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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134回 彩都バイオサイエンスセミナー
「大学発研究シーズでこれからの世界を明るくしよう！
大阪大学ベンチャーキャピタルの取組」
---------------------------------------------------------------[日時]平成２７年８月２５日（火曜日）
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=855
---------------------------------------------------------------第21回 国際個別化医療学会学術集会
「個別化医療の新時代－深化するパーソナライズド・メディシン」
---------------------------------------------------------------[日時]平成２７年１０月１７日（土曜日）９:００～１８:００
[場所]ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター ホールA
[申込] http://www.is-pm.org/ispm21/registrant.html
[詳細] http://www.is-pm.org/ispm21/
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
+-+ 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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企業紹介

Repertoire Genesis株式会社

Repertoire Genesis株式会社の松谷と申します。弊社は、昨年10月に設立され、
大阪府茨木市の彩都バイオインキュベータ104, 105室に入居しておりますバイオ
ベンチャーです。弊社の事業は、独自に開発した次世代T細胞受容体（TCR）／

B細胞受容体（BCR）レパトア解析技術をアカデミアやメーカの方々に提供する
遺伝子解析サービス事業と、この解析から得られた遺伝子情報を使ってメーカー
と共同して新しい治療薬を開発する新薬開発支援事業から成り、現在国内を中心
に主に遺伝子解析サービスを事業展開しております。
弊社の開発した次世代TCR/BCRレパトア解析技術は、非バイアス遺伝子増幅技術、
次世代シーケンス、独自のバイオインフォマティクスソフトウェアの３つの技術を
統合した定量性と網羅性に優れたレパトア解析技術です。従来の抗体を用いたFACS
法や多数のプライマーを用いたMultiplex PCR法に比べ、格段に定量性が高く、
正確なデータを提供することができます。
血液腫瘍、腫瘍免疫分野、移植免疫、自己免疫疾患、感染症、基礎免疫研究など
様々な分野の研究開発にご活用いただける技術ですが、新しい技術であり、国内
ではまだ認知度が低く、この技術の有用性をより多くの皆様にご理解いただきたい
と思っております。以下に主要なアプリケーションをご紹介させていただきます
ので、是非ご利用いただければと思っております。
1

遺伝子解析サービス事業

1.1. 腫瘍免疫分野での薬剤や治療法の有効性評価法として
国内や海外企業によりPD-1抗体、PD-L1抗体、CTLA-4抗体など免疫チェック
ポイント阻害薬などの免疫治療薬が開発されています。また、免疫細胞療法や
癌ワクチン療法なども盛んに行なわれています。この技術は、抗腫瘍効果を
発揮するエフェクターT細胞である腫瘍浸潤T細胞（TIL）の特異性や多様性を
直接評価することができる新しい技術です。細胞傷害性Tリンパ球（CTL）アッ
セイやELISPOT法に代わって、免疫治療薬や免疫療法の有効性評価に利用する
ことができます。
1.2. 白血病や悪性リンパ腫の検出法として
T細胞またはB細胞のクローナリティーを高感度で測定することができ、白血病
や悪性リンパ腫の検出に有用です。TCRやBCRの塩基配列に基づいて腫瘍細胞を
同定できる利点があり、治療後の微少残存病変の検出にも有効です。
1.3. 骨髄移植後の免疫多様性回復の指標として
次世代TCR/BCRレパトア解析は免疫系の多様性を評価する指標として利用でき
ます。骨髄移植などの移植医療において、移植後の免疫機能の回復が問題になり
ますが、次世代TCR/BCRレパトア解析でクローンレベルのT細胞やB細胞の免疫
多様性を評価することができます。
1.4. 抗原特異的Ｔ細胞の探索とトラッキングを行なう
特定の抗原によって誘導される抗原特異的T細胞を探索することができます。抗原
刺激の前後の試料を解析することで、抗原特異的T細胞を容易に同定することが
できます。
1.5. 感染免疫での特異的T細胞の同定に
ウイルス感染前後の試料を解析することで、ウイルス抗原特異的T細胞を同定する
ことができます。抗原特異的Ｔ細胞を同定すれば、目的クローンをトラッキング
することができます。
2

