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地域資源の活用
～地域に根ざした企業の挑戦～
●「地域資源活用企業化コーディネート活動等支援事業」に採択決定
●「おおさか地域創造ファンド地域支援事業」に5事業選定

特　集
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中小企業地域資源活用プログラムの施策の一つ

・交付決定件数41件（応募倍率5倍）
・近畿では3件（大阪府２件、京都府１件）が交付決定！

　我が国の経済は、平成 14 年 1 月から 5 年を超える戦後最長の景気回復基調にあります。しかしながら、

大企業と中小企業、大都市と地方（地域）の間では、格差が広がっていると言われています。このような格

差の拡大が懸念される中、地域がそれぞれの強みを活かして差別化を図り、自主的・持続的な成長を実現し

ていくことが重要だと考えられます。

　しかし、地域の中小企業は市場調査や商品企画・開発、販路開拓等に必要なノウハウや人的ネットワーク、

資金、人材が不足しているという課題があります。

　このような状況の中、経済産業省は平成19 年 2 月に「中小企業地域資源活用促進法」を国会に提出し、

同年 6 月に施行されました。これに基づき、経済産業省・中小企業庁は、地域資源を活用して行う新たな事

業展開を強力に支援する施策パッケージ「中小企業地域資源活用プログラム」を創設し、「市場」を強く意識

した多くの支援策が示されました。同プログラムは「経済成長戦略大綱」の一環として国が掲げる中小企業

支援策であり、平成19年度版『中小企業白書』にもあるように、同年度において国が講じる中小企業施策に

おいて最重要課題に挙げられています。

「中小企業地域資源活用プログラム」創設の背景

　平成18 年4 月、堺市の政令指定都市への移行を契機に、総

合的な中小企業拠点として設立された当センターは、国や府の

施策である地域資源を活用した新たな取り組みの創出を図る事

業として、同プログラムに着目しました。

　そこで、センターの広域連携性を活かし、かつ地域資源とし

て集積されたものの中から歴史、伝統があり、特許取得の技法

を持つ一方、受注生産から脱却を目指している注染事業者と共

に、「堺の注染染めと和泉の綿織物素材による新しい商品の開発

と地域ブランドの確立」

を研究テーマとして取り

あげました。平成 19 年

7月に独立行政法人中小

企業基盤整備機構の標

記事業に助成申請を行

い、同年9月下旬に交付

決定を受けました。

センターの取り組み

伝統の技法を使って染める堺の
注染染め

ちゅうせん
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　この事業は、国が今年度より新たに創設した「中小企業地域資源活用プログラム」の一つと

して、地域資源を活用した新たな取り組みが多く創出されるよう、地場産業振興センター、商工

会、商工会議所、NPO 等が市町村とも連携し、地域の中小企業と外部のビジネスパートナーと

をつなぐコーディネート活動等を支援するものです。

　取り組み内容は、注染の技法を地域資源として、新商品、新サービスの開発等、新たな取り組

みの創出・育成を図るため、各分野の専門家等を交えた研究会を開催します。その評価等を得て、

課題問題点等をフィードバックすることにより、今後取り組むべき事業分野を特定し、産地技術

を再確認します。さらに、新たな商品分野開拓のため、試作への検討を行う予定です。

「地域資源活用企業化コーディネート活動等支援事業」とは

第1回研究会を開催

　平成19 年10 月 23日（火）、「平成

19 年度地域資源活用企業化コーディ

ネート事業」の第１回研究会を当セン

ターで開催しました。

　業界からは、今直面している課題・問

題や業界の歴史、過去の取り組みや事

例の紹介等の報告がありました。また、

各分野の専門家等からさまざまなアイ

デアや提案をいただきました。

注染の工場見学を実施

　平成19年11月19日（月）に現状を把握すると共に、注染の強みを再認識するため

工場見学を実施しました。

　工場見学の後に、毛穴会館にて事業者と意見交換を行いました。

第1回研究会の模様

工場見学で注染染めの
強みを再認識しました。

色鮮やかな注染染め
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地域資源の活用
～地域に根ざした企業の挑戦～

