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●第6回 事業可能性評価事業「さかいビジネス評定」の認定企業が決定
●『堺ものづくり取引拡大商談会2009』を開催
●『健康・スポーツ関連産業創出セミナー』を開催
●『大阪府立工業高等専門学校ラボツアー』を開催

●さかいＩＰＣ環境ビジネス研究会
●産業クラスター計画「環境ビジネスKANSAIプロジェクト」
●省エネ・省資源導入モデル事業
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　堺市産業振興センターでは、地域と全国の地場産品が集まる秋のイベントとして、「堺ものづくりフェア＆物産展」を例年開催して

います。今年度は、堺商工会議所が130周年を迎えることを記念し「大産業祭 ～技・食・楽　堺ええもん大発見！」として一層充実

した内容で、10月24日（土）・25日（日）の2日間にわたって開催します。入場無料。

　「大産業祭」では、堺における伝統産業、地場産業、伝統文化などのこれまでの発展を振り返るとともに、現在そして未来へと挑戦

し続ける堺および南大阪地域の企業製品・技術などを体験・体感できるコーナーや教室を設け、その高い価値を新たに発見していた

だきます。また、堺の農産物・水産物をより身近に感じながら味わえる「とれたて青空市場」、「SAKAIグルメ広場」などで地産地消

の考え方を市民に向けて広く発信します。こうした多彩な催しを通して堺商工会議所・（財）堺市産業振興センター・（株）さかい新事

業創造センターの3産業支援機関が担う様々な活動への認知・関心を高め、新たなビジネスチャンスの創出への足がかりとします。

　さらに、本イベントにあわせて、「サイクルフェスタ in SAKAI 2009」、「第17回堺線香まつり」が同時開催されます。

　地場産業の伝統と技を感じていただけるような企画やワクワクする楽しいイベントが盛りだくさんです。ご家族そろってのお越し

をお待ちしています。

堺商工会議所 創立
130周年記念

大産業祭～技・食・楽 堺ええ
もん大発見！～を

開催します。

堺商工会議所 創立
130周年記念

大産業祭～技・食・楽 堺ええ
もん大発見！～を

開催します。

開催日時 平成21年10月24日（土）10:00～17:00
　　　　　　　25日（日）10:00～16:00

会　　場 堺商工会議所、（財）堺市産業振興センター、
（株）さかい新事業創造センターの各施設

お問い合わせ 堺商工会議所　産業振興課
TEL:072-258-5581　FAX:072-258-5580
堺市産業振興センター　地域産業グループ
TEL:072-255-0111　FAX:072-255-5200

主　　催 堺商工会議所、（財）堺市産業振興センター、
（株）さかい新事業創造センター

交　　通 南海高野線・泉北高速鉄道「中百舌鳥駅」、
地下鉄御堂筋線「なかもず駅」より約300m
（詳しくは、巻末の地図をご覧ください。）
※電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください。

特集1

北
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<伝統・地場産業ものづくり実演体験コーナー>
　歴史と伝統に育まれた特産品の展示販売と各種実演・体験
　・刃物：銘切り等の実演、包丁の研ぎ直し
　  （包丁のみ、料金800円から、各日先着100名様まで）
　・注染・和晒：しぼり染め体験、注染の実演（25日のみ）
　・敷物：堺式手織緞通の実演
　・昆布：おぼろ昆布の手すき実演
　・鯉幟：手描き鯉幟の実演、ハンカチ鯉幟絵、ミニ鯉幟の製作
　　　体験

　・線香：香道教室とお茶のふるまい
　・和菓子：茶道とともに発達した和菓子の実演販売
<とれたて青空市場>
　・「堺とれたて野菜市」：地域の農産物等の販売
　・「堺ぴちぴち魚市」：堺魚市場から鮮魚販売
　・「マグロの解体販売」（25日（日）のみ開催。イベントホール舞
台前）

<SAKAIグルメ広場>
　・堺にちなんだ飲食店のフードコーナー
<南大阪6市1町地場産業物産展>
　・ガラス細工の製造実演の他、人造真珠、爪楊枝などの展示販売
<大阪伝統工芸品物産市>
　・欄間や工芸品の木彫り実演の他、桐タンス、木工品、蜻蛉玉、
櫛などの展示販売

