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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
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
★彩都ヒルズクラブ 臨時社員総会について★
当クラブ理事交代のための臨時社員総会開催を予定しております。
近々招集通知を送付いたしますので、詳細はそちらにてご確認下さい。
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
★彩都ヒルズクラブ 今年度の健康診断について（正会員限定）★
[時期]12月上旬
[場所]彩都バイオヒルズセンター（予定）
受診可能人数に限りがあることと、ベンチャー支援を目的としたサービスのため、
近隣の会員中小ベンチャー企業様・個人様を優先しています。初めて当サービスの
ご利用を検討される方は、事務局までまずご一報ください。
[問合せ先]彩都ヒルズクラブ事務局 森下・岩橋 072-640-1173
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
---------------------------------------------------------------第135回 彩都バイオサイエンスセミナー
「センパイ理系女子が語る健康ビジネス」
---------------------------------------------------------------[日時]平成２７年９月２８日（月曜日）
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=864
---------------------------------------------------------------第136回 彩都バイオサイエンスセミナー in 茨木商工会議所
「元朝ズバッ！コメンテーターが斬る！ライフサイエンスと成長戦略」
---------------------------------------------------------------[日時] 平成２７年１０月２８日（水曜日）
午後１４：３０～１６：００・・・・セミナー
午後１６：００～１７：００・・・・名刺交換会
[場所]茨木商工会議所
（茨木市岩倉町2-150 立命館いばらきフューチャープラザ1F）
[申込] https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=6621
[詳細] http://www.osaka-bio.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=865

---------------------------------------------------------------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】新サービスのご案内
【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】新サービスのご紹介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★10月1日より 機能性食品表示届け出に関する個別相談サービスを始めます★
（相談窓口：日本抗加齢協会）
彩都ヒルズクラブでは、今春から始まった「機能性表示食品制度」について会員様
のご活用をバックアップするため、日本抗加齢協会（理事長：吉川敏一先生）に
よる『機能性食品表示届け出に関する個別相談』を無償（※1）で受けられる
サービスを開始します。
日本抗加齢協会URLはこちら→ http://www.ko-karei.com/
今回、当クラブにて無償で受けていただける個別相談を通じ、自社の素材は
機能性食品表示届出制度を活用するべきかどうか、あるいはより細やかなサービス
（※2）を受けるために同協会への賛助会員に加入されるかどうか、ご検討の補助
となれば幸いです。
<新サービス開始にあたってのアンケートご協力のお願い>
新サービス開始に先立ち、サービス利用予定者様を把握するため、アンケートを
予定しております。アンケートは近々送付する臨時社員総会のご案内に同封いたし
ますので、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
【サービス開始（相談申込受付）日】平成27年10月1日
【相談場所】大阪
【相談相手】日本抗加齢協会所属の専門家（大学教授）
【申込み方法】彩都ヒルズクラブ事務局までご連絡の上、当クラブ所定の申込書へ
必要事項を入力し、メールにて送付下さい。後日日本抗加齢協会事務局より相談
日時・場所についてご連絡差し上げます。なお、日程調整には数週間要する場合が
ございますので予めご承知おき下さい。
【相談にあたっての事前学習】
彩都ヒルズクラブ事務局より機能性表示食品ガイドブック（発行：公益社団法人
日本通信販売協会）を2週間順次貸与いたします。希望者はお知らせください。
※1 通常、1時間あたり1万円（税別）
。
※2 健康食品機能性表示データブック掲載・研究レビュー委託の他、自社でお持ち