新薬開発支援事業
次世代レパトア解析技術を用いて取得されたTCR/BCRの遺伝子情報から、様々な
治療薬や治療法の開発につなげることができます。

2.1. TCR遺伝子治療
がんペプチドワクチンやがん抗原で刺激した試料のTCRレパトア解析から、抗原
特異的TCRを取得することができます。得られたTCR遺伝子を、既存の遺伝子
導入技術を用いて 患者リンパ球に導入し、患者体内へ戻すことで効果的なTCR
遺伝子治療を行うことができます。
2.2. 抗体医薬の創製
次世代BCRレパトア解析により、ハイブリドーマ細胞の取得やスクリーニングを
必要とすることなく、抗体遺伝子を取得し、直接ヒト型抗体を作成することが
できます。
2.3. CAR-T療法
近年、抗体の抗原結合領域と、TCRのシグナル伝達領域を結合させたキメラ抗原
受容体（Chimeric antigen receptor：CAR）による治療が注目されています。
次世代BCRレパトア解析によるがん抗原特異的抗体遺伝子のスクリーニングが進む
ことで、より効果的な治療用遺伝子を取得することができます。
詳しくは、弊社ＨＰ( http://www.repertoire.co.jp/ )をご覧いただければと思います。
サービスにつきまして、ご質問等ございましたら、問合せフォームまたはメールアドレス
( info@repertoire.co.jp )まで遠慮なくお問合せください。

松谷隆治
Repertoire Genesis株式会社
代表取締役社長
〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号
彩都バイオインキュベータ104
Tel: 072-657-8686, Fax: 072-657-8687
E-mail: matsutani@repertoire.co.jp
URL: http://www.repertoire.co.jp
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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）◇◇◇
◇「中小企業開業支援事業費補助制度」公募《再掲》
[期間] ～8/24
[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
◇日本医療研究開発機構「医療機器開発推進研究事業」公募について
[期間]～8/25
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/020120150724.html
◇外国出願費用の助成（中小企業等外国出願支援事業）二次募集
[期間]～8/26
[詳細]http://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html
◇「エネルギー・環境新技術先導プログラム」に係る公募について

[期間]～8/31
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100079.html
◇平成27年度情報化促進貢献個人等表彰～受賞候補者の推薦公募を開始します～
[期間]～8/31
[詳細]http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150730006/20150730006.html
◇フード・アクション・ニッポン アワード2015の募集
[期間]～8/31
[詳細]http://syokuryo.jp/award/
◇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
《再掲》
[期間]～8/31
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100086.html
◇H27年度新規研究開発領域「安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築」提案募集
[期間]～9/1
[詳細]http://www.ristex.jp/examin/suggestion.html
◇平成27年度「大阪製」ブランド認証製品を募集!
[期間]～9/18
[詳細]http://www.m-osaka.com/jp/whatsnew/detail.php?id=1597&mail=0722
◇平成27年度関西国際航空機市場参入等支援事業「国内ビジネスマッチング
[期間]7/28～9/4
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/aviation
/fy27_matching/fy27_matching.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
◇平成27年度ふるさと名物応援事業補助金(消費者志向型地域産業資源活用新商品開発等
支援事業)の2次公募
[期間]～9/8
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2015/0803ChiikiShigenKoubo27.htm
◇平成27年度「下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業」の3次公募
[期間]～9/10
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/150804shitaukekaitaku.htm
◇平成27年度「下請中小企業自立化基盤構築事業」の3次公募
[期間]～9/10
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/150804shitaukekiban.htm
◇「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《再掲》
[期間]～9/10
[詳細]http://www.jetro.go.jp/services/intern/
◇第37回食品産業優良企業等表彰事業
[期間]～9/11
[詳細]http://www.shokusan.or.jp/index.php?mo=topics&ac=TopicsDetail&topics_id=455

