平成３１年１月２２日 会頭記者会見 発言要旨
時事の話題
■２０１９年の抱負
今年は平成最後の年であり、来たるべき新たな時代を明るく希望を持って迎えたい。政府には
新しい時代に向けた安心づくりを求めていきたいと考えている。
3 月 16 日には「京都経済センター」がグランドオープンし、新しい時代を切り開く成長の基
盤となる拠点が誕生する。京都経済百年の計として、京都経済センターに結集する各団体が、生
活文化を中心とした内需を掘りおこし、外需を取り込む知恵産業を創造することで革新を興すと
ともに、産業人材の育成をはじめ、将来を担う若者に夢を与え、夢をかたちにできるオール京都
の拠点となるよう、しっかりと取り組んでいきたい。
さらに、2021 年度中と言われる新・文化庁の本格移転を見据え、文化を活用した新たなモノ
づくりや観光産業の創造にも取り組みたい。オール京都で取り組んでいる「世界交流首都」の実
現を目指して、世界の人々が憧れる文化都市・京都の魅力を一層高めていきたい。定住人口の減
少による地元経済の疲弊を補うためにも、国内外との交流を拡大させ、交流人口の増加を目指し
たい。
一方、企業を取り巻く環境は目まぐるしく変化している。今月には戦後最長となる景気拡大が
実現するといわれているものの、米中貿易摩擦等の影響で中国経済が減速しており、電子部品を
中心に景気循環の調整局面に入ってきたと感じている。また、原油や資源価格の上昇等により、
世界的に見ても昨年末から株価・為替とも乱高下しており、これまでのような明るい見通しを立
てにくくなってきている。中小企業を中心に人手不足は一層深刻さを増しており、10 月の消費
増税を控えて、経営者は慎重な舵取りを意識せざるをえない状況にあることから、政府にはこれ
らの課題に対してしっかりと対策を打ち出し、確実に実行してほしい。
本所としては、京都経済センターへの移転によって「知恵産業のまち・京都」をさらに強力に
推進するとともに、京都経済の発展に向けてオール京都の力を結集して中小企業の支援に全力で
取り組んでいきたい。年頭挨拶で申し上げた通り、大変革時代のスタートを迎え、京都から未来
に向けた新たな価値を創造し続けていくためには、
「クロス」の発想が求められている。京都経
済センターを起点として、既存の枠を超えた「クロス バリュー クリエーション」によって、平
成の先にある未来をデザインして、世界に類のない新しい「価値創造都市・京都」のまちづくり
に貢献していきたい。

京都商工会議所の動き
■第 10 回知恵ビジネスプランコンテスト 認定プランの決定について
10 回目となる知恵ビジネスプランコンテストにおいて、6 件の事業プランを認定した。今年度
の知恵ビジネスプランコンテストでは、多種多様な業種から 59 件の応募があり、今回の 6 件が加
わったことで、本所が認定したプランの総数は 59 件となった。このコンテストは、認定プランを
表彰するだけでなく、経営支援員が認定後の事業成長をサポートしていくという点で、他の認証
制度にはない特徴を持っている。

今回の認定企業は、京都大学発の理系ベンチャー企業から伝統工芸の企業まで幅広く、知恵ビ
ジネスの多様性が感じられる。いずれの企業も他社には真似のできない独自の強みを発揮し、新
たな顧客・市場を創造できる可能性が評価された。
株式会社 Seed Bank は、京都大学で培われた研究成果をベースに、自然環境の中に無数に存在
する微細藻類の作出・分離・培養の独自ノウハウを活かし、顧客の要望に応じた培養株を提案し
ていくプランである。食品や飼料、創薬、化粧品などの原料として広く活用されることが期待さ
れる。また、株式会社寺島保太良商店 は、純金糸の素材としての良さを活かした自社ジュエリ
ーブランドを開発、展開するプランである。市場が縮小の一途をたどっている純金糸の用途開発
や需要拡大、職人の技術継承にも期待できる。
これら認定企業の表彰とプランの発表は 3 月 18 日の「京都・知恵ビジネス大交流会」で行う。
当日、同会場で開催する「知恵ビジネス展」とあわせて、ぜひ取材をお願いしたい。
■京都知恵産業展について
知恵産業の創出拠点として 3 月にグランドオープンする京都経済センターの竣工を記念し、オ
ール京都で実施する事業で、知恵の認証・認定を受けた企業のビジネスモデルを展示する「京都
知恵ビジネス展」と、知恵を活用した商品の販路拡大を図る展示商談会「京都知恵産業フェア」
の 2 つの事業を、
「京都知恵産業展」として開催する。
「京都知恵ビジネス展」では、地域の特性や企業が持つ強みを活かし、価値創造・顧客創造を
図る知恵ビジネスに取り組む企業 2,300 社の中から、代表的な企業 60 社のビジネスモデルを展示
する。広く知恵ビジネスの魅力を発信するとともに、新たに知恵ビジネスに取り組む企業の掘り
起こしにつながることを期待している。開催期間は 3 月 18・19 日の 2 日間、京都経済センター7
階で開催する。会期中は、京都の人材や技術・デザイン等の可能性に魅力を感じ、京都に進出さ
れた企業等の講演会や、本所が実施する「京都知恵ビジネス大交流会 2019」
、国内外の販路開拓支
援事業に出展した 33 社による「京都凱旋展」を同時開催する。
「京都知恵産業フェア」は、今回が初開催となる「京都インターナショナル・ギフト・ショー」
と併催して実施する見本市で、京都の伝統や文化を背景に、現代のニーズに即した付加価値の高
い商品を生み出している事業者 70 社が出展する。会期は 3 月 6・7 日の 2 日間で、みやこめっせ
において、全国のバイヤーや企業関係者など 18,000 人の来場を見込んでいる。京都の生活文化に
培われた商品の魅力や伝統産業のすばらしさを全国にアピールする絶好の機会になるので、各種
メディア等への積極的な情報発信についてご協力をお願いしたい。

