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高度なものづくりを支える堺の企業

株式会社ダイネツ 
独自の生産管理体制で、蓄積したデータを活用し「曲がらない熱処理」「もっと硬く」に挑戦。

選定の対象及び審査のポイント

「日本のイノベーションを支える
モノ作り中小企業」部門 「キラリと光るモノ作り小規模企業」部門

さかい IPCpress vol.13

　「元気なモノ作り中小企業300社」は、高度なものづくりで日本の産業の国際競争力を支え、経済活力の源となっている中小企業を、

経済産業省が全国で300社選定するものです。平成18年度から実施されており、堺市の企業ではこれまでに3社が選定されています。

　4回目となる今回は「日本のイノベーションを支えるモノ作り中小企業」「キラリと光るモノ作り小規模企業」の2部門を設定し、各

150社を選定。堺市の企業では「日本のイノベーションを支えるモノ作り中小企業」部門で3社、「キラリと光るモノ作り小規模企業」

部門で2社の計5社が選定されました。今回の特集は、選定された元気なものづくり企業5社を紹介します。

日本国内で製造業を営む中小企業者（小規模企業者含む）。

高度な技術を用いて革新的な製品を供給している企業、国

民生活や産業活動に大きな影響を与えている中小企業など

について、製品の革新性や技術的高度性、国民生活・産業

活動への影響などの観点から選定。

日本国内で製造業を営む小規模企業者。

モノ作りを通じ、地域経済において重要な役割を担っている小規

模企業、社会的課題の解決に役立つ製品を作っている小規模企業

などについて、地域経済（雇用面も含む）への貢献や製品の社会面

への貢献、製品・技術面での優秀性などの観点から選定。

「2009年元気なモノ作り中小企業300社」に5社選定

●対象

●選定のポイント

●対象

●選定のポイント

※部門別、五十音順で掲載しています。

　炭問屋として創業以来約200年の歴史を持つ株式会社ダイ

ネツ。金属を加熱後に急冷して再加熱する「焼き入れ・焼き

戻し」など熱処理全般を手がけ、工作機械の部品など大型品

を得意としています。大型品の熱処理加工で課題となる「曲

がり、歪み」「硬度のバラツキ」を減らすため、独自の生産管

理システムを構築しており、今回の選定を受けました。

　同社は、熱処理における加熱と冷却の温度均一にこだわり

続け、機械メーカーと共同で大型熱処理炉の温度管理を行う

コンピュータ制御システムを開発。曲がりや歪みを1m当たり

1mm以下に抑える技術を確立しました。また、豊富な蓄積デー

タによって大型品の特殊な処理を標準化し、同社比16％の

硬度アップに成功。国内5工場にコンピュータ生産管理シス

テムを構築し、36万件ものデータを保有していることが強み

です。

　「ISO9001認証の取得、府の大阪ものづくり優良企業賞

2008の受賞、そして今回と社員が一体となって申請に取り

組み、モチベーションの向上につながっています。現在は社

員の教育訓練に注力しており、現場主義で独自の技術開発に

挑みます」と葛村専務取締役は将来を見据えています。

会社概要
株式会社ダイネツ 
本社所在地：堺市堺区柳之町西3-3-1
設　　　　　立：昭和19年
代　　表　　者：代表取締役　葛村 和正
資　　本　　金：5,000万円
事業内容：金属熱処理全般
　　　　　（焼き入れ・焼き戻しなど）
URL：http://www.dainetsu.co.jp/葛村 安弘 専務取締役