大阪泉北地域活性化推進協議会
●事務局：堺商工会議所　●所管地域：堺市（美原区を除く）、高石市、泉大津市、和泉市

泉北地域では、5事業が選定されました。

おおさか地域創造ファンド 地域支援事業

　おおさか地域創造ファンドは、官民連携により設置した基金の運用益を活用し、技術や人材、歴史・伝統など地域の資

源を活用した新しい事業にチャレンジする中小企業者等に対して、その事業の立ち上げ経費の一部を助成・事業化を支援

して、地域の活性化を図るものです。地域支援事業では、府内の地域中小企業支援センターごとに「地域活性化推進協議会」

を設置し、地域活性化に資する事業を公募し、助成金を交付しています。

　大阪泉北地域活性化推進協議会では、以下のように地域活性化の目標・方向性を定め、平成19年度の助成対象事業と

して5事業を選定しました。

大阪泉北地域活性化
プランの目標

活用が期待される資源など

平成19年度　おおさか地域創造ファンド 地域支援事業　助成対象事業（大阪泉北地域）

1.ものづくり、人・物・技のブランド化。　
2.地域発、あきないづくり・まちづくり。
3.産学連携を促進し、地域の個性を発信する。

1次産業関連資源、
2次産業関連資源

① ② ③ ④ ⑤
3次産業関連資源

“ものづくり”のブラン
ド化を行う事業 

関連する歴史、
街並み資源

まちなかの観光文化資
源を、①または②に活用
し、まちの個性を内外に
プロモーションする事業

1次～3次産業
関連資源

産業集積内における事業
者間の連携強化により、
新たな事業や新たな地
域産業の創出を図る事業

産業活性化に資す
る組織や取組資源

①～③に地域内の試験
研究や産学連携等の支
援機関を活用する事業

“ものづくり”を活用し
た、新商品や新サービ
スの開発及び事業化

●事業主体 ●事 業 名

和泉再生！ 有機栽培による“和泉市の特産品・ブランド化”推進事業

堺発、全国へ！ 画期的「三次元対応型免震台」商品化事業

～和泉からニューウエーブ～和テイスト、サーフボードづくり事業

“パパチャリ開発プロジェクト” 新商品開発及び販路開拓事業

特 集

ゴトウファーム 五唐秀昭

山内鉄工 株式会社

HIRO CRAFT 阪本裕宣

株式会社 サカモトテクノ

グローカルな香りの世界を求めて…“素晴らしき堺線香”伝承事業堺線香工業 協同組合
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センターNEWS

　当センターでは、平成19年12月19日(水)に事業可能性評価委員会（委員長：篠塚 清　堺化学工業株式会社取締役会長）を開催し、第3回事

業可能性評価事業「さかいビジネス評定」の認定企業を決定しました。

第3回 事業可能性評価事業「さかいビジネス評定」

「さかいフロンティア」認定（Ｆ認定）　事業の優位性と実現性が高い事業

ひょう じょう

認定企業が決定

第3回認定企業

株式会社ＧＲＡＺＩＥ（グラッツェ）
携帯用着脱式吊り下げ具を使用した商品の企画、開発

■認定のポイント
●市場にはないアイデア商品で、顧客への提供価値が明確であり、市場シェアの拡大が見込め、事業の
優位性の認められる魅力ある事業である。
●製品開発、マーケティング、生産体制等事業プロセス面から実現性が高い。
●創業間もないが、業界での経験を有する人材の確保、生産体制等のネットワークや人脈の活用がなさ
れている。

■認定のポイント
●既存の技術・製品開発経験等の事業基盤を生かした新規事業の展開で、事業計画の優位性・実現性が高い。
●高性能プロセッサとLinuxを始めとするOSをベースとしたパネルコントローラは、他社に先駆けたも
のであり、FA（ファクトリー・オートメーション）、SA（ソーシャル・オートメーション）等、広く市
場の拡大が見込める。
●受託開発・OEM供給から自社開発で真のメーカーへの脱皮を目指す姿勢や、経営者の高いリーダーシップが
認められた。

　堺市内の中小企業者への新たな支

援事業として、事業の成長可能性が

高く将来有望な企業を発掘・支援す

るため、平成18年度から当センター

が実施している事業です。

　起業意欲の高い創業者や新規事業

に挑戦する中小企業者の、事業化・

商品化を図ろうとする事業の有望性

や、技術やノウハウに係る事業の可

能性について多面的に評価・認定を

行い、その認定内容に応じて、適切

な支援メニューを提供し、創業・事業

化を総合的にフォローアップします。

「さかいフロンティア」認定（Ｆ認定）…優位性と実現性が高い事業
「さかいアドバンス」認定（A認定）…優位性と実現性がある事業

新しい事業の
評価を受けたい

新製品や事業の
知名度を上げたい

新規事業立ち上げの
支援を受けたい

創業のための
支援を得たい

「さかいフロンティア」認定（Ｆ認定）　事業の優位性と実現性が高い事業

株式会社アルゴシステム
組込みに最適な超薄型Linux搭載パネルコンピュータ（Algo Smart Display）の開発、製造、販売

奥山  誠一社長

北浦  敏雄社長

携帯メイク『Da eriko』

Algo Smart Display
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初の投資先企業が決定！
堺地域振興ファンド