<全国大物産市>
　・北は北海道から南は九州まで、各地で人気の名産品を展示販売
<ものづくり体験教室>
　・子供たちが楽しみながら科学やものづくりの面白さを体験でき
ます

　・ミニソーラーカーの体験試乗の他、様々な工作、実験教室を
開催（一部事前予約要、詳しくは堺市産業振興センターホーム
ページをご覧ください）

<堺もん発掘市>
　・身近にある優れた堺の製品や商品（堺もん）を紹介、販売
<さかいスイーツフェスタ>
　・堺のスイーツとして有名な和菓子、生菓子はもちろん、話題の
洋菓子などが大集合！和菓子職人による実演販売

<環境関連コーナー>
　・クリーンエネルギーとして注目を浴びる太陽光発電システムや
水素ガス自動車など、堺の最新技術を紹介。

<スタンプラリー大抽選会>
　・素敵なグッズが当たる大抽選会を実施！

イベント内容

サイクルフェスタ
in SAKAI 2009

ニューモデル自転車の展示即売、新安
全基準（BAA）適合自転車の紹介の他、
「3人乗り自転車」などの試乗が楽しめ
ます。さらに、アンケートに答えると
自転車が抽選で当たる抽選会を実施！

第17回堺線香まつり
堺を代表する伝統産業のひとつであ
る堺線香の製作体験（事前予約要）
や、お香クラフト体験の他、江戸時
代の押し出し機を使った実演などを
実施。併せて製造工程パネルの展
示や製品販売も行います。

ミニ鯉幟の製作体験

しぼり染め体験

おぼろ昆布の手すき実演

堺の特売品の展示販売

※体験は一部有料のものもあります。
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　堺市は、平成２１年１月２３日に認定を受けた『環境モデル都市』の取り組みを通じて、低炭素型の産業構造への転換をめざした

産学官のネットワーク形成による新技術の開発やエコロジービジネスの創出などに取り組んでいます。

　当センターでは、堺市の先導的な取り組みと連動しながら、地域の強みを活かした環境ビジネスの創出をめざし、次のような各種

支援事業を推進しています。

　環境ビジネスや環境に配慮した事業活動に前向きに取り組みたいと考える企業の育成をめざし、環境ビジネス関連の各種情報提供

や産学官のネットワークづくりの機会の提供などを通じて、中小企業の新分野進出や企業間連携を支援しています。

特集2

環境ビジネス創出支援事業
～地域の強みを活かした環境ビジネスの創出をサポート！～

さかいＩＰＣ環境ビジネス研究会

事業概要

●環境ビジネスに関するセミナーや企業事例発表等の開催
●環境問題に先進的に取り組んでいる企業の視察
●会員企業間や他企業、大学等との連携の支援
●環境分野のエキスパートによる環境経営アドバイス　など

平成21年度事業活動報告

　第18回定例会　研究テーマ『中小企業の省エネ取り組みの動向と導入事例』
　　　　　　　　　講　　　師：財団法人省エネルギーセンター　省エネ人材育成グループ　鈴木 伸隆 氏
　第19回定例会　研究テーマ『ゴミをお金にする方法』
　　　　　　　　　講　　　師：株式会社ジームス・アソシエイツ　代表取締役　有岡 義洋 氏
　第20回定例会　研究テーマ『ヒートアイランド対策としての遮熱塗料について』
　　　　　　　　　講　　　師：財団法人堺市産業振興センター　環境担当マネージャー　森 薫
　第21回定例会　事例発表
　　　　　　　　　・『工場における省エネ事例の紹介』
　　　　　　　　　　関西電力株式会社　大阪南支店　お客さま室
　　　　　　　　　　エンジニアリンググループ　リーダー　武田 幸茂 氏
　第21回定例会　・『既存設備・機器の改善による効率アップ、省エネ化』
　　　　　　　　　　株式会社ニッケンイーグル　取締役会長　松本 正一 氏