開発を施した大型リング専用吊り治具

「日本のイノベーションを支える
モノ作り中小企業」部門

特  集  Ⅰ
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広瀬 哲士 泉北工場長

中村 弘一 代表取締役社長

ナビタス株式会社 
特殊印刷の業界の常識を打ち破る「オンデマンド転写箔プリンタ」を開発。

　プラスチックなど、紙以外の製品を表面加飾する特殊印刷。

その工法には、箔膜を使って熱転写する「ホットスタンプ」

や曲面や凹凸面への印刷ができる「パッド印刷」などがあり

ます。ナビタス株式会社は特殊印刷の機械メーカーとして、

各工法の印刷機を幅広く手がけるとともに、印刷の前・後工

程に必要な周辺機器、フィルムなど資材の製造・販売もトー

タルで行っています。

　間接ドライプリント工法である「ホットスタンプ」は環境負荷

の少ない工法ですが、印刷であるため版を作る必要があり、近年、

製品のライフサイクルの短期化と小ロット化が進んだことから、

伸び悩み傾向にあります。同社は、版を作る工程をなくし、電子

データから直接金属光沢のある転写箔が印刷できる独自の「オン

デマンド転写箔プリンタ」を開発。多品種小ロットの生産に対応

し、デザインや色の変更も即時可能となりました。

　「国の事業に応募・選定されたことで、一般消費者にとって

は黒子的な存在だった当社の技術が認知され、環境問題など

に貢献できるのではないか」と中村代表取締役社長。同プリ

ンタによる新規顧客層の開拓や資材を含めた新たな技術開発

など、積極的な事業展開を進めています。

会社概要
ナビタス株式会社
本社所在地：堺市堺区石津北町9-1
設　　　　　立：昭和41年
代　　表　　者：代表取締役社長　中村 弘一 
資　　本　　金：10億 7,540 万円
事業内容：特殊印刷機と周辺関連機器及び資材の
　　　　　製造販売
URL：http://www.navitas.co.jp/

独自に開発した「オンデマンド転写箔プリンタ」

平面式ホットスタンプ機

「日本のイノベーションを支える
モノ作り中小企業」部門

日本スーパー工業株式会社
ハードディスク基幹部品で世界シェアトップ。高度な超精密技術でものづくりを支える。

　パソコンなどに搭載されるハードディスクドライブ（HDD）

の精密部品を製造し、モーター回転部品・ハブ（HUB）のシェ

ア37％、ハブの付属部品・ヨーク（YOKE）のシェア83％と、

共に世界トップシェアを誇る日本スーパー工業株式会社。

HDDの創生期からこの分野に参入し、超精密加工の自動化・

量産化を実現。競合企業がコストダウンを目的に海外に移転

する中で、同社はアジアに進出しながら国内での量産体制を

継続・拡大しています。

　小型・高容量・省電力化など、HDDの急速な進化に伴い、

同社では、平成9年に工法開発部門を設け、常に工具・素材・

加工機器の開発を続けてきました。機械メーカーとの共同開

発による加工機は、加工の効率アップを実現し、より一層の

量産化と高付加価値製品の生産に貢献しています。

　昨年、堺ブランド「堺技衆」の認証を受け、社員のやる気アッ

プや職場の活性化につながったことから、今回の企業選定に

も応募。「現在は量産部門の改善を図り、景気回復後のさら

なる発展を目指しています。すでに社内製工具の生産を始め

ていますが、これからも夢のある製品を世の中に送り出した

い」と、広瀬泉北工場長は将来のビジョンを描いています。

会社概要
日本スーパー工業株式会社
本社所在地：堺市南区原山台5-12-1
設　　　　　立：昭和36年
代　　表　　者：代表取締役社長　広瀬 憲三
資　　本　　金：9,950 万円
事業内容：金属部品の超精密切削・プレス量産加工
URL：http://www.nippon-super.jp/

HDD用のハブ（①、③）と、ハブの付属品ヨーク（②）

①

②

③

「日本のイノベーションを支える
モノ作り中小企業」部門
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飯田 勝康 代表取締役社長

株式会社アイテック 
従来にない日本発の手法で、有機・無機のハイブリッドナノ粒子合成装置を開発。

　主に高温・高圧技術を利用した「超臨界流体（水などの物質が

液体とも気体とも異なる特殊な状態にあること）」技術の開発を

行い、装置の製造・販売を行う株式会社アイテック。東北大学の

阿尻教授による日本発の技術を用いた「超臨界水ナノ粒子合成装

置」を開発し、平成17年から販売を開始しています。

　この装置の大きな特徴は、「超臨界流体」技術を使い、有機・無

機のハイブリッドナノ粒子素材を連続的に製造できること。無機

物である金属酸化物をナノ粒子として析出し、有機物の修飾材を

付けることが可能で、凝集を防ぐことができるほか、金属ナノ粒

子に熱伝導率や屈折率等を変える新たな性質を付加できます。ま

た、有機溶剤ではなく水を使用したエコロジーな製法であり、半

導体関連・光学・ディスプレイの部材など、幅広い素材分野に採

用されることが期待されます。　

　「国内で事業化されると、数千億の経済効果が見込まれます。

装置を供給するとともに、ナノ粒子の受託販売事業を展開し、産

学連携の成功事例にしたい」と飯田代表取締役社長。今回の選定

により、同社の独自技術に対する信頼度も高まると考えられ、「産

業創生へのステップの一つになりました」と語ります。

会社概要
株式会社アイテック 
本社所在地：堺市堺区神南辺町4-132-1
設立：平成7年 6月
代表者：代表取締役社長　飯田 勝康
資本金：5,000万円（授権資本金20,000万円）
事業内容：超臨界関連装置などの製造・販売
URL：http://www.itec-es.co.jp/