投資先企業の概要

　『さかいベンチャー育成投資事業有限責任組合』（通称：堺地

域振興ファンド）は、元気な堺市内企業の株式上場を支援するこ

とにより地域経済の活性化を図るとともに、活力のある産業構

造の構築をめざす目的で、平成19年1月に設立されました（※）。

平成19年9月26日（水）、堺地域振興ファンドの設立セレモニー

を開催するとともに、初めての投資先企業（2社）を決定し、発表

しました。

　設立セレモニーは、組合員の代表者等が初めて一堂に会した

設立総会のほか、大和ハウス工業（株）元常務取締役・河合徳太

郎氏の記念講演会、約80名が出席した交流会の3部構成で実施。

今後の投資案件発掘から育成支援に関して、組合員相互の連携

を深めるとともにファンド設立を広くアピールしました。

　初めての投資先企業に決定した2社の概要は、下記（枠内）の

とおりです。

○代 表 者：代表取締役社長　平 亮一

○業　　種：物流関連機器 施工 販売業

○所 在 地：堺市中区陶器北1675-7

○設　　立：1998年9月

○事業内容：物流関連機器のネット販売、コンベア据付工事業

○資 本 金：300万円（投資前）

○投 資 額：3,000万円

○投資方法：普通株式の取得

○そ の 他：ISO9001認証取得

株式会社 平創機

○代 表 者：代表取締役社長　井上 誠

○業　　種：製造業

○所 在 地：堺市西区鳳南町5丁682-8

○設　　立：1970年12月

○事業内容：特殊素材を用いた精密設備用部品及び各種ユニットから

　　　　　　装置の製造販売

○資 本 金：12,400万円（投資前）

○投 資 額：5,000万円

○投資方法：普通株式の取得

○そ の 他：事業可能性評価事業「さかいビジネス評定」（P4参照、

　　　　　　（財）堺市産業振興センター主催）において「さかいフロ

　　　　　　ンティア」認定（事業の優位性と実現性が高い事業）

講演会の様子

※堺地域振興ファンドはフューチャーベンチャーキャピタル株式会社を無限責
任組合員 （ファンド運営者）とし、当センターや堺市内に拠点を置く信用金庫
等が有限責任組合員となっています。

設立総会の様子

株式会社 中村超硬
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※「堺市に事業所を置く企業との連携または堺市経済に好影響を及ぼす企業」とは、下記のいずれか

を満たす企業をいいます。

　　　A.「資本連携」がある企業

　　　B.特許使用や技術連携などの「業務連携」がある企業

　　　C.共同研究事業など共同のプロジェクトを実施している企業

　　　D.堺市内企業と取引関係（売上・仕入れが20％以上）が深いと思われる企業

　　　E.堺市民の雇用数（従業員全体の1/5以上）

　　　F.出資者間で検討し、堺市経済に好影響があると認めた企業

「堺地域振興ファンド」の概要

設　　立　　日

ファンド運営者

ファンド総額

出資者（組合員）

運　用　期　間

投　資　金　額

投　資　方　針

支　援　体　制

投資対象企業

平成19年１月30日

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社（以下FVC）

8億7,000万円（平成19年11月30日現在）

財団法人堺市産業振興センター、日本政策投資銀行、大阪信用金庫、尼崎信用金庫、
永和信用金庫、大阪厚生信用金庫、大阪東信用金庫、FVC、FVC グロース投資事業
有限責任組合（平成19年11月30日現在）