◇経済産業省平成27年度「新・ダイバーシティ経営企業100選」の案内
[期間]～9/14
[詳細]http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/
◇「関西ものづくり新撰2016」の募集を開始
[期間]～9/14
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/shinseihin/index.html
◇平成27年度「大阪製」ブランド認証製品を募集！《再掲》
[期間]～9/18
[詳細]http://www.mydome.jp/topics/detail/546
◇「中小企業活路開拓調査・実現化事業」の第三次公募
[期間]～9/29
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/1451
◇「第20回安藤百福賞」の候補者を募集しています
[期間]～9/30
[詳細]http://www.ando-zaidan.jp/html/syoku_02.html
◇ニッポンハム食の未来財団 平成28年度公募型研究助成の募集開始について
[期間]～9/30
[詳細]http://www.miraizaidan.or.jp/specialist/grants/2015/01.html
◇第1回 食物アレルギー対応食 料理コンテストのご案内
[期間]～9/30
[詳細]http://www.miraizaidan.or.jp/contest/2015/index.html
◇京信・地域の企業家大賞
[期間]～9/30
[詳細]http://www.kyoto-shinkin.co.jp/business/kigyo/kigyo_taisho2015.html
◇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」
《再掲》
[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《再掲》
[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《再掲》
[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
◇「GOOD BUSINESS NIPPON」プロジェクト募集《再掲》
[期間]7/21～10/2
[詳細]https://www.mirasapo.jp/gbn/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
◇AMED案件
・医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業（e-ASIA共同研究プログラム）
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/030120150804.html
・平成27年度「再生医療の産業化に向けた評価基盤技術開発事業（再生医療等の産業化に向け
た評価手法等の開発）
」二次公募
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/010220150714.html
・平成27年度「地球規模保健課題解決推進のための研究事業」
（保健医療サービス提供最適化
に関する研究）
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/030120150729.html
・平成27年度「医療機器開発推進研究事業」
（3次公募）に係る公募について
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/020120150724.html
・平成28年度「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）
」
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/030120150721.html
◇NEDO案件
・平成27年度「エネルギー・環境新技術先導プログラム」に係る公募
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100079.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
◇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《再掲》
[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！！《再掲》
[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《再掲》
[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）●●●
●医薬基盤・健康・栄養研究所 基盤研セミナー「アジュバント含有ワクチンの
新しい安全性評価法の開発」
【8/20】
[詳細]http://www.nibio.go.jp/news/2015/08/001383.html
●大阪市立大学 平成27年度イノベーション・マネージャー人材育成セミナー
第4回「私立大学におけるライフサイエンス関連産学官連携活動」
【8/20】
[詳細]http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/copy_of_opu_ocu_office
●平成27年度 D-egg Salon第3回「知的財産（初級～中級）勉強会」
【8/20】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/seminar/092625.html
●ODAを活用した企業の海外展開支援セミナーのご案内【8/20】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/345136/gbtSgjH7ci0D_161039/0820D11150820011.html
●雇用ミスマッチ解消シンポジウム【8/20】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/341506/HIIW54H7ci0D_161039/0820_6352.html
●＜現場改善1＞現場力向上に繋がる改善活動の基礎《再掲》
【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《再掲》
【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。
《再掲》
【8/22】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?q83_1F6lt_19M_hmp
●第134回彩都バイオサイエンスセミナー「大学発研究シーズでこれからの世界を明るく
しよう！大阪大学ベンチャーキャピタルの取組」
【8/25】
[詳細]http://www.osaka-bio.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=855
●関西再生医療産業コンソーシアム（KRIC）キックオフフォーラム【8/25】
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/2-4bio/KRIC/kickoff.html
● 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?qHJ_1HEKt_1aH_hmp

●「中国 独占禁止法対策セミナー」のご案内【8/25】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/345136/FD2f30H7ci0D_161039/0825D11150825016.html
●『ＩＴ活用』セミナー【8/25】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/344779/JEo213H7ci0D_161039/0825_122.html
●会社を守る！税務調査の交渉術」～消費税対策も解説～【8/25】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/341843/7h92KGH7ci0D_161039/0825_109.html
●2時間でわかる！ 起業のためのお金の話あれこれ《再掲》
【8/25】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?q8c_1F6lt_19M_hmp