「キラリと光るモノ作り
小規模企業」部門

澤田 明伸 代表取締役

大和化成株式会社 
リチウムイオン電池の超精密機能部品「ガスケット」の製造に特化。

　大和化成株式会社は、リチウムイオン電池の液漏れやショート

を防ぐ精密部品「ガスケット」の専業メーカーです。昭和60年、

世界に先駆けて、小型角電池用のガスケットを開発しました。携

帯電話・デジタルカメラなどに使用される小型リチウムイオン電

池のガスケットは、世界シェア二桁、月産約2,000万個にのぼり

ます。現在は、電気自動車、産業用ロボット等に使われる大型リ

チウムイオン電池用に注力し、堺浜に新工場を建設予定です。

　「独自の技術や不良品が出ないトータルシステムを追求してき

ました。メーカーの購買部門ではなく、技術部門との直接取引に

絞っているため、当社に営業マンはいません」と澤田代表取締役。

加工難度の高いテフロン材を含めたプラスチックの高精度射出成

型技術（20ミクロン以内）や工作機の自社開発、IT技術を活用し

た品質管理体制を実現してきました。

　堺ブランド「堺技衆」や「さかいビジネス評定」の認定に続き、

今回の選定により企業のブランド化を進めています。「環境に配慮

し、子や孫に伝えるべき新しい品質価値の創造を目指したい」と

澤田代表取締役は力を込めます。

会社概要
大和化成株式会社 
本社所在地：堺市美原区多治井249-4
設立：昭和55年 6月
代表者：代表取締役　澤田 明伸 
資本金：1,000万円 
事業内容：精密射出成形製品の企画・開発・生産・販売
URL：http://www.daiwa-kasei.jp/

「キラリと光るモノ作り
小規模企業」部門

今年2月に発売した、小型の「超臨界水ナノ粒子合成装置」

リチウムイオン電池のガスケット

コンピュータのデータ解析を活用した品質管理システム
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※ＱＣＤとは、Quality:品質、Cost:コスト、Delivery:納期の略称

「大阪ものづくり優良企業賞2009」を
募集しています！
～大阪のものづくり「看板企業」の登竜門～

　大阪府では、高い技術力や優れた製品を持つ「ものづくりの街・大阪」を国内外に発信・プロモーションしていくための府内ものづくり中小

企業の販路開拓支援事業を進めており、その一環として「大阪ものづくり優良企業賞2009」を募集しています。

　昨年度は、57社が選ばれ、そのうち12社が国の「元気なモノ作り中小企業300社」に選ばれるなど大阪のものづくり中小企業の登竜門

となっています。

　特集でご紹介しました「株式会社ダイネツ」は“部門賞＜ＱＣＤ部門＞※”を、「株式会社アイテック」は“特別賞”を昨年度受賞されています。

　なお、受賞された企業については、大阪のものづくり力を広く内外にプロモーションする冊子に掲載されるなど、「ものづくりの街・大阪」

の看板企業として広く紹介されます。

主な表彰内容

優良企業賞 「技術力」、「ＱＣＤ」、「財務」などの審査項目において高い評価を獲得した企業（50社程度）

最優秀企業賞 「優良企業賞」受賞企業の中から、審査項目の全てにおいて最も高い評価を獲得した企業（1社）

技術力部門賞 「優良企業賞」受賞企業の中から、技術力評価で最も高い評価を獲得した企業（1社）

特別賞 「優良企業賞」受賞企業の中から、審査項目の全てにおいて高い評価を獲得し
最優秀企業賞受賞企業に準じるものとして審査委員が認めた企業

平成22年1月開催予定の表彰式（大阪商工関係者表彰式と同時開催）で賞状贈呈

「大阪の元気！ものづくり企業」（大阪のものづくり力をプロモーションする冊子）への掲載

大規模展示商談会でのプロモーション

応募期間
平成21年7月21日（火）[当日消印有効]まで

応募方法
詳しくは、経済交流促進課ホームページ（http://www.pref.osaka.jp/keizaikoryu/monodzukuri.html）をご覧ください。