記者からの質問事項
■年賀交歓会の挨拶で北陸新幹線の早期開業に触れたが、開業による関西への影響と今後の方
針について伺いたい。
北陸新幹線の全線開業により、けいはんな学研都市を中心とする京都南部エリアの活性化、さ
らにはリニア中央新幹線との接続による利便性向上によって、関西全体への大きな波及効果をも
たらすと期待している。

大阪までの開業時期については、その整備効果を最大限に発揮する観点から、昨年 5 月に採択
した北陸・関西連携会議の共同アピールで掲げたとおり、2022 年度の敦賀までの開業を待たず
敦賀以西の工事に着工し、リニア中央新幹線に先行して 2030 年度を目標に全線開業を実現する
ことが必要であると考えている。
「世界交流首都・京都」を実現するためにも、交流の好循環を支える基盤となる高速交通網の
整備が不可欠である。東京－金沢間の開業により、就学や就職の面において関西離れが進んでい
るが、経済や観光、文化などの面で関西と関係が深い北陸地域との交流を拡大し、地域経済への
波及効果を高めるためにも、関係団体との連携のもと、引き続き国に対して財源の確保と早期の
開業を求めていきたい。
■京都経済センターについて、完成式も終わりいよいよオープンが目前に迫っているが、運営
面や他団体との協議について進捗はどうか。
運営法人となる一般社団法人京都知恵産業創造の森では、理事会等の場で運営方針や施策を協
議していくよう調整を進めている。具体的な内容が決まれば、しかるべきタイミングで発表させ
ていただきたいと考えているので、ぜひご期待いただきたい。
■2020 年卒者の就職活動が始まるが、政府主導となった新たなルールについて、改めてご意見
を伺いたい。
大手就活エージェント企業が先日発表した調査結果によると、2020 年卒者の約 5％（2 万人）
が今年 1 月 1 日時点で既に内定を得ており、就活の早期化が年々進んでいると感じている。早期
に内定を得た学生からは、
「早期に就活が終わり、空いた時間を有効活用してさらに学びを深め
ていきたい」という声もあるようで、早期化が一概に悪いこととは言えないのかもしれない。
とはいえ、以前から申し上げてきているとおり、就活には一定のルールが必要だと考えている。
学生にはしっかりと学業に取り組み、自身の資質を高める時間を確保することが必要であり、ま
た、ルールがなくなることで、知名度で劣る中小企業にとっては新卒人材の確保が難しくなって
しまうことが懸念される。政府主導の連絡会議でこれまでのスケジュールを踏襲することで一致
したことは、ひとまず歓迎したい。
しかし、年功賃金や新卒一括採用、終身雇用など日本独自の労働慣行がある一方で、就活だけ
でなく我が国の労働全般に関する環境を将来的にどのようにしていくか、しっかりと議論してい
かなければならないと考えている。特に年功賃金については、経済のグローバル化によりさらに
競争が激しくなる中で、より成果を重視した賃金体系に向かっていくのではないかと感じている。
また、働き方改革を押し進めて生産性を向上させていくことも同時に必要だ。こうした経済環境
の変化に合わせて、労働への入り口となる就職活動も変化していくべきではないかと考えている。
■冒頭の 2019 年の抱負の中で「政府には将来の安心づくりを求めたい」とおっしゃられたが、
具体的にどのようなテーマを意図しているのか。
例えば、全世代が安心できる社会保障制度の構築だ。国内の消費が低迷する大きな原因のひと
つに、社会保障制度への不信による将来への不安がある。先々まで安心できる社会保障制度のビ
ジョンをしっかりと示すことで、消費が上向くことにつながる。その他にも、近年頻発する自然

災害に対する減災の取り組み、道路や橋、水道など老朽化が進む社会インフラの再構築・強靭化
など、
「国民の安心」を実現するために施策を総動員して取り組んでほしい。
■昨年末に TPP が発効し、また最近は中国経済の減速が進んでいるようだが、これらが京都企
業にどのような影響を与えると考えているか。
米国の脱退など紆余曲折があったものの、まずは日本を含む 6 か国で TPP が無事にスタートを
切ることができ、経済界としては歓迎したい。京都には独自の強みを活かしたグローバル企業が
多く、また中小企業にとっても外需を取り込む良い機会だ。TPP や来月の発効を控える欧州 EPA
など、自由貿易で公正な競争ができる環境が整うことで、多くの京都企業にとってプラスになる
だろう。こうしたビジネス環境の変化をピンチではなくチャンスと捉え、次の成長を見据えた新
たな価値創造とイノベーションに取り組む企業を積極的に支援していきたい。
中国経済の減速については、ここ十数年の急激な成長に対する反動でもあり、世界的な景気循
環による調整局面に入ったものとみている。先行きに対する不透明さは残っているものの、米中
両国による協議がうまく進めば、再び景気は上向いてくるのではないか。あまり悲観する必要は
ないと考えている