の論文のチェック、専門医紹介、最終商品等のヒト試験についての相談等。
賛助会員限定の有償サービス。
【お問合せ先】
彩都ヒルズクラブ 事務局
バイオ・サイト・キャピタル株式会社 荻野・岩橋
MAIL： info@saitohills.com
TEL：072-640-1173 URL：http://www.saitohills.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）◇◇◇
◇「起業家候補(スタートアップイノベーター)募集(研究開発型ベンチャー支援
事業の実施)」
《再掲》
[公募開始予定日]平成27年9月中旬
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100089.html
◇地域資源商品等マーケティング支援プロジェクト《再掲》
[期間]～2015年9月18日(金)
[詳細]http://www.smrj.go.jp/shop2015/
◇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
◇「パワーエレクトロニクス技術に関する人材育成事業の展開」に係る公募
[公募開始]平成27年9月下旬
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EF1_100089.html
◇CB・CSOアワード2015 エントリー募集／大阪NPOセンター《再掲》
[期間]～9/24
[詳細]http://www.osakanpo-center.com/cso/oubo.html
◇「中小企業活路開拓調査・実現化事業」の第三次公募《再掲》
[期間]～9/29
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/1451
◇平成27年度「大学発新産業創出プログラム(START)」の募集
【事業プロモーターユニットの公募】
[期間]2015年09月30日
[詳細]http://www.jst.go.jp/start/boshu/index.html
◇国交省 自動車運送事業用車両の環境対応車導入に係る補助金《再掲》
[期間]平成27年9月1日(火)～平成27年9月30日(水)
[詳細]http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000003.html
◇兵庫県「平成27年度第2回新事業創出支援貸付」の募集
[期間]9月1日(火)～9月30日(水)
[詳細]http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/sinjigyokashituke
◇「第20回安藤百福賞」の候補者を募集《再掲》

[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《再掲》
[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《再掲》
[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《再掲》
[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

◇平成27年度「京フェムス推進事業補助金」の募集について(第二次募集)
[期間]～9月30日(水)
[詳細]http://www.kyoto-eco.jp/support/2015/fems2
◇平成27年度「新エネルギーベンチャー技術革新事業」第二回公募《再掲》
[期間]～平成27年10月1日
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100088.html?from=nedomail
◇日本－台湾研究交流課題の募集
「セキュアでディペンダブルなIoTポータブルデバイスのための研究」
《再掲》
[期間]～2015年10月01日
[詳細]http://www.jst.go.jp/inter/kiban/taiwan/proposal/announce_taiwan7th.html
◇「ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト／ゼロエミッション
石炭火力基盤技術開発／次世代ガス化システム技術開発」に係る公募
[期間]平成27年10月上旬
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EV1_100113.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

◇平成26年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金(補正分)《再掲》
[期間]～10月7日(金)まで
[詳細]http://www.cev-pc.or.jp/hojo/cev.html
◇平成26年度補正「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)」の三次公募について《再掲》
[期間］平成27年8月28日(金)～10月9日(金)正午まで
[詳
細]http://www.kansai.meti.go.jp/3jisedai/26hosei_koubo/fs3jikoubo/fschousa_3jiboshuu.
html
◇平成27年度採択 e-ASIA共同研究プログラム
「バイオエネルギー」
、
「防災」
、「交通」分野 共同研究課題募集《再掲》
[期間]～2015年10月13日
[詳細]http://www.jst.go.jp/sicp/announce_easia_jrp_5th.html
◇ 研究成果最適展開支援プログラム A-STEP 平成27年度新タイプ公募開始！《再掲》
[詳細]http://www.jst.go.jp/a-step/koubo/index.html
[期間]2015年8月26日(水)～10月14日(水)正午(両タイプとも)
◇先端研究基盤共用・プラットファオーム形成事業
フォトンファクトリーの産業利用課題の募集について
[期限]～平成27年10月14日(水)17:00
[詳細]http://pfwww.kek.jp/innovationPF/index.html
◇JST マッチングプランナー プログラム「探索試験」2次公募
[期間]10月中旬から下旬の約2週間
[詳細]http://www.jst.go.jp/mp/file/H27mp_shiryou.pdf
◇文部科学省 ナノテクノロジープラットフォーム事業
研究設備の試行的利用事業
[期間]～10/21
[詳細] http://nanonet.mext.go.jp/shikou/h27/
◇地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(ＳＡＴＲＥＰＳ)
平成28年度 研究提案募集のお知らせ
[詳細]http://www.jst.go.jp/global/koubo.html
[期間]2015年9月9日(水)～2015年10月26日(月)正午(日本時間)
◇第1回 大阪府健康づくりアワード エントリー募集／大阪府《再掲》
[期間]～10/30
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/award/index.html
◇和歌山 ビジネスプランコンテスト 新時代・更なる元気わかやまに向け羽ばたこう
[期間]9月1日(火)～10月30日(金)
[詳
細]http://www.yarukiouendan.jp/topics/20150901/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e
3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e6%96
%b0%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%83%bb%e6%9b%b4%e3%81%aa%e3%82%8b%e5%85%83%e6%b0%97/
◇平成27年度 研究開発助成金(第2回)公募開始《再掲》