応募先・問合せ先
大阪府商工労働部商工振興室経済交流促進課　販路開拓支援グループ

〒540-0021　大阪市中央区大手通1丁目2－12　谷町ビル6階

TEL：06-6944-6995　　FAX：06-6944-7618

受賞企業の情報発信

1

2

3
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　堺市産業振興センターでは、同センター 1階にあるショップ「アピール」をリニューアルしました。堺の包丁や線香など、

南大阪地域と日本各地の地場産品を販売しています。明るく、利用しやすくなりましたのでぜひお越しください。

包丁や線香、菓子など、南大阪地域の地場産品が勢揃い

特  集  Ⅱ

ショップ「アピール」をリニューアル！

中央に丈の低い陳列台を設け、開放的で利用しやすい
ショップに改装

和包丁からステンレス包丁まで幅広く品揃えしています。 ショーウィンドウの様に展示し、見えやすくしています。

●営業時間
午前10時～午後5時
●休業日
毎月第2・第4水曜日、お盆・年末年始
（その他臨時休業あり） 

　ショップ「アピール」は地場産品の需要開拓を目的として昭和63年に開設。今年3月、常設展示場のリニューアルと同時に、白を基

調とした明るい内装、全体が見渡せるレイアウトに改装し、店内も少し広くなりました。

　現在、南大阪地域と日本各地の地場産品約450アイテムを取り揃えています。各メーカーの協力により、市価より割安で購入でき

る商品もあり、堺市内はもちろん、他府県、外国からの観光客も来店されます。今後も、新商品の展開等を図り、地場産業の発展に

役立つ店舗づくりを進めます。

「PiTaPa」電子マネーが使えます！ 店内で商品をお買い上げの際、スルッとKANSAI「PiTaPa」（ICカード）の
電子マネーをご利用いただけます。

記念品等の大口注文も承っております。詳しくは当センターまでお問い合わせください。

1位 1位 1位

1位1位 1位 1位
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御菓子
　堺には歴史のある菓子店が
多数あります。お茶会に利用
されるブランドも揃えており、
ご進物としても人気です。