以 上
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日時：平成 31 年 1 月 22 日(火)14：00～14：30
会場：京都商工会議所 3 階 第 3 会議室

１．第 10 回知恵ビジネスプランコンテスト
認定プランの決定について ・・・資料①

２．京都知恵産業展について

・・・資料②

以 上
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第１０回

知恵ビジネスプランコンテスト
結果報告

■概
要
知恵ビジネスの創出・育成を図るため、京都府内の中小企業を対象に、京都の特性または企業独
自の強みを活かし、新たな知恵によって独自の技術や商品・サービス、あるいはビジネスモデル
を開発し、
“顧客創造”を実現するビジネスプランを公募。
■公募期間

平成３０年９月１８日～１０月１８日

■応募件数

５９件

■審
査
知恵の「巧み（独自性、優位性）
」
、知恵の「インパクト（顧客創造性、社会性）」、
「実現性（成長
性、実行力、計画性）
」の観点および本所の経営支援による事業の成長性を勘案し、書面審査、実
地調査、面接審査を経て最終決定。
■認

定

６プラン（認定プラン 累計５９件）

■支
援
認定したプランの実行・実現に向けて、本所経営支援員が、各種専門家等と連携しながら、経営
戦略・マーケティング、資金調達、広報、マッチング等の支援活動を実施する。
■表 彰 式
３月１８日に京都経済センターで開催する「京都・知恵ビジネス大交流会２０１９」内で表彰式・
プレゼン発表を実施。詳細は別紙の通り。
■認定プラン（企業名５０音順・敬称略）
１．チンパンジーの寝床研究から生まれた “人類進化ベッド”の新展開
㈱イワタ 代表取締役 岩田 有史 ＜寝具製造卸＞
寝具製造に関する独自ノウハウと霊長類学者、デザイナー等との共同
開発により新形状のベッド「人類進化ベッド」を開発。チンパンジーの寝
床を参考に、試作を重ねた独自の形状により、寝返りを抑え、安心感と心
地よさを生み出す良質な睡眠を実現。知財と研究成果を背景に異分野の
企業とのアライアンスを組むことにより、介護やオフィス、アウトドア用途な
ど新市場での需要を取り込む。
２．扇子の技術を活用した商品開発と独自ブランドの展開
㈱大西常商店 代表取締役 大西 久雄 ＜京扇子製造卸＞

伝統工芸である京扇子の技術と特性を活かした室内芳香剤「扇ルーム
フレグランスかざ」の販路開拓を行う。薄く加工された竹の毛細管現象を
活かし、長期間オイルの香りを持続する扇骨を開発。現代の住環境やニ
ーズに合致した商品に昇華させることで、自宅用をはじめ、商業施設やホ
テル用途などの新たな市場開拓と、扇子職人の雇用安定化にも期待が
できる。

３．有用物質生産株の充実と産業分野への販路開拓・拡大
㈱Seed Bank 代表取締役 石井 健一郎 ＜藻類養殖業＞
大学で培われた独自の分離、培養、保存ノウハウを活かし、ライブラリー
化した 1000 株以上の微細藻類の提供と、顧客の求めに応じた新たな微
細藻類の分離・培養を請け負う。微細藻類を代表する珪藻類にはシリカ
（二酸化珪素）、DHA、EPA など人体に極めて重要な成分が含まれている
ため、健康食品や医薬品、化粧品、飼料、環境分野など広範囲での応用
が期待できる。
４．漁港とのネットワークを活かした珍魚で作る“真の地魚”商品開発
㈱食一 代表取締役 田中 淳士 ＜海産物卸、加工品製造＞
これまで関係を築いてきた全国の 100 箇所を超える漁港と漁師とのネッ
トワークを活かし、漁獲量が少ない、姿が悪い等の理由で流通されないが
実は美味しい地魚・珍魚で作る加工品の製造販売を行う。既存の卸先で
ある飲食店を窓口に消費者に販売することにより、顧客（飲食店）の売上貢
献と全国的な販売を目指す。また、市場価値の低い魚の価値を向上させ
ることにより、地方の漁港・水産業の振興に貢献する。
５．純金糸で制作するブランド“絲 tabane”による事業展開
㈱寺島保太良商店 代表取締役 寺島 大悟 ＜金銀糸製造卸販売＞
伝統工芸士が手作業で制作する純金糸を用いたジュエリーブラン
ド「絲ｔａｂａｎｅ」を展開する。国内で唯一製造している刺繍幕用
の太い純金糸を使用し、ジュエリーデザイナーとの協業によって、
純金糸の表情そのままを楽しめるジュエリーを開発。本ブランドの展
開を通じて、素材展開も含め金糸の認知度向上・需要拡大、職人技術の
維持と継承を図る。

６．再生医療技術を用いた研究用特殊血球細胞・サービスの提供事業
マイキャン・テクノロジーズ㈱ 代表取締役 宮﨑 和雄 ＜研究用細胞製造＞
希少価値の高い血球細胞および細胞製品を再生医療技術を用い
て、研究用材料として研究機関・製薬企業に提供、研究用に特化する
ことでスピーディーな事業化を図る。独自の培養ノウハウにより、
血球細胞の成長過程をコントロールすることで、再現性が必要な研
究ニーズに応じる。世界的に深刻な問題とされているマラリアやデ
ング熱などの研究に貢献、社会性のあるプランとして期待できる。
以上