平成21年度事業計画（予定）

○定例会の開催：環境経営の普及と企業連携の推進（原則、毎月開催）
○環境ビジネスセミナーの開催：特別講演、施策紹介等
○環境ビジネス視察見学会：先進企業の見学会等

「さかいＩＰＣ環境ビジネス研究会」参加企業を募集！

ＵＲＬ　http://www.sakai-ipc.jp/modules/contents/index.php/content0103.html

　堺市産業振興センターでは、環境ビジネスや環境配慮型の事業活動、企業間連携に取り組みたい企業を募集しています。

下記のＵＲＬから入会申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、当センターまでＦＡＸでお送りください（入会金

や会費は無料ですが、事業内容によって実費をいただく場合があります）。

視察見学会

環境ビジネス研究会
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　当センターでは、今年度より国の進める産業クラスター計画を推進する拠点組織として、環境負荷低減に寄与する新技術・新商品

の開発やサービスの提供、さらには、環境システム構築を視野に入れたネットワークの形成を支援し、低炭素社会の実現に向けた競

争力の高い環境ビジネスの創出支援に取り組んでいます。また、本プロジェクトでは、10月21日（水）～23日（金）に開催される「び

わ湖環境ビジネスメッセ2009」に出展し、環境負荷低減に寄与する製品や技術、サービス等の提案を行う予定です。

産業クラスター計画「環境ビジネスKANSAI プロジェクト」

　マテリアルフローコスト会計（以下MFCA）の導入を希望する市内のものづくり中小企業２社に、専門家を派遣し、実際の製品や製

造工程を対象にMFCA手法の導入・運用を支援。導入後は、先進的なモデル企業として導入事例集を作成し、製造工程のロス分析、

工程改善など、具体的な導入事例を情報発信することでMFCAの普及を促進し、中小企業の競争力の強化を図ります。

省エネ・省資源導入モデル事業

未利用で放置されている林地残材を持続的に有効活用できる流通の
仕組みづくりの研究。
【研究内容】
●林地残材を活用した「パーティクルボード」の製造
●林地残材を活用した「木質バイオマス発電・熱供給」
●NPO法人と企業との新たな連携による林地残材の集積・搬出
●林地残材利用製品の新たな用途開発（商品開発）

木質資源利用事業化研究会での林地残材搬出風景

事業化研究会の開催

■木質資源利用事業化研究会

中小企業向け省エネ支援ビジネスに参入する企業の事業機会の提供や事業成長の支援を図り、サービスの質の向上や経営の安定化の研究。
【研究内容】
●省エネ関連技能のネットワーク化ビジネス　●空調機器の省エネソリューションビジネス　●既存設備機器の省エネ化ビジネス

■省エネルギービジネス研究会

急速に普及が進む太陽光発電分野を中心に、業界の最新動向や参入可能性を研究。
【研究内容（予定）】
●太陽光発電関連ビジネスのユニークな事業展開事例を結集し、さらに新たな事業化を検討

■新エネルギービジネス研究会（新規）

マテリアルフローコスト会計の考え方とメリット

インプット
材料、エネルギー

100％
20％

材料費 1,000円（100kg） 加工費 600円

（材料ロス200円＋加工ロス120円＝320円）

正の製品コスト 1,280円（80kg）

（実際に販売される製品）

一連の生産過程
（各工程）

廃棄物

負の製品コスト 320円（20kg）

（※廃棄物処理費も含めた場合、ロス・コストは520円）
廃棄物処理費 　200円

アウトプット
製品

●MFCA における原価計算の考え方を単純
な数値で例示しています。
●MFCA では、投入した材料費、加工費等
のコストを、工程ごとに物量比に応じ、
販売可能な「正の製品コスト」と「負の
製品コスト」（ロス・コスト）に分離します。 

MFCA実施の
メリット

ロス・コスト顕在化によりロス
に対する認識の向上

コストダウンの改善ポイントの
明確化

ロス・コストに付随するその他
のロスの発見 

上記に基づく改善策実施による
コストダウンの実現

（お問い合わせ）　（財）堺市産業振興センター　産業振興グループ　TEL：072-255-6700　FAX：072-255-1185
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　当センターでは、平成２１年８月２６日（水）に、事業可能性評価委員会（委員長　西村 隆　株式会社ニッカトー代表取締役社長）を開

