808D25150808016.html

●起業前から始めたい！出会いを成功に変えるファン（お客様）作りの方法【8/10】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?q8a_1F6lt_19M_hmp
●創業チャレンジゼミ 第36期【8/18】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?q8b_1F6lt_19M_hmp
●マイナンバー制度でどう変わる？企業としての対策は？【8/18】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qf4_1FLUa_19U_hmp
●＜現場改善1＞現場力向上に繋がる改善活動の基礎【8/20】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qf0_1FLUa_19U_hmp
●10社限定！中小企業のためのＭＯＴ(技術経営）講座【8/20締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qfd_1FLUa_19U_hmp
●起業家に大切なことは、GoogleとLINEが教えてくれた。
【8/22】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?q83_1F6lt_19M_hmp
●2時間でわかる！ 起業のためのお金の話あれこれ【8/25】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?q8c_1F6lt_19M_hmp
●商標法改正！「音・色・動き」の商標登録にでどう変わる？【8/26】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qf3_1FLUa_19U_hmp
●＜現場改善2＞改善活動成功のコツ【8/27】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qf1_1FLUa_19U_hmp
●自社で出来る！商品開発につなげるアイデア発想とは？【8/27締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qf2_1FLUa_19U_hmp
●「キャッシュフロー計算書のつくり方」＜全2回＞【8/27】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/341111/IFf2dJH7ci0D_161039/0827D27140827014.html
●イノベーション・ジャパン2015出展エントリーのご案内【8/27】
《再掲》
[詳細]http://www.jst.go.jp/tt/fair/
●「スッキリわかる図解思考トレーニング」
【9/3】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/340613/KGJqIaH7ci0D_161039/0903D27150903029.html
●シニアマーケットの攻め方と需要創造のポイント【9/4】
[詳細]http://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=19282
●イタリア／フードビジネス促進ミッションのご案内【9/9-11】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/337499/4j-1F4H7ci0D_161039/0909D11141005021.html
●ohsbi健康運動セミナー 2015_Autumn【9/12・13】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?pQO_1Ece5_19i_hmp
●「中小企業経営者はいま何をすべきか」
～中小企業支援の第一人者・山口義行氏が語る中小企業復活のキーワード～【9/16】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/340762/0juYD0H7ci0D_161039/0916D13150608019.html
●計算生命科学の基礎Ⅱ

遠隔インタラクティブ講義のご案内【10/7】

[詳細]http://www.eccse.kobe-u.ac.jp/distance_learning/
●「台湾国際グリーン産業見本市(TIGIS)」出展企業募集
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/341325/kKkLbcH7ci0D_161039/1014D22151014019.html
●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【11/18】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201505/D27151118026.html
●京都発明協会「知財総合支援窓口」のご案内【随時】
《再掲》
[詳細]http://kyoto-hatsumei.com/madoguchi.html
●製品の開発・改良、製造プロセスや品質管理等に科学的な観点からアドバイス
【随時】
《再掲》
・大阪市立工業研究所
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?p13_1AKhU_186_hmp
・大阪府立産業技術総合研究所
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?p14_1AKhU_186_hmp
●介護や医療の現状を聞きたい方はこちら【随時】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?p11_1AKhU_186_hmp
●主婦やOL 女性200名に意見を聞きたい方はこちら【随時】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?p0W_1AKhU_186_hmp
●窓口（無料）相談で、
「Webマーケティング」の相談対応を始めます！【随時】
《再掲》
[詳細]http://www.smrj.go.jp/kinki/consulting/index.html
●経営、法務、財務から営業、販促まで幅広く対応【随時】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?oK8_1z4eb_17z_hmp
●「食品表示基準及び新たな機能性表示制度に係る説明会」の資料公表について《再掲》
[詳細]http://www.caa.go.jp/foods/index18.html
●一般貿易証明 ご利用案内(外国産原産地証明書)【随時】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/325749/dczbbfH7ci0D_161039/0310boeki-step2.html
●人事労務・メンタルヘルス対策 専門相談(月～金曜日、面談・電話)【随時】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/325522/9kfA6hH7ci0D_161039/0624_senmon.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
●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
●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

●「医療機器開発支援ネットワーク」構築について【随時】
《再掲》
[詳細]https://www.med-device.jp/net/
●京都産業育成コンソーシアム「医療産業・iPS等再生医療関連産業サイト」
【随時】
《再掲》
[詳細]http://www.kyoto-conso.jp/medical/
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【3】編集後記
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先日の彩都ライフサイエンスパーク親睦ソフトボール大会は、2年連続雨天で
はございましたが、試合はなんとか全て行うことができました。
今年は初出場のなごみガッツボーイズ様が優勝、八洲マリーンズ様が準優勝、
ジーンデザイン様が3位でした！ご参加いただきました皆様、本当にありがとう
ございます。
来年度は万博記念公園のグラウンド抽選時期が四半期ごとのため、現時点では
全く未定でございますが、彩都インキュベーション施設入居企業の混成チーム
も早速来年度のリベンジに燃えているようですので、無事開催できますよう
クジ運＆天候運を何とか上げていきたいと思います。
※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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