主催：京都商工会議所 共催：京都府、京都市

自社の強みや知恵を見つけ、経営戦略を学ぶ講演と新たな取り組みに挑戦する事業者が一堂に
会する大交流会を、新たにオープンする京都経済センターにおいて開催します。特別講演後に
は、第 10 回知恵ビジネスプランコンテストで認定を受けた企業の表彰・プレゼンテーションも実施致
します。講演や交流を通じて強みや知恵を活かした経営を考えてみませんか。

日

時

場

所

３１年３月１８日（月）１５：００～１９：００

平成

京都経済センター （６・７階）
［下京区四条通室町東入／地下鉄｢四条駅｣、阪急｢烏丸駅｣地下 26 番出口］

参 加 費

無 料
高岡 本州 氏

※但し、交流懇親会は参加費 3,000 円（当日、会場で拝受します）

内

容

① 特別講演 「世界の睡眠を快適に、エアウィーヴの挑戦」
講師 ： 高岡 本州 氏
（株式会社エアウィーヴ 代表取締役会長兼社長）
〔講師プロフィール〕
1960 年 愛知県生まれ。'83 年 名古屋大学工学部応用物理学科卒業。'87 年 ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ大学大学院経
済ｼｽﾃﾑ工学科修士課程修了。'98 年 日本高圧電気株式会社代表取締役社長就任（現任）。2004 年 株
式会社中部化学機械製作所（現株式会社エアウィーヴ）設立代表取締役社長就任。'16 年 起業家表彰制度
「EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2016 ジャパン」2016 日本代表。'17 年 EY World Entrepreneur Of
The Year 2017 に出場。'18 年「EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2018 ジャパン」審査委員。

② 第 10 回 知恵ビジネスプランコンテスト認定式・発表
③ 交流懇親会（18:00～）
同時開催（3/18・19）
定

員

お問合せ

会場：京都経済センター7F

２５０名(先着順)
京都商工会議所 中小企業経営支援センター
知恵産業推進室 ﾒｰﾙ：bmpj@kyo.or.jp
TEL：075-212-6470 （3 月 1 日 17 時まで）
TEL：075-341-9781（3 月 5 日 9 時以降）

「京都知恵ビジネス展」
知恵の認証・認定を受けた企業による
展示会。知恵を活かした商品やビジネ
スモデルが一堂に集まります。

京都・知恵ビジネス大交流会 2019 申込用紙
3 月 1 日（金）17 時まで
FAX：075-212-8871（移転前）
3 月 5 日（火） 9 時以降
FAX：075-341-9798（移転後）
※3 月 1 日（金）17 時～3 月 5 日（月）9 時までは事務所移設工事のため電話・FAX 等も不通となります。
貴社名
所属・役職

氏名

TEL

交流懇親会

参加

・

不参加

（いずれかに○）

※ご記入頂いた個人情報は、本事業の管理・運営のため、本所事務局の各種連絡・情報提供に利用させて頂くほか、講師に参加者名簿（事
業所名・役職・氏名など）として提供する場合がございます。また、本事業は京都府・京都市の補助金を受けて実施しているため、京都府・
京都市へ参加者名簿（同上）を提供する場合がございます。

記者配布資料②
「京都知恵産業展」の開催に関する件
■開催趣旨
知恵産業の創出拠点として本年 3 月にオープンする京都経済センターの竣工を記念し、オール京都によ
る「京都知恵産業展」を実施する。知恵ビジネスを展開する企業の新規顧客や市場の開拓を支援するとと
もに、広く知恵ビジネスの魅力・可能性を発信するイベントを展開する。
■実施事業
① 京都知恵ビジネス展・・・ 知恵の認証・認定を受けた企業によるビジネスモデルの展示会
約 1,800 社にも達した知恵の認証・認定を受けた企業のうち、代表的な企業によるビジネスモデル
の展示を行い、知恵ビジネスの魅力を発信。また、本所の第 10 回知恵ビジネスプランコンテスト
認証式、知恵ビジネスに関する講演会や交流会等を開催する。

日
会
内

時：3 月 18 日（月）・19 日（火）
場：京都商工会議所 会議室（京都経済センター7 階）
容：
◇展示会
日 時：3 月 18 日（月）11:00～19:00 / 19 日（火）10:00～16:00
出展者：知恵の認証・認定を受けた企業 60 社
来場者：企業関係者等 約 500 名
＜出展企業一例＞

クロスエフェクト

日吉屋

有明産業

知恵ビジネスプランコンテスト認定・クリエイティブ産業モデル選定企業など

手染メ屋

サン・ウインド

ティーヘッド

Kyoto Natural Factory

SOO

クレバー

八代目儀兵衛

高橋練染

大木工藝

◇記念講演会
テーマ：「京都知恵産業の創造を目指して」～京都経済センターからの発信～（仮）
日 時：3 月 19 日（火） 第 1 部：10:30～12:00 ／ 第 2 部：13:30～15:00
＜第 1 部＞「楽しくなければ仕事じゃない～鉄工所から夢工場への変革～」（仮）
講師：山本 昌作 氏（HILLTOP㈱ 代表取締役副社長）
（略歴）
立命館大学経営学部を卒業。家業である従業員５人の鉄工所（現在の HILLTOP 株式会社）に入
社。新たな顧客を求める中で、変種変量生産システムである「HILLTOP システム」を確立、２４
時間無人稼動の生産システムを実現。同社独自の“ロングテール型ビジネスモデル”は多くの顧
客から支持を得ることとなり、現在の取引社数は 2000 社を超える。また京都試作ネットの設立
にも参画。2002 年度、2006 年度「関西ＩＴ百選」最優秀企業。2008 年度「京都中小企業優良企
業表彰」。名古屋工業大学工学部非常勤講師、大阪大学非常勤講師など講師・講演活動も勤め現
在に至る。自身も一級技能士。