9年間程度（平成27年12月31日までを予定）

上限は、ファンド総額の１割（通常は1社5,000万円程度）

投資する業種・分野は限定しません。アーリーステージ（設立7年未満）の企業への
投資も積極的に行います。

FVCが人材紹介や取引先紹介をするだけでなく、(財)堺市産業振興センターや金融
機関・大学など地域の産業支援機関とも連携し、総合的に支援します。

高い成長性を有する企業で、かつ将来の株式公開をめざす未公開企業

(１)原　則：ファンドからの投資額の80％以上は①または②を満たす企業に投　　
　　　　 資します。
　　　　　 ①堺市に本社または事業所、工場、研究所等を置く企業　
　　　　　 ②将来堺市に進出予定（本社または事業所等）のある企業
(２)特　例：大阪府に所在し堺市に事業所を置く企業との連携または堺市経済　　
　　　　 に好影響を及ぼす企業（※）
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　今回21回目を迎える堺刃物まつりが、2月9日（土）・10日（日）

の2日間、じばしん南大阪で開かれます。堺刃物の展示即売をはじ

め、古式鍛錬（火づくり）や刃物製造工程の実演、刃物のクリニック、

刃物の使い方教室（魚のさばき方教室）の他、中華料理研究家・

程一彦氏によるトークショーなど、楽しい関連イベントも多数あ

りますので、ぜひご家族でお越しください。なお今年も、「オール

ニッポンナイフショー」を同時開催します。

　（財）堺市産業振興センターは、堺市とともに、堺臨海部サッカー・ナショ

ナルトレーニングセンター創設に向けて、大手企業と市内中小企業、大

学、研究機関などとの戦略的アライアンス（連携）をバックアップします。

　当イベントは、基調講演では早稲田大学スポーツ科学学術院

の原田宗彦教授をお招きして、「スポーツ＆ウェルネス産業」の

可能性を紹介するとともに、本年度に実施した基礎調査を解説。

また、パネルディスカッションでは具体的な事例紹介と、連携に

よってビジネスチャンスをつかむためのヒントをお伝えします。

イベント紹介

セミナー紹介

『第21回 堺刃物まつり』を開催！
～盛りだくさんの内容で、ご家族で楽しめます～

健康・スポーツ関連産業創出プロジェクト キックオフイベント
～先進事例に学ぶスポーツ＆ウェルネス産業～

■開 催日時：平成20年2月9日（土）・10日（日）10：00～16：00
■会　　　場：財団法人堺市産業振興センター（じばしん南大阪）　
　　　　　　　堺市北区長曽根町 183-5
　　　　　　　（詳しくは、巻末の地図をご覧ください）
■主　　　催：堺刃物まつり実行委員会
■お問い合わせ：堺刃物商工業協同組合連合会 
　　　　　　　TEL：072-227-1001
　　　　　　　財団法人堺市産業振興センター 
　　　　　　　TEL：072-255-1223

■開 催 日時：平成20年2月26日(火)
　　　　　　　　・午後2時～4時10分　　　  基調講演・調査の報告
　　　　　　　　・午後4時20分～5時50分　パネルディスカッション
　　　　　　　　・午後6時～7時　　　　　　交流会
■会　　　場：ホテル第一堺
■対　　　象：健康・スポーツ産業に関心をお持ちの企業（定員100名）
■参　加　費：無料（交流会は2,000 円）
■主　　　催：（財）堺市産業振興センター
■お問い合わせ：TEL：072-255-9330

イベント内容
●堺刃物の展示・即売

　パネル展示、包丁、生け花用・園芸ハサミ等の即売。

●刃物のクリニック、刃物供養

　会場に持ってきていただいた包丁・ハサミを診断、軽傷

のものは研ぎ直しコーナー（有料）で修理、寿命の尽き

たものは刃物供養をします。

●古式鍛錬の実演など

 ・古式鍛錬（火づくり）

両日とも午前10時30

分～、午後 1時 30 分

～の2回。

 ・刃物製造工程の展示。

 ・まぐろの解体・即売

　（10日のみ）。

●体験イベント

　包丁研ぎ体験コーナー、りんごの皮むき大会・鉛筆削り大会

（小学生以上）、葉っぱでバッタづくり、クイズラリーなど。

●トークショー（無料。予約不要）　

　中華料理研究家・程一彦氏

　10日の午前11時～、午後1時30分～の予定。

●オールニッポンナイフショー

　ナイフ類および関連機材の展示即売、出展作品のコンクール。

　このほか、大阪府立堺工科高校生徒の鍛造作品展示、

とれとれ市、堺の特産品展示即売、ゲーム・縁日コー

ナー、地車（だんじり）ばやし、餅つきコーナー（無料）、

小学生絵画展など。

両日とも
先着300名様に

粗品を
プレゼント

（予定）

火づくり火づくり火づくり

堺浜から新しい「風」を吹かせます！
̶連携でつかむビジネスチャンス
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企業紹介

