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―知恵をカタチに
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をカタチに、顧客を
顧客を創造－
創造－

京都商工会議所では、
「知恵産業のまち・京都」の一層の推進に向けて取り組むため、2010
年 11 月に「ニュー京商ビジョン 2nd Stage」を策定しました。京都に息づいてきた「生き方」
「暮らし」「まちのあり方」などの“知恵”を活用しながら、「伝統の技」「デザイン」「科学
技術」など京都ならではの“強み”を活かして、世の中にない商品・サービスを開発し、新
たな顧客や付加価値を創造する「知恵ビジネス」を京都全体に波及させ、地域経済の活性化
を図っていこうと考えています。
このたび、より多くの中小企業が知恵ビジネスに取り組むよう誘発するため、昨年 10 月
から今年 2 月にかけて、第４回知恵ビジネスプランコンテストを実施いたしました。多種多
様な業種から７５件の応募があり、
「知恵の使いどころが巧み（独自性・優位性等）」
「知恵の
使いどころが与えるインパクト（社会性・顧客創造等）」「知恵ビジネスの実現性（市場適合
性・実行力等）」の観点で書面審査、実地調査、面接審査を重ね、きらりと光る 6 件の事業
プランを認定することといたしました（概要は別添）。
今回認定プランの特徴は、30 代～40 代の若手経営者が顧客ニーズを捉え、従来の常識を
覆す斬新なアイデアをこれまでに築いたネットワーク、蓄積したノウハウ・技術などによっ
て具現化したビジネスモデルが揃ったという点です。また、創業 200 余年の老舗企業から
2011 年設立の新しい企業まで、各社の知恵で顧客を創造する知恵ビジネスに一層の「深まり」
と「広がり」が見受けられました。
認定を受けた企業には、本所のコーディネート力やネットワーク力を活かして、経営戦略・
マーケティング、資金調達準備・補助金申請、交流・マッチング、広報・プロモート等に関
する様々なハンズオン支援を継続的に行い、プランの実現をめざしていきます。
なお、表彰式と認定を受けた各企業によるプレゼンテーションを、来る 3 月 5 日(火)に京
都ホテルオークラにおいて行います。
京都経済記者クラブの皆様におかれましては、同趣旨をご理解のうえ周知広報につきご協
力いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

●本件に
本件に関するお問
するお問い合わせ
京都商工会議所 知恵産業推進室
電話：０７５－２１２－６４７０
E-Mail bmpj@kyo.or.jp

担当：牧田、谷口、佐々木
FAX：０７５－２１２－８８７１
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認定プラン ：６件 (応募総数７５
応募総数７５件
７５件）
１ プラン名
プラン名：和と洋の文化・
文化・技術・
技術・素材を
素材を融合したデザート・カフェおよびギフト
融合したデザート・カフェおよびギフト商品
したデザート・カフェおよびギフト商品
事業所 ： 亀屋良長株式会社 代表取締役 吉村 良之
創業200余年の老舗和菓子店の匠の技とフランス・二つ星レス
トラン出身のパティシエの技を融合した新ブランド「Satomi
Fujita by KAMEYA YOSHINAGA」の全国展開に向け、デザート・
カフェによるコア・ファンの創造とギフト商品による新規販路
開拓を図る。

２

プラン名
プラン名：薄板金属で
薄板金属で熱の課題を
課題を解決するイノベーションパートナー
解決するイノベーションパートナー

事業所：株式会社最上インクス 代表取締役社長 鈴木 滋朗
長年薄板金属加工で培った「簡易金型技術」「標準化思想」
「装置の設計・製造ノウハウ」などの強みを活用し、自動車、
燃料電池、航空機分野の熱交換器開発事業者を対象に、放熱フィ
ンの製品化までの３工程「開発」「試作」「量産」において高付
加価値の商品・サービスの提案・商品供給を行う。
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プラン名
プラン名：清酒の
清酒の麹糖化技術を
麹糖化技術を活用した
活用した天然糖化飲料及
した天然糖化飲料及び
天然糖化飲料及び食品原料