＜第 2 部＞「京都は求める人材が集まる場～京都発の強みと戦略～」（仮）
講師：大隈 智春 氏（Sansan㈱ ﾃｸﾆｶﾙ･ｴｳﾞｧﾝｼﾞｪﾘｽﾄ・博士（工学））
(略歴)
外資 IT、大手メーカー、教育関連企業にて、レコメンデーション、ビックデータ、機械学習の
研究開発、実用化およびマネジメントに従事。現在は、研究開発の傍ら、AI／データ活用の啓
蒙活動なども行う。
（企業概要）
社内の名刺を一括管理するクラウド名刺管理システム「Sansan」を展開。社内の全ての名刺を
集約することで名刺を“価値ある資産”に変える名刺管理サービスで 7,000 社の導入実績をも
つ。2018 年 10 月には京都市内に AI 技術者の活動拠点「Sansan Innovation Lab」を開設。Lab
内の 20 名規模のイベントスペースを活用し、京都に拠点を構える IT ベンチャー企業を中心
に、外部も交えたセミナー、勉強会などの公開イベントを開催。職種や会社の枠にとらわれ
ず、広く技術・開発・クリエイティブ分野の人材が交流できる場として継続的な展開を行って

◇同時開催
いる。
●京都知恵ビジネス大交流会 2019 3 月 18 日（月）15:00～19:00
●販路開拓支援事業「京都凱旋展」 3 月 19 日（火）12:00～16:00

② 京都知恵産業フェア ・・・ 知恵を活用した商品の販路拡大を図る展示商談会
オール京都体制で実施する販路開拓事業として、各社の知恵を活かした数々の商品の販路開拓を目指
して商談会を開催。日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市として、初めて京都で開催さ
れる「第 1 回京都インターナショナル・ギフト・ショー2019」と同時開催する。

日 時：3 月 6 日(水)・7 日(木)
会 場：京都市勧業館 みやこめっせ 3 階展示場
出展者：知恵ビジネスに取り組む事業者 70 社
※ 別添パンフレット参照
出展分野：ファッション、ライフスタイル、ビューティー＆コスメ、フード
来場者：バイヤー、企業関係者等 約 18,000 名
[主催]

京都知恵産業展実行委員会
構成：京都府、京都市、京都商工会議所、京都経営者協会、
（一社）京都経済同友会、(公社)京都工業会、
(公財)京都産業 21、(公財)京都高度技術研究所、(地独)京都市産業技術研究所、京都産業育成コンソーアム

[事務局] 京都産業育成コンソーシアムに設置

京都知恵産業展

京 都 知 恵 産 業フェア
〜Kyoto Style〜

長い年月をかけて磨き上げられてきた技術や素材、
ノウハウなどに、京都の知恵を生かした、
魅力あふれる商品を一堂に集めた展示商談会「京都知恵産業フェア〜Kyoto Style〜」。

Beauty&Cosme

本年３月にオープンする京都経済センターの竣工を記念し、

Lifestyle

オール京都で実施する
「京都知恵産業展」
の一環として開催します。
京都で初めて開催される
「第１回京都インターナショナル・ギフト・ショー2019」
と併催し、
新しい京都の魅力をお届けします。
来場登録方法

会場＆アクセス

「第１回京都インターナショナル・ギフト・ショー2019」
と
共通の来場登録となります。
京都ギフト・ショーＨＰ
https://www.giftshow.co.jp/kigs/よりご登録ください。

（京都市勧業館）3階
みやこめっせ
〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1
より徒歩約8分
京都市営地下鉄東西線「東山駅」

神宮
丸太町

丸太町

N

東大路通

川端通

御所

至出町柳

河原町通

烏丸通

至国際会議

鴨川

市営地下鉄烏丸線

みやこめっせ

丸太町通

（京都市勧業館）
平安神宮

京阪本線

・本フェアは、
BtoBの展示商談会です。
即売は実施しておりません。
・本フェアを契機に発生したトラブル等については、事務局では一切の責任を負いかねます。
当事者間
でのご対応をお願いします。
・頂戴した御名刺の宛先に、次回のご案内や主催者が開催する展示商談会のご案内を差し上げる場
合があります。
・主催者又は報道機関等によって撮影された写真等が、広報物や新聞・テレビ等の媒体及び関連HP
等で公開される場合があります。

ロームシアター
京都

京都市
動物園

京都知恵産業展実行委員会
主催

後援

二条通

京都府、京都市、京都商工会議所、京都経営者協会、
(一社)京都経済同友会、(公社)京都工業会、
(公財)京都産業２１、
(公財)京都高度技術研究所、
(地独)京都市産業技術研究所、京都産業育成コンソーシアム

中小機構 近畿

〒604-0862 京都市中京区烏丸通夷川上ル
京都商工会議所ビル6階
京都産業育成コンソーシアム内
TEL：075-211-1880 FAX：075-211-1881
E-mail：kyoto-chiefair@kyo.or.jp
事務局 URL: https://www.kyoto-conso.jp/kyoto̲chiefair/