[期間]9月1日～10月31日
[詳細]http://www.mutech.or.jp/
◇平成28年度科学研究費助成事業‐科研費‐（新学術領域研究・特別研究促進費）の公募
[期間]～11月19日
[詳細] http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/boshu/1361244.htm
◇女性起業家応援プロジェクト ビジネスプラン募集開始のお知らせ
[詳細]http://www.ledkansai.jp/
[期間] 平成27年9月1日(火)～11月30日(月)
◇大阪起業家スタートアッパー 第5回ビジネスコンテストエントリー募集《再掲》
[期間]9/25～12/3
[詳細]http://osaka-startupper.jp/contest/#Summary
◇「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」
《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
◇日本の中小サービス産業等対象。現地人材の育成を支援する事業。
中小サービス業等海外現地人材研修支援事業【～2/15】／(一財)海外産業人材育成協会
[詳細]http://www.hidajapan.or.jp/jp/smehosei/index.html
◇平成27年度ICTイノベーション創出チャレンジプログラム(I-Challenge!)の技術開発
課題の公募《再掲》
[期間]～平成28年3月31日
[詳細]http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin03_02000127.html
◇AMED案件
・「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）
」感染症分野公募
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/030120150721.html
・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）平成27年度公募
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/030120150804.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
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/010720150608.html
◇NEDO案件
・「ナノテクノロジー・材料技術分野の技術ロードマップ2016策定に関する調査」に係る公募
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EF2_100092.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
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100042.html
・「組み込みシステム及び関連ソフトウェアに関する技術課題の検討」に係る公募について
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EF2_100090.html
・「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28年度海外招へい
研究者受入企業募集
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/AT091_100070.html
・「ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト／低品位炭利用促進事業／低品位炭
利用促進技術開発」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EV1_100115.html
・「水素利用技術研究開発事業／水素ステーション安全基盤整備に関する研究開発」