●新たな事業展開をお考えの方に向けた「＜ナント＞事業戦略講座」
【8/26】
[詳細]http://www.nantobank.co.jp/news/pdf/news1507141.pdf
●訪日外国人の現状と受入環境整備について【8/26】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qHK_1HEKt_1aH_hmp
●部下・後輩との コミュニケーション力強化講座【8/26】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/345432/eH23i9H7ci0D_161039/0826D27150826014.html
●自社の強みを活かした開発マーケティング講座【8/26】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/343182/36hdk9H7ci0D_161039/0826_93.html
●分かりやすい文章表現の技術とトレーング講座【8/26】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/342503/AcE-ghH7ci0D_161039/0826D27140826062.html
●商標法改正！「音・色・動き」の商標登録にでどう変わる？《再掲》
【8/26】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qf3_1FLUa_19U_hmp
●D-egg Salon『マイナンバー』実務対策セミナー【8/27】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/seminar/092852.html
●大阪健康寿命延伸産業創出プラットフォーム「キックオフセミナー」
【8/27】
[詳細]http://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=19824
●商品力向上／企画力（つくる）編 ヒットにつながるアイデア発想術【8/27締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qtd_1GQJr_1am_hmp
●労務トラブル対応策と就業規則のポイント【8/27】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=111
●第5回大商ブランドフォーラム【8/27】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201506/D27150827011.html
●生物多様性民間参画シンポジウムin大阪
～生物多様性の主流化に向けた事業者の取組の推進～【8/27】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/343355/CeVm4fH7ci0D_161039/0827D22150827023.html
●分かりやすい説明の技術とトレーング講座【8/27】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/342669/gEM5HkH7ci0D_161039/0827D27140827021.html

●水素関連技術現地体験交流会【8/27】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/342549/h04RFBH7ci0D_161039/0827D22150827016.html
●＜現場改善2＞改善活動成功のコツ《再掲》
【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？《再掲》
【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＞《再掲》【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」の開催について【8/28】
[詳細]http://www.ij2015.com/index.html
●中小機構近畿「ベンチャープラザ近畿2015」ビジネスプラン発表者募集【～8/31】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/ventureplaza/kinki/index.html
●『ミャンマーシンポジウム』～注目が集まるミャンマーの魅力とビジネスチャンス～【9/1】
[詳細]http://www.resona-ao.or.jp/project/seminar.html
●飲食業、小売業、サービス業の方必見!!失敗しない店舗用物件の見つけ方【9/1】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qHL_1HEKt_1aH_hmp
●販路拡大ターゲットマッチング ストーリー性があるMADE in 関西の商材を募集！
【9/1締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qyU_1HlN7_1aw_hmp
●アイシン精機が協業・共同開発パートナーを募集！【9/1】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qyV_1HlN7_1aw_hmp
●平成27年度「社会人基礎力育成研修会」開催の御案内【9/2】
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/koyou/kisoryoku/kensyukai-27fy.html
●中小企業・自営業のための 顧客が喜ぶ『高』価格のつくりかた【9/2】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/342665/246w90H7ci0D_161039/0902D27150902015.html
●ラオスのビジネスチャンス～成功への秘訣～【9/3】
[詳細]http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_101058.html
●ヘルスソフトウェア分野新規参入セミナー【9/3】
[詳細]http://conso-kansai.or.jp/project/seminar.html
●第3回 奈良まほろば産学官連携懇話会 参加者募集中！【9/3】
[詳細]http://www.nara-sangyoshinko.or.jp/seminar/15seminar0903.html
●＜在庫管理1＞適正在庫 実現のポイント【9/3】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qsr_1GD3X_1aj_hmp
●営業に強い企業にする！中小企業の人財はもっと伸びる【9/3】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=113
●「スッキリわかる図解思考トレーニング」
《再掲》
【9/3】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/340613/KGJqIaH7ci0D_161039/0903D27150903029.html