アドリアカンパニー

　「ライフスタイルを“空間から家具まで”デザインする」を企業

コンセプトとするアドリアカンパニーは、家具やインテリアなどの

製品デザインに加え、それを形にする家具設計・開発とネット販

売の3つの柱を中心に、事業を展開しています。

　同社の特徴は、培ってきた家具製作の技術とノウハウを活かし、

サイズなどを自由に選べるオーダーメイド家具のシステム化を実

現していること。インターネット上の「アドリア」ショップでは、

ソファや木工家具などを簡単にオーダーできます。独自デザイン

の雛形をベースに、ユーザーがサイズや素材・色などを選べば、

注文通りに同社の協力工場で製造し、約2週間で完成。さらに、配

送にも配慮しており、家具専門の運送会社と提携し、ユーザーの

自宅やオフィスの設置場所まで責任を持って運んでいることも、

好評を得ているといいます。「情報発信と製品販売のために始めた

ネットショップですが、今ではユーザーのニーズを直接探れる大

切な窓口にもなっています。また、ネットショップを見た企業から

のオファーも増えています」と岩田浩司代表は、手応えを感じて

います。

　家具メーカーなどでキャリアを積んだ岩田代表が2004年に立

ち上げた同社は、デザイン事務所として初めて(財)大阪産業振興

機構「テイクオフ大阪21」でビジネス

モデルが認定されたほか、2006年の

堀江・立花通り家具コンペ「堀江スツー

ル」で出品したイスが銅賞を獲得する

など、精力的に活動を行っています。

「『堺市ブランド創造発信事業』などへ

も積極的に参加し、デザイン分野で地域に貢献していけたら」（岩

田代表）と、新たな構想を練っています。

　主に包装用の箱として使われている段ボールは、原料が古紙で、

7～8回リサイクルできるエコロジーな素材として注目を集めてい

ます。野里紙工所は、この段ボールに独自の工夫を凝らし、薄さを

保ったまま強度を増した強化ダンボールを製造しているほか、「オ

リジナルダンボールの翌日仕上げサービス」を行うなど、顧客の要

望にきめ細かく応えたモノづくりを展開しています。

　さらに、軽量ながら強く、折り畳め、しかも低コストという段ボー

ルの特徴を活かして、同社では野里千惠子社長が女性ならではの視

点で、防災関連のアイデア商品を開発。アウトドアレジャーなどに最

適の組み立て式携帯トイレをはじめ、独自の強化ダンボールを用い

た耐荷重約890kgの強度を誇る災害用簡易トイレと体を覆うポン

チョを合わせて販売するなど、随所に女性らしい心遣いが光ります。

　すでに東京ビッグサイトで開かれた「大阪ビジネス EXPO」や

宮城県で行われた「震災対策・自然災害対策技術展」にも出展し、

大きな手応えを感じているといいます。また、防災用品のショー

ルームも自社工場内に開設しているほか、避難所でも眠りやすい

カーテン付きの簡易ベッドや、クルクルと丸くなる段ボールの性

質を利用したカラフルな模様入りのカバー類など、段ボールを

使ったユニーク商品の開発に拍車がかかっています。

　野里社長は、「段ボールはおもしろ

い素材で、まだまだ大きな可能性を秘

めています。これからも新しい発想力

と行動力で、人や社会の役に立つ企業

を目指していきたい」と、新製品の開

発に意欲を燃やしています。

デザインから納品まで、
オーダーメイド家具をトータルプロデュース

野里 千惠子社長

有限会社 野里紙工所 段ボールの特性を活かし、
女性の目線でアイデア製品を開発

会社概要

会社概要
有限会社 野里紙工所
所在地：堺市東区草尾16-2
TEL：072-236-5012　FAX：072-236-5060　
URL：http://www.8181.net/nozato/
E-mail：nozatohako.1ban@sea.Plala.or.jp

岩田 浩司代表

adoria company（アドリアカンパニー）
所在地：堺市北区長曾根町130-42　さかい新事業創造センター303号
TEL・FAX：072-255-4811
URL：http://www.adoria.jp/　E-mail：biz@adoria.jp