[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100157.html
・「国際研究開発・実証プロジェクト／コファンド事業／日本－イスラエル研究開発協力
事業」に係る公募について
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/AT092_100071.html
・「着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業」に係る追加公募について
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/FF1_100159.html
・平成27年度「地球温暖化対策技術普及等推進事業」
（JCM実証事業）に係る公募について
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EX2_100022.html
・「ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト／ゼロエミッション石炭火力基盤
技術開発／次世代ガス化システム技術開発」に係る公募について
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EV1_100113.html
・平成27年度「新エネルギーベンチャー技術革新事業」に係る第二回公募について
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100088.html
・平成27年度「低炭素社会を実現するナノ炭素材料実用化プロジェクト」二次公募
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EF2_100086.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
◇「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■■
■茨木市障害者就労支援フェアで実施する合同就職面接会への参加企業募集【期限10/9】
[詳細] 茨木市 産業環境部 商工労政課 電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
■「はたらく人のためのお役立ち法律セミナー」 開催のご案内【10/16】
[詳細] 茨木市 産業環境部 商工労政課 電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
■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）●●●
●「国際研究開発・実証プロジェクト／コファンド事業／日本－イスラエル
研究開発協力事業」に係る公募説明会【9/17】
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/AT092_100071.html
[申込・問合] NEDO国際部「日本－イスラエル研究開発協力事業」事務局
TEL：044-520-5190 FAX：044-520-5193 E-MAIL：international@ml.nedo.go.jp
●平成27年度 D-egg Salon スタディシリーズ「知的財産(初級～中級)勉強会」
【9/17】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/seminar/092625.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?qN2_1HYtp_1aM_hmp
●残席わずか！「クラウドファンディングワークショップ」
【9/17】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201507/D13150917012.html
●「中国法務・税務個別相談会」
【9/17】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/346593/0JKP9eH7ci0D_161039/0917D11150917018.html
●『メディア脳養成塾』
【9/17～全5回】
[詳細]https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=6585
●地域資源を活用した新商品開発チャレンジ塾【9/17～全3回】
[詳細]https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=6592
●京都スタートアップカレッジ2015 ～9/17オープニングイベント～【9/17】
[詳細]http://www.astem.or.jp/kyotostartupcollege/
●『経営勉強会2015』開催のご案内【9/17】
[詳細]http://www.s-cube.biz/content/550_content.html
●工場改善・効率化に取り組む会社を見学！～友栄食品興業(株)～【9/17締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r48_1IZEa_1be_hmp
●高年齢者の継続雇用セミナー～賃金・評価制度のあり方《再掲》
【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《再掲》
【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《再掲》
【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《再掲》
【9/17】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/344781/edPq6hH7ci0D_161039/0917_94.html
●人事・労務分野のマイナンバー取り扱い実務の基礎知識【9/18】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r4c_1IZEa_1be_hmp
●若年社員との「雇用ミスマッチ解消」勉強会(全3テーマ)【9/18】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/346737/7jrxAHH7ci0D_161039/0918_6629.html
●食の商談会 in 大阪 2015「なにわのおとりよせ展」～大阪生まれのギフト商材を募集！～
【9/18締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qOm_1HYtp_1aO_hmp
● 第3回EDGEプログラム シンポジウム ～イノベーションを学ぼう！！～【9/18】
[詳細]http://waseda-edge.jp/event_detail_2015.php#20150918
●京都発 京の知的財産セミナー(無料)のご案内【9/18】
[詳細]http://kyoto-hatsumei.com/schedule0918.html
●新技術ビジネス化促進事業
第1回「パワーエレクトロニクス材料・プロセス・応用研究会」
【9/18】
[詳細]http://www.krp.co.jp/sangaku/event/data.php?eid=00108
●「マイナンバ―制度への対応実務講座」
【9/18】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/346739/d61PGDH7ci0D_161039/0918D27150918016.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」
《再掲》
【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《再掲》
【9/18】
[詳細]http://www.nara-k.ac.jp/event/2015/07/post-21.htm
●「女性活躍推進新法案説明会」
【9/24】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/347271/C3UIjjH7ci0D_161039/0924D27150924017.html
●『ＩＳＯ規格改定無料勉強会』のお知らせ【9/24】
[詳細]http://www.npo-iso.jp/npo-iso/Revised_ISO_20150924.html
●事例に学ぶ！わが社が元気になる秘訣【9/24】
[詳細]http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_101187.html
●「展示会を有効な営業イベントにするためのセミナー」
【9/24】
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/
●『ＩＳＯ規格改定無料勉強会』のお知らせ 【9/24】

[詳細]http://www.npo-iso.jp/npo-iso/Revised_ISO_20150924.html
●特許庁 平成27年度知的財産権制度説明会(実務者向け)の開催について【9/25】
[詳細]http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h27_chiteki_setumeikai.htm
●人材獲得のチャンス！「工業・工科高校」の先生方と交流しませんか？【9/25】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r1M_1IJqY_1ba_hmp
●海外展開支援研究会「成長センター・インドネシアでのものづくり」
【9/25】
[詳細]http://m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail.php?id=1983
●Web担当者のためのWebマーケティングの基礎知識 【9/25】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rcG_1JJYO_1bz_hmp
●超入門！！医療機器業界 新規参入セミナー【9/25】
[詳細]http://www.koda.biz//MD.htm
●北米(シカゴ・トロント)サービス産業海外進出支援ミッション
参加者募集のご案内【～9/25締切】／JETRO
[詳細]http://www.jetro.go.jp/events/sia/8e959f9257670c9e.html
●医療機器開発・販路開拓マッチング商談会《再掲》
【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」
《再掲》
【9/26】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/citizen/citizen-1.html
●第135回彩都バイオサイエンスセミナー「センパイ理系女子が語る健康ビジネス」
【9/28】
[詳細]http://www.osaka-bio.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=864
●医薬基盤・健康・栄養研究所 基盤研セミナー「ＴＬＲ2、ＴＬＲ3アジュバントの
前臨床試験へ向けて」
【9/28】
[詳細]http://www.nibio.go.jp/news/2015/08/001399.html
●大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点微細構造解析プラットフォーム
平成27年度第１回地域セミナー「ナノ粒子の微細構造解析と物性」
【9/28】
[詳細]http://www.uhvem.osaka-u.ac.jp/jp/files/150729.pdf
●第34回「バイオ技術シーズ公開会」
【9/28】
[詳細]http://kinkibio.com/
●千里ライフサイエンス振興財団 新適塾「神経変性疾患研究の新たな展開と
将来展望」
【9/28】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shinteki-nou_omoshiroi.html
●大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点 設備見学会【9/28～30】
[詳細] http://foundry.osaka-u.ac.jp/mainpage/appl/annai20150928.docx
●兵庫県立大学知の交流シンポジウム2015 (産学連携の推進を目指して)【9/28】
[詳細]http://www.u-hyogo.ac.jp/research/event/2015/20150928/index.html
●マイナンバー制度で求められる個人情報保護の考え方と対策のポイント【9/29】