３

事業所：佐々木酒造株式会社 代表取締役 佐々木 晃
京都の伝統的な甘口清酒製造法(四段仕込み)で培った麹糖化
技術に、糖化酵素などの活性をコントロールする独自技術を付
加し、米を原料とした「天然糖化飲料」や「米麹シロップ」を
開発。健康志向の消費者や食品メーカー、製菓メーカーなどの
新規顧客を開拓する。

４

プラン名
プラン名：カカオを現地発酵
カカオを現地発酵・
現地発酵・自家焙煎した
自家焙煎した高級
した高級チョコレート
高級チョコレート材料
チョコレート材料の
材料の生産と
生産と販路開拓
事業所：Dari K株式会社 代表取締役 吉野 慶一

人気のオリジナル高級チョコレート製造で培ったカカオの
自家焙煎に加え、カカオ豆の栽培指導や独自発酵まで一貫生
産する拠点をインドネシアに構築。独自性の高い安全安心な
チョコレート原料を安定的に生産し、国内外の製菓メーカー
やパティシエのきめ細やかなニーズに応え、販路開拓を図る。
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５

プラン名
プラン名：業界初の
業界初の「IBCローリーサービス
IBCローリーサービス」
ローリーサービス」によるエンジンオイルの販売
によるエンジンオイルの販売システム
販売システム
事業所：株式会社FUKUDA 代表取締役 福田

喜之

使用後破棄しているエンジンオイルのドラム缶、ペール缶での
仕入れ・販売から、自動車・バイク潤滑油卸売業界初のIBCタンク
（液体搬送用中規模コンテナー）を利用した仕入れ、および顧客
へのローリー方式（1Ｌ単位での量り売り）での販売に転換し、
顧客の利便性向上とコスト削減、職場環境の改善を図る。

６

プラン名
プラン名：走行用エンジンで
走行用 エンジンで発電
エンジンで 発電する
発電 する自己完結型
する 自己完結型EV
自己完結型 EV用急速充電車
EV 用急速充電車

事業所：株式会社三輪タイヤ 代表取締役 三輪 智信
走行用エンジンでの「発電」を実現した自社開発の超小型
大容量オルタネーター(発電機・整流器)と、「蓄電」「充
電」の機能もコンパクトに搭載した急速充電車「Q電丸」の車
両やシステムを開発・販売。EVドライバーに安心を提供し、
社会の充電インフラ整備に貢献するとともに、多様な電源
サービスを提案して、新たな市場を創造する。
4

第４回知恵ビジネスプランコンテスト
企業名

代表者名

〒

所在地

認定６社企業情報

ＴＥＬ

ＵＲＬ

業種

亀屋良長株式会社

代表取締役 吉村 良之

600-8498

京都市下京区四条堀川東入ル

075-221-2005

http://kameya-yoshinaga.com 和菓子、創作菓子の製造販売

株式会社最上インクス

代表取締役社長 鈴木 滋
朗

615-0034

京都市右京区西院西寿町5番地

075-312-8775

http://www.saijoinx.com/

精密薄板金属の試作加工、試作成形加工、精密量
産プレス

佐々木酒造株式会社 代表取締役 佐々木 晃

602-8152

京都市上京区日暮通椹木町下ル北伊勢屋町
075-841-8106
727

http://jurakudai.com

清酒・ノンアルコール飲料の製造・販売

Dari K株式会社

代表取締役 吉野 慶一

604-8801

京都市中京区今新在家西町22－1F

075-803-6456

www.dari-k.com

チョコレート・焼菓子・カカオ酒の製造販売、他

株式会社FUKUDA

代表取締役 福田 喜之

607-8170

京都市山科区大宅向山6番地

075-573-3030

http://www.fukuda-lub.co.jp 自動車潤滑油卸売

株式会社三輪タイヤ

代表取締役 三輪 智信

607-8261

京都市山科区小野鐘付田町10‐2

075-571-2476

http://www.miwa-tire.com/ 自動車用タイヤ・ホイル小売およびメンテナンス