「堀江スツール」で銅賞を獲得した同社のイス。
カフェをイメージしたカップ型で、取手の部
分をつかむことで持ち運び可能。

強化ダンボールを製造している野里紙工所の
工場内とオリジナルの屋外用トイレ。

火づくり
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　1月5日から12月29日までの間でご利用いただけます。ただし、
毎月第2・第4水曜日は貸付停止日とさせていただきます。なお、
イベントホールの搬入・搬出に限り第2・第4水曜日も利用でき
ます。

　イベントホールについては展示会・見本市などにご利用の場合、
使用日の1年前の日の属する月の初日から、その他のご利用の場
合および本館会議室等については、使用日の6ヵ月前の属する月
の初日からお申し込みを受け付けます。ただし、月の初日が土
曜日・日曜日および休日（振替休日を含む）の場合は、最初の平
日を受付開始日といたします。

　午前9時から午後5時15分まで。ただし、年末年始（12月30日
から翌年の1月4日まで）は受付いたしません。

　あらかじめ、センター施設利用申込書に必要事項を記入し、
お申し込みください。（申し込み時に全額納入）。なお、電話等で
予約をされた場合は、受付後7日以内に当センターにご来館の上、
使用料を添えてお申し込みください。
　また、使用を取り消される場合は、所定の取消料をいただき
ます。本館の施設等を展示会等に使用する場合は、通常使用料
の2割増となります。

●広告、チラシ等を配布する場合は、必ず事前に事務局と相談
してください。
●館内は禁煙です。ご協力よろしくお願いいたします。

イベントホールをはじめ、コンベンションホール、大小会議室、セミナー室、小ホール（展示場）等をお貸ししています。

利用期間 申し込み手続き・支払い方法

その他

受付開始日

申し込みの受付 ※（　）内の金額は、展示会・立食パーティー等に使用する場合の料金です。
●受付・お申込み・お問い合わせ　
　地域産業グループ　TEL：072-255-0111