[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r4d_1IZEa_1be_hmp
●販路拡大セミナー（滋賀県）
【9/29】
[詳細]http://www.shigaplaza.or.jp/h27hanrokakudai/
●「聞いて得する！専門家が教える確かな創業プラン作り」のお知らせ【9/29】
[詳細]http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar150807o.pdf
●「創業応援セミナー」～あなたの起業・開業を応援します！～【9/29】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/Shoukai/Map_Tel/shozaichi.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～《再掲》
【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～《再掲》
【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)《再掲》
【9/29】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/342801/84_bK7H7ci0D_161039/0929D22140925029.html
●第5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【9/30】
[詳細]http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/copy_of_opu_ocu_office
●「スマートエネルギー推進セミナー」
【9/30】
[詳
細]http://www.kansai.meti.go.jp/5-1shiene/smart_energy_initiative/seminar/1509seminar
.html
● 経営者・後継者が知っておきたい！経営者保証ガイドラインセミナー【9/30】
[詳細]http://gl2015.smrj.go.jp/
●研究公正を高める取組の紹介 日独国際シンポジウム【9/30】
[詳細]http://www.jst.go.jp/researchintegrity/symposium150930.html
●『事業の継続・承継を考えている方におすすめファミリービジネス(同族企業)に学ぶ強い経
営』
【9/30】
[詳細]http://www.yorozu-osaka.jp/セミナー情報/よろず塾ワークショップセミナー/平成27年
9月開催-ファミリービジネス-同族企業-に学ぶ強い経営/
●滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」
【9/30】
[詳細]http://www.shigaplaza.or.jp/h27mono_shoudan/
●京都ビジネス交流フェア2015 ものづくり技術マッチング展 出展社募集【9/30】
[詳細]http://www.ki21.jp/bp2016/shuttenboshu/
●決算書からわかる、解決策の見つけ方《再掲》
【9/30】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qyZ_1HlN7_1aw_hmp
●第4回 関西ものづくり技術シーズ発表会 の参加者募集【10/1】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r1O_1IJqY_1ba_hmp
●起業するなら、アホから学べ「アホが作る町と広告」
【10/1】