催し、第６回事業可能性評価事業「さかいビジネス評定」の認定企業（2社）を決定しました。

第6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6回認定企業

株式会社 創建
多目的地下空間『Ｍｙちか』事業

■認定のポイント
●地下室付き住宅は、既に物置・倉庫としての多くの施工実績で蓄積した経験・
ノウハウ・技術をベースに、工期短縮・低価格を実現した。
●狭い土地や厳しい法規制でのメリット、防音性・遮断性を生かした趣味の部
屋等利用形態や地熱効果によるエコ提案で、高付加価値住宅として顧客ニー
ズに対応できる優位性ある事業として認められた。
●顧客ターゲットも明確で、完成度の高い事業計画として評価された。

　堺市内の中小企業者への支援事業として、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

中小企業者が、新たに事業化・商品化する事業

について、その有望性や、技術・ノウハウの事

業可能性について多面的に評価・認定を行います。

認定後、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

竹内 伸雄 代表取締役

株式会社 創建
本社所在地：堺市西区鳳西町 2-25-15
設　　　立：平成 3 年 3月
代　表　者：代表取締役 竹内 伸雄
資　本　金：8,000万円
事 業 内 容：建築工事設計・施工請負
　　　　　　（注文住宅、建売住宅）、
　　　　　　土木工事設計・施工請負

〈会社概要〉

「さかいアドバンス」認定（Ａ認定）　事業の優位性と実現性がある事業

株式会社 イクロス
環境負荷低減と燃料費削減の効果があるボイラシステムの製造・販売

■認定のポイント
●バイオマスボイラは遠心分離空間分割燃焼技術により、耐火材不要で小型化・
高熱効率化の実現で技術力や価格面の競争優位性が認められた。
●バイオマス燃料へのこだわりと熱い思いでの代表者の取組も評価された。
●インフラとして、燃料となる木材等の安定供給体制が整えば、可能性は更に
広がると期待される。

谷村 忠義 代表取締役

株式会社 イクロス
本社所在地：堺市西区浜寺船尾町西 5-3
設　　　立：平成12 年 7月
代　表　者：代表取締役 谷村 忠義
資　本　金：1,700 万円
事 業 内 容：リネンリース業務および衛生材料
　　　　　　販売、インテリア商材販売および
　　　　　　内装工事、在宅介護事業、グループホーム運営、
　　　　　　バイオマス燃料ボイラ製造・販売

〈会社概要〉
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『堺ものづくり取引拡大商談会2009』を開催
中小企業の受注アップに向けて

『健康・スポーツ関連産業創出セミナー』を開催
中小企業の新たな事業展開を促進するため

『大阪府立工業高等専門学校ラボツアー』を開催
産学連携の促進をめざして

　平成21年7月8日（水）、堺商工会議所2階大会議室で「堺
ものづくり取引拡大商談会 2009」を開催しました。当初、11
月の開催を予定していましたが、経済情勢の悪化を考慮し、中
小企業の受注機会の拡大を図るため、7 月に前倒しで実施しま
した。本商談会は、大手・中堅メーカーの発注担当者が発注案
件を用意し、来場した中小・ベンチャー企業と商談を行う「逆
見本市」形式を採用。中小・ベンチャー企業にとっては、調達
分野に合致した大手・中堅メーカーの発注担当者と面談できる
絶好の機会となったほか、出展された大手メーカーにとっても、
堺市内には優れた技術を持った企業が多数存在することを再認
識していただく機会となりました。
　また、当日は、昨年度を上回る166社・290名が来場され、
667件の商談が行われるなど、盛況のうちに閉会しました。

主　催 堺ものづくり競争力強化推進協議会
構成会員：堺市、堺商工会議所、（財）堺市産業振興センター
特別会員：三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、泉州銀行、紀陽銀行、
　　　　　大阪信用金庫、尼崎信用金庫、フューチャーベンチャー
　　　　　キャピタル（株）、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、
　　　　　（株）さかい新事業創造センター、堺市美原商工会