刃物
　伝統を誇る堺の刃物は、他府
県のお客様にも好評。有料で包
丁等を研ぐサービスも承ってい
ます（持ち込み・引き取り）。

線香
　約400年の由緒を持つ堺の
線香。お盆やお彼岸の必需品
として、また帰省のお土産等
にも用いられています。

注染和晒昆布

分野 順位 第1位 第2位

　江戸期に本格化し、大正・昭
和初期に全盛を迎えた堺の昆
布加工業。「とろろ」「おぼろ」
加工が中心です。

日本各地の地場産品
　各地の地場産業振興セン
ターから入荷する地場産品。
当地自慢のさまざまな商品を
扱っています。

　広域的な連携を行う高石市、
和泉市、河内長野市などの地
場産品を販売しています。

バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な

シ
ョ
ッ
プ「
ア
ピ
ー
ル
」の

分
野
別
人
気
商
品

　木綿素材の「和晒（わざら
し）」、伝統的な染色法「注染
（ちゅうせん）」は近年、若い女
性にも注目されています。

分野別商品売上ベスト3

南大阪地域の
地場産品

日本各地の
地場産品

第3位
栗三笠

おかよし味匠庵

ポケットセクレタリー（はさみ）

アルスコーポレーション（株）

香の街 堺（各種）

堺線香工業協同組合

都こんぶ

中野物産（株）

日本手拭

堺注染和晒興業会

コットンマフラー

（財）今治地域地場産業振興センター

どくだみ茶

かきもと京茶園

堺燈台もなか

おかよし味匠庵

健忠作本割込（三徳包丁）

（株）河井刃物

一風香

堺線香工業協同組合

こんぶ飴

中野物産（株）

晒

堺注染和晒興業会

かかとクリニック女性用

（財）和歌山地域地場産業振興センター

人形楊枝（特大）

河内物産（株）

志るこ

おかよし味匠庵

銀香 ホーム型（三徳包丁）

（有）芦刃物製作所

緑茶

堺線香工業協同組合

おしゃぶり昆布浜風

中野物産（株）

ふきん（干支）

堺注染和晒興業会

長寿箸（夫婦箸）

（財）山口・防府地域工芸地場産業振興センター

人形楊枝（大）

河内物産（株）

南大阪地域の地場産品

商品名

メーカー・発売元

商品名

メーカー・発売元

商品名

メーカー・発売元

商品名

メーカー・発売元

商品名

メーカー・発売元

商品名

メーカー・発売元

商品名

メーカー・発売元

御菓子

刃物

線香

昆布

注染和晒

栗三笠1位1位 ポケットセクレタリー1位1位 香の街 堺（各種）1位1位

日本手拭（ぬぐい）1位1位都こんぶ1位1位 コットンマフラー1位1位 どくだみ茶1位1位
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　堺市産業振興センターでは、環境ビジネスへの進出や環境に配慮した事業活動を行おうとする企業の情報収集や事業化に向けた企業間

連携の支援を行うため、「さかいＩＰＣ環境ビジネス研究会」を開催しています。また、平成21年度から、省エネ・省資源の取組みを行お

うとする企業に対し、セミナー等による情報提供や専門家の派遣による取組み支援を行います。

　このたび、これらの事業の推進と効率的な運営を図るため、新たに「環境担当マネージャー」を配置しました。

マネージャー紹介

新たに環境担当マネージャーを配置。

　堺市産業振興センターでは、市内の中小企業・創業者が抱える経営や技術などの課題解決のため、当センターに登録された100名以上

の各種有資格者から選定した専門家を派遣し、課題解決に向けたアドバイスを行っています。お気軽にご相談ください。

制度紹介

専門家があなたのビジネスを支援します！

●こんな時、ご相談ください

＜お問合せ＞財団法人堺市産業振興センター　産業振興グループ　TEL:072-255-9330　FAX:072-255-1185　http://www.sakai-ipc.jp/

センターNEWS

森　薫
環境担当マネージャー

（もり　かおる）

専門家派遣事業

●各分野の専門家がアドバイスします

●費用・派遣回数

●専門家派遣の流れ

新規事業についてのビジネス
プランをつくりたい

1回目・2回目：1回5,000円　3回目以降：1回10,000円（原則6回まで）
   事前ヒアリングは無料です。

中小企業診断士 公認会計士 税理士 経営士

技術士 弁理士 ITコーディネーター ＩＳＯ審査員など

社会保険労務士

販売促進を図りたい

ISO9000／14000を
認証取得したい

品質向上、生産性向上に
取り組みたい

事業の採算性を改善したい

業務のIT 化を図りたい 技術的課題の解決を図りたい
など

※年度単位の事業ですので、単年度の派遣回数に限りがあります。また年度内原則1テーマのご利用に限ります。

派遣の申し込み 専門家を選定 事前ヒアリングを
実施

実施計画書を
作成

負担金の
お支払い

派遣を実施 報告書を提出

経歴：
大日本インキ化学工業株式会社（現 DIC 株式会社）OB。塗装用アクリル樹脂の合成研究から
エンジニアリングプラスチックス（ＥＰ）の開発研究、ＥＰ営業本部長などを歴任。

　堺市は、今年の１月２３日に環境モデル都市としての認定を受け、「クールシティ・堺」の実現に向け、市民・事業者等と共に地
球温暖化対策に取り組んでいます。その戦略として、都市構造の変革、環境文化の創造とともに産業構造の転換（エネルギー・イ
ノベーション）が掲げられました。
　市域の温室効果ガスの排出を減らし、エネルギー大量消費型の産業構造から脱却し、低炭素型まちづくりを実現するために、「環
境担当マネージャー」として地域企業の省エネルギー、省資源化による環境配慮型経営への転換推進、環境関連ビジネス発展の
ための課題解決に向けて、中小企業の皆さまのお役に立てるよう努力していきたいと考えています。
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　堺市産業振興センターでは、平成 21 年度の人材育成事業として、ものづくり企業の次世代を担う人材にとって経営上必要とされる諸知

識を体系的に学ぶことができる連続講座や現場技術者のスキルアップを図る技術セミナー、高齢化による事業承継を課題としたセミナー、

経営力向上のための財務・人事関係セミナー等を開催する予定です。ぜひ、この機会にご参加いただき、貴社の人材育成にご活用ください。

　　　