[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r7F_1Jkqa_1bo_hmp
●経営者のための「会社を育てる」キャッシュマネジメント講座【10/1締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r4e_1IZEa_1be_hmp
●ASEANの経済統合(AEC)を見据えた企業戦略勉強会【10/2】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/348802/ABL95fH7ci0D_161039/1002D11151002010.html
●資金調達で勝つ！金融機関との付き合い方【10/2】
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/12/
●<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！《再掲》
【10/2締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qyT_1HlN7_1aw_hmp
●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 第32回)
「生物活性天然物と創薬を繋ぐ精密合成化学」
【10/5】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shintekijuku-miraisouyaku.html
●「環境法基礎講座」
【10/5】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/346934/8bfGe2H7ci0D_161039/1005D22151005017.html
●トーゴーの日シンポジウム2015【10/5】
[詳細]http://events.biosciencedbc.jp/sympo/togo2015
●クラウドファンディング活用セミナー【10/5】
[詳細]http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_101218.html
●大阪市立大学「オープンラボラトリー」あらためて建築物の安全性を考える【10/5】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r4a_1IZEa_1be_hmp
●「タイ企業との商談会(ビジネスマッチング)」のご案内【10/5】
[詳細]http://www.boi.go.th/upload/mtech/Other_Invitation_of_BM_M_Tech_Kansai_2015.pdf
●攻めの経営 最先端！「値上げマーケティング」×「驚異の質問型営業」
【10/6】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r47_1IZEa_1be_hmp
●＜会計・初級＞経営者のための決算書ことはじめセミナー【10/6】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r4f_1IZEa_1be_hmp
●シンポジウム「関西経済圏の針路」
第1回―メディカル・ポリスの形成に向けて―【10/6】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/346927/ehY2iiH7ci0D_161039/1006D34151006017.html
●すぐにネットで宣伝する。
「ＳＮＳセミナー」for B to B【10/6・20・27】
[詳細]https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=6507
●起業・創業支援セミナー【10/6】
[詳細]http://web.hyogo-iic.ne.jp/files/keiei/seminar_kigyo.pdf
●起業前に知っておきたい！成功と失敗の法則【10/6】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r7M_1Jkqa_1bo_hmp

●「ベトナム裾野産業セミナー及びビジネス交流会」のご案内【10/6】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/348802/6c2sHHH7ci0D_161039/1006_vietnam.html
●「ストーリーで読み解く部下への対処術セミナー」
【10/6】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/348431/A4xcJHH7ci0D_161039/1006_115.html
● 海外展開ビジネスセミナー【10/7】
[詳細]http://www.sakaicci.or.jp/seminar/20151007.pdf
●2015(平成27)年度 龍谷大学RECイノベーションカレッジ
「プラスチック材料の基礎と応用－基礎を学び実務に活かす－」
【10/7～11/13】
[詳細]http://www.ryukoku.ac.jp/event/detail.php?id=2010
●「営業基礎力アップ講座【実践編】
」
【10/7】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201506/D27151007016.html
●課長の役割と仕事講座《再掲》
【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/
●海外進出のノウハウ・情報収集に！「海外展開支援フェスタ」
【10/8】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r1w_1IJqY_1ba_hmp
●「韓国・東海岸圏経済自由区域セミナー」のご案内【10/8】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/347446/6BGMJBH7ci0D_161039/1008D11151008012.html
●「入社半年フォローアップ研修」
【10/8】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201506/D27151008020.html
●ホームページ活用塾 実践編 商材が売れるWebサイトのつくり方【10/8～全5回】
[詳細]https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=6498
●フィットネスクラブで商品販売や市場調査ができるチャンス！【10/8締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?reG_1JRlv_1bB_hmp
●「中小企業に必要な障がい者雇用セミナー」
【10/8】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/348093/5hRpehH7ci0D_161039/1009_6591.html
●「アサーティブ・コミュニケーションセミナー」
【10/8】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/347079/aGfB8hH7ci0D_161039/1008D27150127036.html
●「地方創生RESASフォーラム2015」及び「地方創生RESAS地域セミナー」
【10/9】
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/150818_resas_forum_seminar.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【10/9】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r7N_1Jkqa_1bo_hmp
●「リノベーションの時代～人口減少社会を見据えたビジネス潮流」
【10/9】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/348608/5a58I5H7ci0D_161039/1009D24150806022.html
●「ぶっちゃけ体験談」
【10/9】