●国際フロンティア産業メッセ2015併設「ヘルスケアセミナー」
【9/4】
[詳細]http://www.ibri-kobe.org/event/pdf/2015/health_care.pdf
●日本信号、タイガー魔法瓶ほか19社の発注情報を公開！【9/4締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qsp_1GD3X_1aj_hmp
●強い会社が導入している「物語的な経営計画」とは【9/4】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qyW_1HlN7_1aw_hmp
●シニアマーケットの攻め方と需要創造のポイント《再掲》
【9/4】
[詳細]http://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=19282
●第4回「ライフサイエンスビジネス MOT」
【9/5】
[詳細]http://cass-linkage.net/create/innov_hum_dev/?p=230
●しっかり始める！独立・開業 創業スタートアップセミナー【9/7】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qHM_1HEKt_1aH_hmp
●官民安全対策セミナー【9/7】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/345136/FAx682H7ci0D_161039/0907D11150907019.html
●企業経営者向けフォーラム「人を育て、成長する企業とは」
【9/8】
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/moyo/detail.php?recid=14661
●中国浙江省漢方薬剤産業協会「中国浙江省漢方薬交流会 in 大阪」
【9/8】
[詳細]http://www.dy-net.or.jp/osirase/20150806.html
●【事業開発・革新リーダー養成塾】無料説明会【9/8】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qmg_1G9Y8_1ac_hmp
●危ない企業を見抜く与信管理実務講座【9/8】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201506/D27150908017.html
●人を大切にできる「強い組織」を構築するためのリーダー養成法【9/9】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qhl_1FLUa_19Y_hmp
●できることから始める地震対策〈事業継続計画(BCP)支援セミナー〉
【9/9】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=112
●取引トラブルを防ぐ！リスク管理から見た契約書のポイント【9/9】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/344923/kekd3gH7ci0D_161039/0909D13150909017.html
●報・連・相 の達人になる8つの鉄則講座【9/9】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/343708/HjeYBIH7ci0D_161039/0909D27150909014.html
●イタリア／フードビジネス促進ミッションのご案内《再掲》
【9/9-11】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/337499/4j-1F4H7ci0D_161039/0909D11141005021.html
●公的融資の活用と融資のための事業計画書作成セミナー【9/10】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=108
●中国 税関リスク対策セミナーのご案内 【9/10】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/344920/kifteaH7ci0D_161039/0910D11150910019.html

●第5回「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」
【9/11】
[詳細]http://urban-ii.or.jp/events/detail.php?event_id=121
●「近畿バイオ バイオマス研究会」公開セミナー【9/11】
[詳細]http://kinkibio.com/
●情報の価値を最大化する「共通語彙基盤」セミナー【9/11】
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/events/kyoutsugoikiban270911.html
●＜在庫管理2＞在庫削減 成功のポイント 【9/11】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qss_1GD3X_1aj_hmp
●展示会プレゼンテーション速習講座【9/11】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201506/D27150911017.html
●産総研関西センター研究所公開 【9/12】
[詳細]https://unit.aist.go.jp/kansai/event/2015/kokai/
●ohsbi健康運動セミナー 2015_Autumn《再掲》
【9/12・13】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?pQO_1Ece5_19i_hmp
●サントリー本社で無料開催!!『樽生感動セミナー』
【9/14】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qHN_1HEKt_1aH_hmp
●SNSの効果を120％引き出す活用法～Facebook・LINE・Twitter編～【9/14】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qHO_1HEKt_1aH_hmp
●高付加価値プラスチック製品創製のための新技術開発【9/14】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qtb_1GQJr_1am_hmp
●第6回ライフサイエンス企業ネットワーク東西交流会「バイオ医薬品（バイオシミラー）
関連技術プレゼンテーション」
【9/15】
[詳細]http://www.kansai-life-innovation.org/notice/2332/
●宝塚100年の歴史に学ぶ、組織づくりと人材育成【9/15】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qmn_1G9Y8_1ac_hmp
●戦略的人材活用フォーラム【9/15】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201507/D27150915015.html
●竹内謙礼の「中小企業のための成功する新ビジネスの始め方」セミナー【9/15】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/343185/G2CHibH7ci0D_161039/0915D41150915011.html
●“基礎から学ぶ”売れる商品づくりの進め方セミナー 【9/16】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qGs_1HEKt_1aF_hmp
●「101点をめざす」丸蔵株式会社・三代目社長の組織づくり・風土づくり【9/16締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qz0_1HlN7_1aw_hmp
●経営者なら知っておきたい“おかね（資金）”管理の基本【9/16】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qtk_1GQJr_1am_hmp
●「東南アジア進出セミナー」
【9/16】