　人事・給与業務は中小企業でも必須の業務でありながら、諸制度の改正やパソコンの活用技術等の変化に十分追随できず、労務管理や

社会保険・給与業務で人事データが活用できていないケースがあります。そこで、中小企業における人事・労務の実務上の諸問題の実例紹介、

経済産業省が進めるＪ－ＳａａＳ（インターネット経由で各種ソフトウェアを利用し、給与計算などが行えるサービス）による人事管理の利

点などをわかりやすく解説します。

セミナー紹介

中小企業向け人事セミナー

　製造業においては、製造技術と技能の向上が企業の発展のために欠くことのできない重要な要素となっています。そこで、当センター

では、近畿職業能力開発大学校と協力し、技術者の実践力を養う講座を開催します。

　なお、中小企業緊急雇用安定助成金の対象となる中小企業の場合、一定条件下で、教育訓練費の対象となります。詳しくは、ハローワーク

事業主支援コーナーでご確認ください。

テクノ・オープン・カレッジ

　中小・ベンチャー企業の社内で生み出された知的財産を、ただ権利を取得しただけで

はなく、どのようにして経営に活かしていくのか、どうすれば効果的に権利を活かせる

のか等について、事例を交えながらわかりやすく解説します。

中小・ベンチャー企業向け知的財産セミナー

7月23日（木）13:30～17:00

堺市産業振興センター　セミナー室1

制御装置におけるトラブル発生のメカニズムを理解し、有接

点シーケンス回路に関するトラブル対策方法を習得します。

①有接点シーケンス制御の概要

②機械の電気部品の構造及び発生する欠陥の種類・原因

③不良部品の原因推定とチェック作業

④有接点シーケンス回路の点検及びトラブル処理

（1）機械の電気系保全講座

日時

会場

無料

30名（先着順）

費用

定員

8月31日（月）・9月7日（月）・14日（月）9:50～16:30

近畿職業能力開発大学校（岸和田市稲葉町1778）

日時

会場

13,000円

15名（先着順）

費用

定員

講演：『中小企業にとって特許は必要か？ ～知的財産をどう経営に活かすか!!～』

講師：森特許事務所　所長・弁理士　森 收平 氏
日時

内容

無料 60名（先着順）費用 定員

製品設計のための3次元検証技術を習得します。

①3次元ＣＡＤによるモデル作成方法

②機械設計のための基本条件

③全体設計（アセンブリ）法

④ＣＡＥを活用した設計検証法

（2）3次元ＣＡＤ技術講座

9月2日（水）・9日（水）・16日（水）9:50～16:30

近畿職業能力開発大学校（岸和田市稲葉町1778）

日時

会場

14,000円

10名（先着順）

費用

定員

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

堺市産業振興センター　セミナー室5会場7月29日（水）14:00～16:15
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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



春は来ない！売上・収益ＤＩとも過去最悪を記録！   
            
            
            

中小企業の景気動向調査
（大阪府下1,308社）

　売上ＤＩはマイナス55.3（前回比-21.2ポイント）、収益ＤＩはマイナ

ス54.0（前回比-16.7ポイント）となり、売上・収益ＤＩともに調査を

開始して以来最悪の結果となりました。

　売上・収益ＤＩともに全業種が一段と悪化しており、製造業では、売

上ＤＩが36.0ポイント、収益ＤＩが30.5ポイント悪化したほか、運輸

業では、売上ＤＩが31.6ポイント、収益ＤＩが30.0ポイント悪化してお

り、ＤＩが大幅に悪化している業種もあります。

　4～6月期にかけて、売上ＤＩが3.3ポイント、収益ＤＩが2.0ポイン

ト持ち直す見通しですが、改善したと言えるほどの力強さはなく、先行

きの景況感は悲観的なムードが漂っています。

（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
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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～午前12時、午後1時～午後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
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：7月13日（月）、27日（月）、8月3日（月）、24日（月）、9月14日（月）、28日（月）午後1時～午後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：7月17日（金）、8月7日（金）、21日（金）、9月4日（金）、18日（金）、10月2日（金）午前10時～午前12時、午後1時～午後4時
　　 先着5名（相談日ごと）

●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）
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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。

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　午前10時～午後5時（ただし、祝休日・年末年始を除く）
●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