[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/348339/c4bhe5H7ci0D_161039/1009_127.html
●「SAKAEブランドの挑戦」
【10/9】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/348096/g14TGFH7ci0D_161039/1009_126.html
●「人事担当者のための法律実務 講座」
【10/9】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/347876/FehaHJH7ci0D_161039/1009D27141007026.html
●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《再掲》
【10/9】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/343358/KAc7ckH7ci0D_161039/1009D22151009015.html
●NEWS Hack～新聞記者と一緒に新しい情報発信を考える！【10/10・11】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r4g_1IZEa_1be_hmp
●「第16回ベルギー・フランダースのライフサイエンスセミナー
／ビジネスマッチング」の開催について(第一次案内)【10/13】
[詳細]http://www.dy-net.or.jp/osirase/20150813.html
●付加価値ある「木製品」を開発しよう【10/13締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qT8_1Iu9R_1b1_hmp
●2015年 外国人投資ウィーク(Foreign Investment Week
[詳細]http://kotra.or.jp/13778.html

2015)参加企業募集【10/13】

●製品開発の“視える化” ～リーダーに求められる企画力・推進力～【10/14】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r4h_1IZEa_1be_hmp
●「中国国際福祉博覧会」
【10/14～16】出展企業募集
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/347446/F5tFcGH7ci0D_161039/1014D11151014013.html
●できる管理者・リーダーのための意思決定力・判断力強化講座【10/14】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201506/D27151014014.html
●「第4回明日のビジネスを担う女性たちの交流会 in大阪」
【10/14】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/348799/9gqX53H7ci0D_161039/1014D27151014021.html
●「経営革新セミナー」
【10/14】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/348614/1jQBfGH7ci0D_161039/1014_116.html
●MEGA販路開拓市【10/15】
[詳細]http://kobe-shodan.net/
●執行役員を突然のレイオフ、そして起業。
「ゼロ」が生み出すビジネスモデル【10/15】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r7O_1Jkqa_1bo_hmp
●「職場を牽引する 主任・係長養成講座」
【10/15】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/347873/FFMUGkH7ci0D_161039/1015D27151015028.html

●社員を大切にする“強い組織づくり”のためのリーダー養成講座【10/16締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qT4_1Iu9R_1b1_hmp
●『モノづくり人材の育成・再教育に資する実践的プログラム

「金属・材料工学」
』を今年度も開設します！【10/16～11/26(全7日間)】
[詳細]http://www.kankeiren.or.jp/guide/150819boshu.pdf
●平成27年度起業家セミナー受講生募集【10/17～12/5】
[詳細]http://www.ki21.jp/information/entre_semi/2015/index.html
●起業するなら、アホから学べ「1行バカ売れ」
【10/17】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r7G_1Jkqa_1bo_hmp
●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」
《再掲》
【10/17】
[詳細]http://www.is-pm.org/ispm21/program.html
●セミナー「モノづくり企業のための知的財産入門」
第1回：知的財産と経営戦略の基礎 ＜個別無料相談も実施＞【10/19】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/347289/544pHfH7ci0D_161039/1019D22151019014.html
●HP、名刺、チラシ作りにかかせない事業コンセプト作成セミナー【10/19】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r7P_1Jkqa_1bo_hmp
●「北米のエネルギー政策と日本企業のビジネスチャンス」
【10/19】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/349067/60ePFHH7ci0D_161039/1019D11151019018.html
●経営者・管理職向け「女性社員マネジメント研修」
【10/20】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201507/D27151027021.html
●「ISO9001・14001 規格改訂セミナー」
【10/21】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/349316/E4qtCAH7ci0D_161039/1021D27151021029.html
●ダイバーシティ経営「まずやってみる」塾
～人材を最大限活かせる組織に変わるために、今の課題を洗い出す7日間～【10/21～】
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/20/
●＜利益管理1＞利益向上に繋がるコストの見直し方【10/22】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qTc_1Iu9R_1b1_hmp
●他社事例から自社のカイゼンを考える～田中手帳(株)～ 【10/22締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?reF_1JRlv_1bB_hmp
●「成功事例でわかる効果的な販売ツール実践講座」
《再掲》【10/22】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201506/D27151022019.html
●素材選びで差をつけろ！第3回 新しい素材・加工技術展【10/23】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qTe_1Iu9R_1b1_hmp
●Web担当者が実制作段階までにやるべきこと【10/23】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rcI_1JJYO_1bz_hmp
●電話応対スキルアップ講座「クレーム編」
【10/23】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/348337/BKOtIfH7ci0D_161039/1023D27151023016.html
●高分子系微粒子の基礎と応用のいろいろ ～接着剤、塗料から医療分野まで～【10/26】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r4b_1IZEa_1be_hmp