後　援 近畿経済産業局、（独）中小企業基盤整備機構近畿支部

出展企業 （株）オーハシテクニカ、近畿車輛（株）、（株）クボタ（水・環境・
インフラ事業本部リサイクル製造部、枚方製造所バルブ製造部）、
（株）品川工業所、（株）住友金属ファインテック、星和電機（株）
（開発購買部、樹脂製品社）、智頭電機（株）、中央自動車工業（株）、
東伸工業（株）、東洋精密工業（株）、中井機械工業（株）、
日立造船（株）（堺工場、精密機械本部）、山岡金属工業（株）
以上13社（16事業所）

　平成21年7月6日（月）、今後成長が期待できる健康・スポー
ツ関連産業へのビジネス拡大を図ろうとする企業を支援してい
くため「健康・スポーツ関連産業創出セミナー」を開催しました。
　第 1部の基調講演では、財団法人日本サッカー協会の川淵三
郎名誉会長をお招きし「夢があるから強くなる」をテーマにご
講演いただきました。また、第 2 部では、早稲田大学スポーツ
科学学術院の原田宗彦教授、大阪府立大学観光産業戦略研究所
の橋爪紳也所長による「健康スポーツ都市とは」をテーマにし
た対談が行われました。
　当日は、多くの方が来場されるとともに、「自社のビジネスに
参考になる情報がたくさん得られた」、「スポーツを通して様々
なマーケティングやビジネスが考えられることを実感しました」
などの声をいただくなど、健康・スポーツ関連産業への関心の
高さが伺えました。

　堺市が行う産学連携促進事業の一環として、堺市域の中小企
業と大学等との連携促進の機会を創出するため、「大阪府立工
業高等専門学校ラボツアー」を開催しました。
　当日は、未利用バイオマスの燃料化や、燃料電池と水素製造、
パワーＬＥＤモジュールと応用、色素増感型太陽電池と光触媒
等、環境や省エネ・新エネ、電気・電子分野の研究室を訪問・
見学し、担当教授や学生との情報交換を行いました。
　参加者からは、「現在、研究されている最先端の技術を見ること
ができた事は非常に良かったです」、「弊社が現在抱えている問題に
対して技術相談できることに大変心強く感じました」などの声をい
ただくなど、今後の産学連携に期待が持てる見学会となりました。

平成21年7月6日（月）13:30 ～16:00

（１）基調講演「夢があるから強くなる」
 財団法人日本サッカー協会　名誉会長　川淵 三郎 氏
（２）対談「健康スポーツ都市とは」
 早稲田大学　　スポーツ科学学術院    教授　原田 宗彦 氏
 大阪府立大学　観光産業戦略研究所　所長　橋爪 紳也 氏
（３）「健康・スポーツ関連産業創出プロジェクト事業」について
 財団法人堺市産業振興センター　担当コーディネーター　植田 真司

財団法人堺市産業振興センター

堺市、大阪健康サービス産業創造協議会、堺商工会議所

開催日時

平成21年7月29日（水）13:30～ 17:00

大阪府立工業高等専門学校（寝屋川市幸町26-12）

開催日時

会　　場

内　　容

主　　催

堺市、財団法人堺市産業振興センター、
堺商工会議所（機械金属部会・一般工業部会）

主　　催

共　　催

75人参加者数堺商工会議所２階大会議室会　　場

23人参加者数
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セミナー紹介

出展業者募集

内容

日時

「産業技術セミナー」受講者募集

堺市産業振興センター常設展示場出展業者を募集

　当センターでは、中小企業の技術振興や技術者の人材育成を図る
ため、大阪府立産業技術総合研究所と共催で、産業技術セミナー
を開催します。
　今回のセミナーでは、加工技術として重要な位置づけとなってい
る「NC工作機械のしくみ」「レーザ切断、溶接、焼入れ」「放電加工」
について技術解説します。

　当センターでは、堺市内の製造事業者の魅力ある製品や技術、伝統産業をはじめとした地域産業をＰＲし、販路開拓とビジネスマッチング
につなげるため、センター１階「常設展示場」へ出展を希望される業者を募集します。