[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/345136/8efiICH7ci0D_161039/0916D11150916011.html
●秘書実務能力アップセミナー【9/16】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/343706/EAI4AaH7ci0D_161039/0916D27150916012.html
●「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～《再掲》
【9/16】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/340762/0juYD0H7ci0D_161039/0916D13150608019.html
●事業開発・革新リーダー養成塾【9/17締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qz1_1HlN7_1aw_hmp
●高年齢者の継続雇用セミナー～賃金・評価制度のあり方【9/17】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/345434/F2hIi9H7ci0D_161039/0917_114.html
●リーダーに必要なスキルと心構えを学ぶ 管理者候補育成研修【9/17】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201506/D27150917057.html
●誰でも簡単に最強営業マンに変わるセールストーク講座【9/17】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/345119/FcWdKDH7ci0D_161039/0917D27150917040.html
●ブース内でのビジネスプレゼンテーション講座【9/17】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/344781/edPq6hH7ci0D_161039/0917_94.html
●千里ライフサイエンス振興財団セミナー「iPS細胞技術を活用した創薬研究」
【9/18】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/seminar-1.html
●近畿地区7高専産学官マッチングフェア【9/18】
[詳細]http://www.nara-k.ac.jp/event/2015/07/post-21.htm
●医療機器開発・販路開拓マッチング商談会【9/25】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qz2_1HlN7_1aw_hmp
●千里ライフサイエンス振興財団市民公開講座 第72回「睡眠と健康
良い眠りが得られるように」
【9/26】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/citizen/citizen-1.html
●平成27年度 専門家との直接意見交換シンポジウム in KRP Part8
～モノづくり技術から再生医療ビジネス参入のヒントを見つけよう～【9/29】
[詳細]http://www.krp.co.jp/sangaku/bio/event/event03.php
●人を雇う前に知っておきたい10のコト ～それをやったらブラック企業～【9/29】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qHP_1HEKt_1aH_hmp
●大阪市立工業研究所との産官技術交流会（チャレンジ大阪6）
【9/29】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/342801/84_bK7H7ci0D_161039/0929D22140925029.html
●決算書からわかる、解決策の見つけ方【9/30】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qyZ_1HlN7_1aw_hmp
●【機能性コーティングフェア2015】塗料・接着・粘着・表面処理技術
大募集！【10/2締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qyT_1HlN7_1aw_hmp

●からくり改善くふう展2015視察会
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/345439/57vvC0H7ci0D_161039/1002D22131004023.html
●建築物の安全性に関わるシーズを紹介！ 【10/5】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qGu_1HEKt_1aF_hmp
●課長の役割と仕事講座【10/7】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201506/D27151007023.html
●計算生命科学の基礎Ⅱ 遠隔インタラクティブ講義《再掲》
【10/7】
[詳細]http://www.eccse.kobe-u.ac.jp/distance_learning/
●モノ（産業材製品）づくり中小・ベンチャー企業のための海外販路開拓
ワークショップ【10/9】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/343358/KAc7ckH7ci0D_161039/1009D22151009015.html
●第21回国際個別化医療学会学術集会
「個別化医療の新時代－深化するパーソナライズド・メディシン」
【10/17】
[詳細]http://www.is-pm.org/ispm21/program.html
●「成功事例でわかる効果的な販売ツール実践講座」
【10/22】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201506/D27151022019.html
●平成27年度特許法等改正説明会（無料）京都府会場のご案内【10/27】
[詳細]http://kyoto-hatsumei.com/schedule1027.html
●第19回 買いまっせ！売れ筋商品発掘市【11/6】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/345219/J7wih3H7ci0D_161039/1106_uresuji.html
●顧客を増やす売れる仕組みづくり実践講座【11/12】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201506/D27151112024.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《再掲》
【11/18】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201505/D27151118026.html
●「ミエル・ヒント－成功のカギ／ワナ－」のWEBサイトを公開【随時】
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/1377
●医療機器相談窓口のご案内【随時】
[詳細]http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=1059
●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
《再掲》
【随時】
・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
●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！《再掲》
【随時】
[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《再掲》
【随時】

[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《再掲》
【随時】
[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)《再掲》
【随時】
[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)《再掲》
【随時】
[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《再掲》
【随時】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/299576/JjVIbGH7ci0D_161039/0804_china.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)《再掲》
【随時】
[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!《再掲》
【随時】
[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《再掲》
【随時】
[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《再掲》
【随時】
[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」
《再掲》
【随時】
[詳細]http://www.kyoto-conso.jp/medical/
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【3】編集後記
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お盆が明けると夏休みもそろそろ終盤。お子様方の宿題の進み具合はいかがですか。
彩都ライフサイエンスパークでは、秋のイベントシーズンに向けて準備が始まって
います。11月には、恒例の一般公開イベントを予定しています。
残暑の厳しい時期です、どうぞご自愛下さい。
※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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