京都
市役所前

三条通

三条
京阪
三条

至梅田

烏丸

阪急京都線

四条

京都経済
センター

河原町

京都市
美術館

至六地蔵

東山
出口１
八坂神社

仁王門通

市営地下鉄東西線
円山公園

祇園四条
清水五条

五条

七条
五条通
JR東海道本線

京都

JR東海道新幹線
東寺
至竹田

JR奈良線

Foods

2019年3月４日以降の新住所・連絡先
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入 京都経済センタービル３階
一般社団法人京都知恵産業創造の森 内
TEL：075-353-2300 FAX：075-353-2304

烏丸
御池

近鉄京都線

2019年3月4日 事務局移転

京都国立
近代美術館

至太秦天神川

至名古屋

東福寺
至淀屋橋

Fashion

京都知恵産業展
「京都知恵ビジネス展」
オール京都で実施する
「京都知恵産業展」
の一環として知恵の認証・認定を受けた企業による展示会を開催。
知恵ビジネスの魅力・可能性を発信します。
こちらにもぜひご来場ください。
日時：3月18日
（月）11:00〜19:00、19日
（火）10:00〜16:00
場所：京都経済センター 7階（京都市下京区四条通室町東入）
https://www.kyoto-conso.jp/kyoto̲chiebiz/

みやこめっせ
（京都市勧業館）
３階

テーブルウェアで楽しむ京焼の粋

和紙の質感を艶やかなネックレスに

ぼかし染めが映えるコンパクト財布

株式会社土田人形

株式会社東五六

ARATA

株式会社京でん

http://www.tutida-ningyo.com
〒615-0915
京都市右京区梅津南町1-10
Tel.075-871-6834

http://www.tohgoro.co.jp/
〒605-0846
京都市東山区五条橋東六丁目539
Tel.075-561-0056

http://arata-kyoto.com/
https://arata-kyoto.shop
〒604-8812
京都市中京区壬生相合町13ナカミチアトリエ201
Tel.075-777-2475

https://www.cotocul.com
〒604-8432
京都市中京区西ノ京南原町10番地３階
Tel.075-275-8238

やぶ椿の絵付が魅了する清水焼の注器

西陣織の美を極めたクッションカバー

本革がま口のジュエリーケース

着物地の素材感が生きるアクセサリー

Lifestyle

Beauty&Cosme

http://ideasprout.co.jp/
〒605-0971
京都市東山区今熊野椥ノ森町4-16
Tel.075-708-3148

京陶人形とアロマのおもてなし

Fashion

株式会社アイデアスプラウト

Lifestyle

茶道具の技術が光る収納セット

指感覚で綺麗にメイクアップ

日本の色彩を遊ぶネイル美容液

kyo kuge

株式会社kyomiori

http://kyokuge.com
〒615-0846
京都市右京区西京極徳大寺団子田町38
グランコート西京極Ⅱ108
Tel.075-925-7571

http://www.kyo-miori.jp
〒604-8042
京都市中京区新京極通四条上ル中之町577-21
Tel.075-708-5526

純金箔で潤うすべすべ化粧水

まゆから生まれたしっとり肌の入浴液

株式会社コトラボ

丹後織物工業組合

http://www.kotolabo.com/
〒601-1416
京都市伏見区日野岡西町4-101
Tel.075-634-9976

http://www.kinumoyou.com
〒629-2502
京都府京丹後市大宮町河辺3188番地
Tel.0772-64-2871

涼と暖をあわせもつ 柿渋染寝具

株式会社井助商店

柿渋Houseみます

株式会社陶泉窯

とみや織物株式会社

京都山本製革店

株式会社黒香師工房

http://www.isuke.co.jp/
〒600-8066
京都市下京区柳馬場通五条上る柏屋町344
Tel.075-361-5281

http://kakishibusome-mimasu.jp
〒619-0217
京都府木津川市木津町宮ノ内9番地
Tel.0774-39-7428

http://www.kiyomizuyaki.net
〒605-0846
京都市東山区五条橋東4丁目426
Tel.075-525-0210

http://www.tomiya.biz
〒602-8335
京都市上京区一観音町428
Tel.075-463-1234

http：//yamamotoleather.com
〒607-8498
京都市山科区日ノ岡石塚町33-3
Tel.075-501-1611

http://kurokashi-kobo.com/
http://www.aturae.jp/
〒602-0034
京都市上京区室町通り今出川上る築山南半町240
Tel.075-432-5501

1滴から使えて液だれしない調味料入

京からかみの魅力を体験

京焼の美しい光に包まれて

あなたの名前を香りにしてお届け

金彩が生み出す上品な輝き 純金箔長財布

ペットの首元をおしゃれに演出

やわらかに香り立つ、京の練り香

和香を纏う京舞妓の練り香水

佳耀工房

京からかみ 丸二

株式会社トリートーン

なまえ香

光映工芸株式会社

タイヨウネクタイ株式会社

株式会社ミュウセレクション

株式会社よしとよ

https://kyoto-kayokobo.jp
〒606-8381
京都市左京区中川町195-11
Tel.075-771-1416

http://www.maruni-kyoto.co.jp
〒600-8076
京都市下京区高辻通堺町東入泉正寺町462
Tel.075-361-1321

http://www.kyo-cologne.com
〒605-0088
京都市東山区新門前通西之町211-2

http://mizvada.jp
〒604-8452
京都市中京区西ノ京伯楽町24
Tel.075-463-1996

https://taiyo-kyoto.com/
〒602-0019
京都市上京区衣棚通寺之内上る下木下町155
Tel.075-441-2861

http://www.mieuxselection.jp/
http://www.e-mieux.co.jp
〒601-8474
京都市南区四ツ塚町89-1
Tel.075-661-0383

http://www.yoshitoyo.com
http://www.kyoto-zou.co.jp
〒606-8034
京都市左京区修学院檜峠町50-7
Tel.075-863-2110