　　　『NC工作機械のしくみについて　～機械をつくる機械のはなし～』
　　　大阪府立産業技術総合研究所　機械金属部　加工成形系
　　　主任研究員　藤原 久一 氏

　　　『レーザを使った切断、溶接、焼入れ技術　～基礎から応用まで～』
　　　大阪府立産業技術総合研究所　機械金属部　加工成形系
　　　主任研究員　萩野 秀樹 氏

　　　『放電加工のしくみとその応用』
　　　大阪府立産業技術総合研究所　機械金属部　加工成形系
　　　主任研究員　南 久 氏

11月17日（火）、24日（火）、12月8日（火）
18:30～20:00

会場 堺市産業振興センター　セミナー室2

費用 無料

定員 50名（先着順）

今後の講座・セミナー開催予定

中小・ベンチャー企業向け知的財産セミナー

ものづくり大学（１１月以降開催予定）

日時 11月19日（木）14:00～16:15

場所 堺市産業振興センター　セミナー室5

費用 無料

定員 60名

　　　『中小企業に特許は必要か ～ノウハウか特許出願か～（仮称）』
　　　盛田特許事務所　弁理士　盛田 昌宏 氏

　ものづくり企業の次代を担う将来の経営者・経営幹部の候補
者を育成するため、技術に基づいた経営戦略ができるなど、も
のづくり企業の高度化に必要な技術経営を基軸に、製品開発、
マーケティング、工場管理等の諸知識を体系的に習得できる講
座を開催します。

事業承継セミナー（１２月開催予定）

　中小企業経営者の高齢化に伴い、事業承継問題は重要かつ緊
急の問題となっているため、事業承継の現状や対策の必要性、
円滑に事業承継をすすめるためのポイント等について解説する
セミナーを開催します。

■詳細は、当センターのホームページ（http://www.sakai-ipc.jp/）に掲載。お問い合わせは、産業振興グループ（TEL：072-255-9330　FAX：072-255-1185）

講演

講師

講演

講師

講演

講師

講演

講師

1日目  〈11月17日（火）〉

2日目  〈11月24日（火）〉

3日目  〈12月8日（火）〉

応募資格 原則として、製造事業者（中小企業基本法に定める中小企業（資本金3億円以下
または従業員300人以下）に限る。）で、市内に本社または工場等、主要な製造
事業所を有する者又はそれらで構成する団体、異業種グループ等

応募展示製品の種類 製品、パネル、カタログ、パンフレット等の展示物で、幅45cm×高さ
25cm×奥行き95cm以内におさまるもの（その他、基準がありますので、詳
しくは右記までお問い合わせください。）

応募方法 所定の応募申込書に必要事項をご記入のうえ、展示予定の代表的な製品または
技術の写真もしくはパンフレットを添えて、右記まで郵送またはご持参くださ
い。（審査あり）
なお、南大阪地域５市１町（高石市、泉大津市、和泉市、河内長野市、大阪狭山市、
忠岡町）の展示コーナーでも出展される業者を募集しています。詳しくは右記
までお問い合わせください。

展示協賛金 １小間　月額　2,500円（税込）※お支払方法は、年度一括払いでお願いします。

（お申し込み・お問い合わせ）
財団法人堺市産業振興センター　地域産業グループ
TEL：072-255-0111　FAX：072-255-5200
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企業紹介