●＜提案力(みせる)編＞女性をファンにする販促のポイント【10/27】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r4i_1IZEa_1be_hmp
●ワーキングマザー向け「メリハリワークセミナー」
【10/27】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201507/D27151027014.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《再掲》
【10/27】
[詳細]http://kyoto-hatsumei.com/schedule1027.html
●55歳以上のシニア130名にモニター調査ができるイベント【10/28締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r4j_1IZEa_1be_hmp
●第136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！
「元朝ズバッ！コメンテーターが斬る！ライフサイエンスと成長戦略」
【10/28】
[詳細]https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=6621
●Web・ITプロジェクトにおけるヒト・モノ・カネの考え方【10/28】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r8J_1JvAa_1bq_hmp
●＜利益管理2＞キャッシュ増加のポイント“回収”の見直し方【10/29】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qTd_1Iu9R_1b1_hmp
●<中小企業のBCP(事業継続計画)策定サポートプログラム〉新規策定・拠点展開サポート
【10/31締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qT6_1Iu9R_1b1_hmp
●「職場リーダーのためのコミュニケーション力強化講座」
【11/4】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/349069/d7q273H7ci0D_161039/1104D27151104012.html
●第36回CBI学会研究講演会
「ゲノミクスからの創薬、診断薬開発及びその背景にある倫理的課題」
【11/5】
[詳細]http://cbi-society.org/home/documents/seminar/2013to16/20151105.html
●JST CREST-PRESTO joint international symposium: Structural Biological Dynamics:
From Molecules to Life with 60 trillion Cells【11/5】
[詳細]http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/4rpsympo/index.html
●「HP・SNS徹底活用による顧客獲得術」
【11/5】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=117
●顧客の本音を引き出す営業トーク実践講座【11/6】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201508/D27141008030.html
●第19回 買いまっせ！売れ筋商品発掘市《再掲》
【11/6】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/345219/J7wih3H7ci0D_161039/1106_uresuji.html
●現場力向上セミナーシリーズ
＜原価管理1＞原価管理の基礎～必要性と全体像を学ぶ～【11/9】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?reH_1JRlv_1bB_hmp
●30分で1000文字！ ホームページ、ブログ、広報に使える文章力をつけよう!!【11/11】

[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rcF_1JJYO_1bz_hmp
●第137回 彩都バイオサイエンスセミナーat 産産学ビジネスマッチングフェア
in マイドームおおさか「展示会の落とし穴～中小企業の海外展開支援ガイド～」
（仮）
[詳細]9/28以降詳細ご案内予定
●＜新企画・無料＞あなたの事業を仲間と育てていくために【11/12】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rcO_1JJYO_1bz_hmp
●機械設計とは何か？機械材料と材料強度の基礎知識セミナー【11/12】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?reC_1JRlv_1bB_hmp
●顧客を増やす売れる仕組みづくり実践講座《再掲》
【11/12】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201506/D27151112024.html
●「いばらき異業種交流会」開催のお知らせ【11/16】
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/wp/topics/20150901_1464.html
●＜原価管理2＞原価の把握と低減方法を学ぶ【11/16】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?reI_1JRlv_1bB_hmp
●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
●「下請取引適正化講習会及び違反事例について」開催のご案内【11/25】
[詳細]http://www.mydome.jp/event/detail/1119
●「『社会保障・税番号制度(マイナンバー)』対応 実務アドバイス」
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/347288/i90XafH7ci0D_161039/0826_senmon.html
●医療機器相談窓口のご案内《再掲》
【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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9月28日（月)の彩都バイオサイエンスセミナーは、いつもと趣向を変えて
交流会にスイーツをご用意する他、事務局もカジュアルスタイルでお出迎え
いたします。来月には立命館大学いばらきキャンパス内茨木商工会議所様で、
そして再来月にはマイドームおおさかにて産産学ビジネスマッチングフェア
内での出張セミナーを予定しています。色々と企画が目白押しです、どうぞ
お楽しみに！
※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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