オニズから生まれた竹のトレイ

家庭で体験 京の染め色

紙屋の匠技が冴えわたる御朱印帖

日々の暮らしに華やぎを添える京焼・清水焼

香りを愉しむアクセサリー

フロッキーが表現するリアルデザイン

フレーバー宇治茶の選べる高級ティーパック

お茶と気持ちを便りにのせて

京すだれ川崎

京都川端商店

株式会社西川紙業

株式会社西川貞三郎商店

辻徳

株式会社ティーヘッド

京都宇治茶

京都ぎょくろのごえん茶

http://www.kyo-sudare.com
〒621-0052
京都府亀岡市千代川町千原片ホコ14の3
Tel.0771-22-6833

http://kawabataprint.com
〒604-8823
京都市中京区壬生松原町51-1
(株)京都紋付ビル内1F
Tel.075-325-0777

http://nishikawashigyo.com
〒601-8101
京都市南区上鳥羽高畠町3番地
Tel.075-661-5591

http://www.t-nishikawa.co.jp/
〒605-0841
京都市東山区大和大路通五条上ル山崎町377番地
Tel.075-541-5191

刺繍で楽しむ干支飾り

四季を綴る手織りのタペストリー

京友禅手ぬぐい生地のトートバッグ

心くすぐる忍者の手ぬぐい

金銀の絲が綾なす極上アクセサリー

京都の刺繍

三京

http://namaekou.jp
〒606-8385
京都市左京区川端通二条下る15
（平井常榮堂薬房内）
Tel.075-771-4963

https://www.tsujitoku.net/
https://www.tsujitoku-sihu.net/
〒600-8481京都市下京区堀川通り四条下ル四条堀川町271番地
Tel.075-841-0765
＊2019年3月以降
〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町91番地101
Tel.075-752-0766

www.beanxious.com
〒615-8062
京都市西京区下津林前泓町67-1-2 1階
Tel.075-382-5007

Foods

モダンな漆の縁起もの小箱

都茶寮

http://www.miyakosaryo.jp/
http://thetothe.kyoto/
〒610-0331
京都府京田辺市田辺平68
Tel.0774-62-4575

http://goencha.com/
〒604-8061
京都市中京区式部町266-2
Tel.050-5889-4572

手絞り生地のキャペリンハット

宇治茶とチョコが奏でる新感覚

金箔の彩り添えて食を楽しく

京都洛柿庵

西田染工株式会社

忍者雑貨 おしのびさん

株式会社寺島保太良商店

株式会社テル

株式会社京都山城農食応援隊

クリスタルローズ

https://shisyu.net
https://www.rakuten.co.jp/kyoto-sankyo/
〒616-8106
京都市右京区太秦森ケ西町27-17
Tel.075-873-5241

https://www.leciel-japan.com/
〒615-8101
京都市西京区川島東代町31-2
Tel.075-394-0230

http://www.nishidasenkou.com/
〒601-8022
京都市南区東九条北松ノ木町33
Tel.075-681-5536

http://kotori.jp.net/
http://oshinobisan.com/

http://www.terayasu.com
http://tabane-kyoto.com/
〒603-8246
京都市北区紫野西泉堂町65番2
Tel.075-495-7111

http://www.telu.co.jp
〒612-8366
京都市伏見区京橋町301
Tel.075-612-2027

http://nouentai.net/
https://kyotogifts.jp/
〒610-0357
京田辺市山手東1丁目26-2
Tel.050-3602-1087

http://www.crystalrose-kyoto.com/
〒606-0026
京都市左京区岩倉長谷町517-38
Tel.075-200-3371

灯りで和む金蘭織の彩り

陶磁器が奏でる癒しの調べ

竹の薫りを纏う御朱印帳

合掌の心に響く京の音色

金糸を用いたプレミアムな逸品

西陣織の風合いをモダンなリュックに

心を込めて手摘みの玉露ギフト

米麹の味わい生きる爽やか飲料

京都和美

株式会社熊谷聡商店

藤原製本株式会社

二方屋

ネカド株式会社

株式会社もりさん

皐盧庵茶舗（こうろあんちゃほ）

佐々木酒造株式会社

http://kyoto-wabi.com
〒615-8052
京都市西京区牛ケ瀬堂田町59
Tel.075-393-0151

http://www.kyoto-kumagai.co.jp/
http://kplus.kyoto-kumagai.co.jp/
〒607-8322
京都市山科区川田清水焼団地町9-5
Tel.075-501-8083

http://fujiwara-bb.co.jp
〒625-8043
京都市西京区牛ヶ瀬新田泓町6
Tel.075-381-7509

http://futakataya.com/
http://shirai-bell.com/
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町46-2（りんよ工房）
Tel.075-691-7479