武田自転車株式会社

　部品の販売から自社での製造・販売、さらに受注生産システム

へと時代の流れを先取りし、堺の自転車業界の牽引役を担ってい

る武田自転車株式会社。常にユーザーサイドに立った事業と、ユ

ニークな商品開発で注目を集めています。

　昭和 22 年創業の同社にとって、転機となったのは平成 4 年。

物流センターの建設を機に、本格的な組み立て生産を開始します。

一方、それまでの販売形態を見直し、卸を通さず販売店から直接

注文を受ける「バイシクル・クイック・レスポンス・システム」を

導入。注文を受けてから組み立てるため、少量・多品種の製造を

可能にしました。さらに、このセミオーダーシステムにより「販

売店は余分な在庫を置く必要がなく、細かなニーズにも対応でき

るようになりました」と武田取締役社長。今では注文を受けた翌々

日に発送できる体制を整備しています。

　今年7月、道路交通規則の一部改正を受けて解禁された3人乗

り自転車。同社は、既存の 2人乗り自転車を改良することで、安

全基準を満たしながらリーズナブルな価格を実現した「ジュリア

ン ママ 幼児二人同乗用」を発売しました。さらに、おんぶした幼

児を支えるサポーター付サドル「チャイルドサポート」も開発中。

従来の自転車に取り付けて、手軽に3人乗りを可能にするユニー

クな商品です。

　堺の地場産業として将来を見据え、

「今後は国際分業化に柔軟に対応しな

がら、さらに技術力を高めていきたい」

と語る一方で、「販売店の育成にも力

を入れていかなければ」と自転車市場

のさらなる底上げを目指しています。

　明治 44 年の創業以来、杭丸太の販売に始まり、大手土地開発

業者への木材販売、さらに屋外用木造施設の企画設計・製造へと

事業分野を広げてきた中川木材産業株式会社。特に、同社が製造

するウッドデッキは、顧客満足度の高い製品として評価されてい

ます。

　先代社長の急逝後、中川代表取締役が就任してからまず取り組

んだのが、売上げ重視から利益重視への事業転換。そのため、付

加価値の高い製品の自社生産を目指し、独自のノウハウを蓄積し

ました。フィールドアスレチック施設の設計などを手掛けた実績

を買われ、平成 2 年の国際花と緑の博覧会では「政府苑」のトラ

ス材を納入。半坪のミニデッキから、テーマパーク内の大型デッ

キまで豊富な実績があります。

　輸入商品との競争が激化するウッドデッキの市場で、同社製品が

好評を得ているのは、品

質の高さです。強度や耐

久性はもちろん、美しく

仕上げるためのさまざま

な工夫が凝らされてお

り、特許も取得していま

す。また、顧客ニーズへの対応もキメ

細やかで、「当社ホームページには、購

入いただいたお客様からの声を一字一

句そのまま掲載していますが、これま

で製品に対する不満はほとんどありま

せん」と中川社長は胸を張ります。「今

後とも新商品の開発に努めながら、『木

材と情報』をキーワードに小回りの利く

対応で販路を広げたい」と意欲的な将来ビジョンを描いています。

少量・多品種・多様なニーズに対応し、
ユーザーサイドに立ったオリジナル商品を開発。

中川木材産業株式会社 伝統的な木製品に付加価値を付けて差別化。
誠実な姿勢で、お客様の信頼を勝ち取る。

会社概要

武田 正 取締役社長

武田自転車株式会社
所在地：堺市堺区車之町東2-2-8
TEL：072-238-8401　FAX：072-228-1178
URL：http://www.takedabicycle.co.jp/

会社概要
中川木材産業株式会社
所在地：堺市美原区木材通1-11-13
TEL：072-361-5501　FAX：072-362-3341
URL：http://www.wood.co.jp/

自分で組立てることができる「キットデッキWeb」

ジュリアン ママ 幼児2人同乗用

チャイルドサポート

カーポートデッキ

中川 勝弘 代表取締役社長

ショールーム
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　1月4日から12月28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29日
から翌年の1月3日まで）は受け付けません。

　所定の申込書に必要事項を記入し、お申し込みください。（申込時
に全額納入）。なお、電話等で仮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。

　インターネットに接続したパソコンから、堺市施設予約システムを
通じて施設の空き状況の検索や仮予約ができます。仮予約をする場
合は、窓口で事前の登録が必要です。なお、インターネットからの仮
予約には、一部制限があります。センターホームページURLからリン
クしています。詳しくは、お問い合わせください。

●広告、チラシ等の配布を予定されている場合は、必ず事前にご相
　談ください。
●館内は禁煙です。ご協力をお願いします。
●各会場からインターネットへ接続できる環境を整備しました。詳し
　くはお問い合わせください。