（単位：円）

168㎡（60席）

84㎡（30席）

84㎡（30席）

74㎡（36席）

61㎡（24席）

156㎡（62席）

78㎡（45席）

110㎡（63席）

59㎡（36席）

158㎡（108席）

141㎡（90席）

84㎡（30席）

58㎡（30席）

ホール

展示場

ホール

展示場

1

1ー1

1ー2

3

4

1

2

3

4

5

5

託児室

イベントホール
（平日）

会議室
５
階

４
階

３
階

２
階

セミナー室
（研修室）

コンベンションホール

会議室

小ホール

ミーティングルーム

イベントホール
（土・日・休日）

35,700

46,400

42,800

55,600

12,200

6,100

6,100

5,400

4,700

17,600

5,600

8,600

4,300

11,700

11,400

6,100

6,100

14,100

7,100

846席

1,047㎡

846席

1,047㎡

158㎡

79㎡

（14,640）

（7,320）

（7,320）

（6,480）

（5,640）

（21,120）

（20,160）

（10,080）

（10,080）

（8,520）

（7,440）

（27,720）

（20,160）

（10,080）

（10,080）

（8,520）

（7,440）

（27,720）

（34,800）

（17,400）

（17,400）

（15,000）

（13,080）

（48,840）

（40,320）

（20,160）

（20,160）

（17,040）

（14,880）

（55,440）

（54,960）

（27,480）

（27,480）

（23,520）

（20,520）

（76,560）

48,400

63,200

58,100

75,400

16,800

8,400

8,400

7,100

6,200

23,100

7,500

11,700

5,900

15,500

14,800

8,400

8,400

18,600

9,300

48,400

63,200

58,100

75,400

16,800

8,400

8,400

7,100

6,200

23,100

7,500

11,700

5,900

15,500

14,800

8,400

8,400

18,600

9,300

84,100

109,600

100,900

131,000

29,000

14,500

14,500

12,500

10,900

40,700

13,100

20,300

10,200

27,200

26,200

14,500

14,500

32,700

16,400

96,800

126,400

116,200

150,800

33,600

16,800

16,800

14,200

12,400

46,200

15,000

23,400

11,800

31,000

29,600

16,800

16,800

37,200

18,600

132,500

172,800

159,000

206,400

45,800

22,900

22,900

19,600

17,100

63,800

20,600

32,000

16,100

42,700

41,000

22,900

22,900

51,300

25,700

種　　別 規　　模 午　前
9時～12時

午　後
13時～17時

夜　間
18時～21時

昼夜間
13時～21時

昼　間
9時～17時

全　日
9時～21時

「イベントホール・研修室・会議室」貸会場のご案内





特許情報コーナー＆ライブラリー
堺市産業振興センター（じばしん南大阪）1階に知的財産の活用を促進する

ための特許情報コーナーを設置しています。また、ライブラリーでは、企業

研修ビデオや地域の産業に関する書籍の貸出を行っております。

●利用日時：月曜日～金曜日及び第2・4土曜日　午前10時～午後5時
（ただし、第2・4水曜日と休日・年末年始は休業いたします。）
●特許情報検索端末：特許電子図書館（IPDL）を自由に閲覧できる検索用端末（パソコン）を設置
●知的財産関連図書：入門書をはじめとして、専門書、法律関係書籍などの閲覧・貸出をしています。一般の方から企業内での知財
　　　　　　　　　 部門担当者まで、活用していただけると思います。図書一覧は、センターHPの知財関係図書をご覧ください。
　　　　　　　　　 　　http://www.sakai-ipc.jp/modules/contents/index.php/content0078.html

■特許情報コーナー

■特許相談窓口

■ライブラリー

1  特許情報活用支援アドバイザーによる相談（原則毎月第2・4月曜日）
　 特許電子図書館（IPDL）の利用方法、特許情報検索に必要な基礎知識、特許情報の活用などに関する相談
    ●日時：1月21日（月）、2月18日（月）、25日（月）、3月10日（月）、17日（月）午後1時～5時　先着3名（相談日ごと）
2  弁理士による相談（原則毎月第1・3金曜日）
    特許、実用新案、意匠、商標の出願手続きなど産業財産権制度に関する相談
    ●日時：1月18日（金）、25日（金）、2月1日（金）、15日（金）、3月7日（金）、21日（金）
    　　　 午前10時～12時　午後1時～4時　先着5名（相談日ごと）

●お申し込み方法：事前予約（電話）が必要です。（特許情報活用支援アドバイザーによる相談は前週の金曜日午後5時
　までに、弁理士による相談は前日の木曜日午後5時までにお申し込みください。）
●お申し込み・お問い合わせ：産業振興グループ　TEL：072-255-6700
　（協　力）大阪府立特許情報センター、社団法人 発明協会 大阪支部

●利用日時：月曜日～金曜日及び第2・4土曜日　午前10時～午後5時
　（ただし、第2・4水曜日と休日・年末年始は休業いたします。）
●利用条件：貸出数／5冊（巻）以内　貸出期間／1週間　利用料金／無料

●お問い合わせ：地域産業グループ　TEL：072-255-1223

当センターでは皆様からの情報をお待ちしています。新製品や新技術に関する情報や取り上げてほしいテーマなど、いろ
いろな情報・ご意見を当センターまでお寄せください。　●連絡先　産業振興グループ　TEL：072-255-6700

さかいIPC press　第7号　2008年1月発行

http://www.sakai-ipc.jp/

編集・発行

〒591-8025　堺市北区長曽根町183ー5　じばしん南大阪     
TEL：072-255-3311（代）　FAX：072-255-5200     
E-mail：info@sakai-ipc.jp     

至宿院

至堺東

至三国ヶ丘

至松原

至河内長野南海高野線

国道310号

至河内長野大阪府立大学●

泉北高速線
至光明池

大阪中央環状線

堺富田林線

なかもず駅

中百舌鳥駅

地
下
鉄

御
堂
筋
線

常
磐

浜
寺
線

堺東警察署●
至天王寺

至浜寺

財団法人　堺市産業振興センター
（じばしん南大阪）

◎南海高野線中百舌鳥駅
より約300m
◎地下鉄御堂筋線なかも
ず駅より約300m
※駐車場は、じばしん南
大阪隣接の来客用駐車
場（無料）がございま
すが、できるだけ電車・
バスなどの公共交通機
関をご利用ください。

どちらも相談無料！

情報募集

●堺商工会議所会館
●株式会社さかい
　新事業創造センター

この冊子は再生紙を使用しています。

ショップ『アピール』営業中！
当センター1階にあるショップ『アピール』では、堺の包丁や鋏、線香、敷物、昆布、さらし、ねまき、和菓子等のほか、
貝細工、人造真珠・ガラス細工、つまようじなど南大阪6市1町の地場産品や全国各地の地場産品を販売しています。
営業時間：午前10時～午後5時
定 休 日：毎月第2・4水曜日及び年末年始（臨時休業有り）

i