http://www.nekado.co.jp
〒600-8224
京都市下京区東町260-1
Tel.075-371-0545

https://www.mori-san.com/
〒602-8281
京都市上京区加賀屋町402
Tel.075-432-1205

http://kouroan.com
〒603-8231
京都市北区紫野大徳寺町17-1
Tel.075-494-0677

http://jurakudai.com/
〒602-8152
京都市上京区日暮通椹木町下ル北伊勢屋町727
Tel.075-841-8106

風呂敷に 包む 楽しさをプラス

手作りの温もりをお薬手帳ケースに

色使いが調和する清水焼カップ

ペンで楽しむ金箔デザイン

ビョイ〜ンと伸びる京ちぢみ ステテコ

西陣織と水引細工の美を髪飾りに

国産人工栽培のキヌガサタケ

ドライフルーツと京あられの絶妙コラボ

三陽商事株式会社

ジェイハンズ株式会社

株式会社ブランカコーポレーション

堀金箔粉株式会社

株式会社山城

株式会社やまひで

株式会社ハルカインターナショナル

有限会社藤澤永正堂

http://www.furoshiki-sanyo.co.jp
〒600-8447
京都市下京区新町通松原上ル御影町451
Tel.075-361-0181

http://www.jhands.co.jp/
〒600-8814
京都市下京区中堂寺庄ノ内町1-82
Tel.075-311-3521

http://blanca-kyoto.co.jp
〒604-0911
京都市中京区河原町通り二条上ル清水町358番地
AXEビル4F
Tel.075-212-7757

https://www.horikin.co.jp
〒604-8095
京都市中京区御池通御幸町東入大文字町356
Tel.075-231-5357

http://yamashiro.biz
〒604-8074
京都市中京区富小路通 三条下ル朝倉町539番地
Tel.075-221-4456

https://www2.hp-ez.com/hp/yamahidekyoto/
〒603-8233
京都市北区紫野西野町1-2
Tel.075-432-6777

京友禅の染屋がつくった絹の眼鏡拭き

安心安全なガーゼのベビーウェア

風呂敷をモダンなサコッシュに

遊び心あふれる3Dのメモ帳

一人で着られるレースの着物

SOO

大東寝具工業株式会社

丸和商業株式会社

美濃商事株式会社

https://soo-kyoto-soo.amebaownd.com/
〒602-0956
京都市上京区元誓願寺通東堀川東入西町454
株式会社日根野勝治郎商店内
Tel.075-417-0131

http://www.daitoushingu.com
〒612-8238
京都市伏見区横大路下三栖山殿66-2
Tel.075-622-6245

http://www.furoshiki-kyoto.com/
〒604-8811
京都市中京区壬生賀陽御所町18-3
Tel.075-801-0536

http://www.minoshoji.co.jp/
http://www.minoshoji.co.jp/mino3d/
〒604-0062
京都市中京区西洞院通二条上ル薬師町648番地
Tel.075-211-4416

ほんまもんを日常使いのアイテムに

使って楽しいアートな付箋

株式会社立野矢
http://www.tatinoya.com/
〒603-8487
京都市北区大北山原谷乾町131-3
Tel.075-462-2975

https://www.haruka-int.jp/
https://www.sn-conso.jp/

http://www.kuramaan.jp
〒601-8162
京都市南区上鳥羽塔ノ森柴東町18-2
Tel.075-661-3408

使いやすさ重視の立体ふくろ

万願寺とうがらしをまるごと佃煮に

健康ライフを応援する新感覚スイーツ

LILY LACE INTERNATIONAL

有限会社YS企画

株式会社藤善

株式会社松尾商店

http://www.lilylace.co.jp/
〒602-8443
京都市上京区元誓願寺通大宮西入る
Tel.075-441-0366

https://www.sankyo-ys.co.jp/
〒615-0854
京都市右京区西京極堤外町10-6
Tel.075-322-5260

http://www.fujizen.co.jp/
〒625-0050
京都府舞鶴市北浜町6番地の5
Tel.0773-62-1146

http://matsuoshouten.co.jp
〒600-8111
京都市下京区木屋町通五条下ル都市町142番地
Tel.075-351-7301

伝統技法の押絵が彩る和の照明

使い分けを楽しむ変身バッグ

錯視を楽しむ手捺染のアート傘

京風味のさくさくヘルシーあられ

ワインのように嗜む至高の宇治茶

株式会社田中印刷

株式会社夢み屋

ワイ・エム・ピイ

有限会社鷲野染工場

ゆりや

ロイヤルブルーティージャパン株式会社

http://www.tanaka-kp.co.jp
〒601-8203
京都市南区久世築山町452-4（久世工業団地内）
Tel.075-933-2191

http://www.yumemiya.co.jp/
〒612-8009
京都市伏見区桃山町見附町20番地
Tel.075-622-6900

http://www.kawa-ru.com/
〒604-8861
京都市中京区壬生神明町1-6
Tel.075-432-8722

http://washino-print.com/
〒606-8183
京都市左京区一乗寺大新開町43
Tel.075-721-5611

http://www.kyo-arare.co.jp/
〒601-8335
京都市南区吉祥院砂ノ町6-3
Tel.075-661-3636

http://www.royalbluetea.com/
〒600-8815
京都市下京区中堂寺粟田町93
KRP4号館3F KRP BIZ NEXT
Tel.075-315-8616

〒501-4506 岐阜県郡上市和良町横野919
Tel.0575-77-4077
〒604-8152 京都市中京区烏丸通蛸薬師南入る
手洗水町647 トキワビル4-B