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

※下記料金表（　）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

「イベントホール・研修室・会議室」貸会場のご案内

（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

本
館
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㎡

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

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

（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）

イベントホール（展示会形式） イベントホール（ホール形式） 会議室1 セミナー室2

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

インターネットからの空き状況確認と仮予約



過去最悪の記録更新!! 未だ抜け出せない!?中小企業の景気動向調査
（大阪府下1,356社）

　4～6月期の売上ＤＩはマイナス56.1（前回比－0.8ポイント）、収益

ＤＩはマイナス54.4（前回比－0.4ポイント）となり、売上・収益ＤＩと

もに、1～3月期よりさらに悪化し、過去最悪の記録を更新する結果と

なりました。また、売上・収益ＤＩともに改善した業種は、製造業、サー

ビス業、不動産業で、特に不動産業では大幅に好転しています。一方で、

卸売業、飲食業、建設業の売上・収益ＤＩが、ＤＩが改善した業種を上回

るほど悪化したため、全体の売上・収益ＤＩも悪化してしまいます。

　7～9月期は、売上ＤＩが10.0ポイント、収益ＤＩが7.4ポイント持ち

直す見通しで、売上ＤＩは全業種で、収益ＤＩは小売業以外の全業種で

改善する見通しとなっており、景気悪化が底を打つことへの期待が高

まっています。

（情報提供）大阪信用金庫　総合研究センター

売上受注・収益コメント

さかい IPCpress vol.14



中小企業支援総合案内所
　堺市産業振興センターでは、中小企業が抱えている経営課題の解決に向けて、1階に「中小
企業支援総合案内所」を設置し、豊富な知識を持った相談員が対応しております。また、産業支
援機関のパンフレットや案内チラシ等も置いてありますので、自由にお持ち帰りいただけます。
ご利用は無料ですので、経営課題を抱える中小企業の皆様、どうぞお気軽にご利用ください。

■特許情報コーナー

【開設日時】月曜日～金曜日（祝休日・年末年始を除く）　午前10時～12時、午後1時～5時
【対象】堺市内の中小企業者　【相談員】東海 秀明、辻尾 脩、永井 貴之、橋本 大三郎（交代制）

■中小企業支援総合案内所

■特許相談窓口

●お申し込み方法：直接、案内所へお越しください。（予約不要）
　※予約制ではありませんので、しばらくお待ちいただくことがあります。ご了承ください。
●お問い合わせ：中小企業支援総合案内所　TEL：072-255-0313（直通）

さかいIPC press　第14号　2009年10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     
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

北堺警察署●
至天王寺

至浜寺

財団法人  堺市産業振興センター

◎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、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。

●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・第4水曜日及び年末年始（臨時休業有り）

i

　堺市産業振興センターでは、これまで看板、サイン等の施設名称の表示については、「堺
市産業振興センター」と、前身である南大阪地域地場産業振興センターの愛称｢じばしん
南大阪｣を併記してきました。しかし、当センター発足後３年を経過したことや、総合的
な中小企業支援サービス拠点として一層の周知を図るため、看板、サイン等を変更し、
施設名称の表示を｢堺市産業振興センター｣に統一しましたのでお知らせします。

●お申し込み方法：事前予約（電話）が必要です。（予約受付開始日など詳しくは、堺市産業振興センターのホームページを
　ご覧ください。）　http://www.sakai-ipc.jp/modules/contents/index.php/content0102.html
●お申し込み・お問い合わせ：産業振興グループ　TEL：072-255-9330
　（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

相談は
無料

●利用日時：月曜日～金曜日（祝休日・年末年始を除く）　午前10時～午後5時
●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：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よう入門書をはじめとして、専門書、法律
　　　　　　　　　  関係書籍を取り揃え、閲覧・貸出をしています。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

P.1-2

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・第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：10月19日（月）、26日（月）、11月9日（月）、16日（月）、12月7日（月）、14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・第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：10月16日（金）、11月6日（金）、20日（金）、12月4日（金）、18日（金）、1月15日（金）午前10時～12時、午後1時～4時　　
　　 先着5名（相談日ごと）


