
環 境
セミナー

事 例
発表会

【KES講師によるセミナー】
－KES環境活動を
　永く継続させる為に！－
　　　　11：00～11：45
【KES登録組織　事例発表】
㈱王将フードサービス
　　　　13：30～14：15
㈲本杉工機
　　　　14：30～15：15

ビジネス
マッチング
フェア
2013

目的： 企業間相互交流・自社製品PR
日時： 平成25年11月8日 （金）　10：00～ 16：00
場所： 京都工業会館　地下展示室

『KES困りごと相談会』

随時開催中！

KES倶楽部

入  場
無  料

主催：KES倶楽部
後援：特定非営利活動法人KES環境機構・京都府・京都市
　　　京都商工会議所・京都工業会・京エコロジーセンター
　　　京のアジェンダ21フォーラム

同時開催　会場：特別展示室

問い合わせ先
特定非営利活動法人 KES環境機構 事務局
TEL：075-321-4767・075-323-6686
FAX：075-322-6901
E-mail：kes-ems@keskyoto.org
URL：http://www.keskyoto.org

KES倶楽部とは・・・
KES審査・登録者の交流会です。
設立目的

活動内容

会 員

KES環境マネジメントシステムの運用や環境改善活動のための情報提供、
環境保全活動を通じてエコビジネス創出の機会づくりなどを目指します。

・環境情報をテーマにした交流研修会の開催
・KES倶楽部メールマガジンの配信

全審査・登録者参加制です。
会費2000円はKES認証確認審査受審時に1回のみ徴収
交流研修会は参加の都度、実費徴収 

KES倶楽部世話人代表
田中淳史よりご挨拶

本日はKES倶楽部主催の『ビジネスマッチングフェア2013』へご来場頂きまして誠に有難うございます。
KES倶楽部の活動としてKES登録組織のみなさまへ研修会、事例発表会、貸切バスでの環境関連施設の
見学会等を実施して参りました。このたび昨年に引き続き、KES登録組織のみなさまの益々のご発展を願い
まして『ビジネスマッチングフェア2013』を開催する事となりました。
非力では御座いますが今後も新たなイベントを企画立案し、みなさまのサポートをしていきたいと考えてお
ります。ご要望等が御座いましたら何なりとお申し付け下さいませ。



弊社は、近畿2府4県を中心に、35ブランド・約
1,500アイテムのエンジンオイルなどの商品を
正規ディーラー、カーショップ、自動車整備工場、
バイクショップに販売しております。また、工場
への工業油の販売も本格的に開始しました。

株式会社 FUKUDA

京エコロジーセンターは、京都市の環境学習・
環境保全活動の拠点施設です。館内には環境
について学べる展示や図書コーナーがあるほ
か、団体での見学受け入れや、環境講座の実施
などを通して、環境活動に取り組む個人や団体
を支援しています。そのほかにも事業者と共同
で企画展や環境プログラムの実施なども行っ
ています。

京エコロジーセンター
（京都市環境保全活動センター）1 2 3 4
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「ものつくりの課題解決」と「地球環境の保全」
に取り組む機械・工具専門商社です。製造業の
効率化という省資源・省エネルギーにつながる
事業のため、KESを2002年の登録から、事業活
動による環境負荷のコントロールや、環境関連
商品の販売管理に応用しています。

三共精機株式会社

「イメージを形にします!」
お客様からのご依頼に対して「NOとは言わな
いモノづくり」をモットーに、樹脂の機械・仕上
げ加工を1ヶから行っております。
「全てのお客様に安心と満足を提供する」の経
営理念のもとで、当社の加工技術により樹脂の
特色を活かした製品の軽量化・耐腐食化・透明
化等様々なご要望にお応え致します。

京都樹脂精工株式会社

前回のオリンピックの頃、明治時代から営んで
きた酒樽製造から容器・包装資材卸業に転じ
ました。再び東京でのオリンピック開催決定の
今、従来業務に加えて安心でおいしい地元食
材の提供、手作りによる木桶樽の製造販売を
通して、京都発の本物の「おもてなし」に取り組
んでまいります。

株式会社 樽徳商店

弊社は『勿体ない』を合言葉に、お客様の生産
設備や構造物の安心・安全のためのお手伝い
をご提案する、モータの整備・診断・設備保全
の会社です。又、お客様を通じて、地域社会や
環境負荷の低減を目指す、水を使用しない清
掃方法のドライアイス洗浄サービスも行ってい
ます。

Repair Factory
有限会社 本杉工機

当社で印刷する材質は糊のついた紙・プラス
チック素材・剥離紙（表面コーティングされた
紙）です。これは古紙として再利用できません
が、当社はすべて固形チップにしてもらい、熱
エネルギーとして再利用しています。

株式会社 大槻シール印刷

小規模製造業向け生産管理システム『Assist』
の展示デモ。
生産管理システムは中小企業以上を対象とし
た高価なものが多く、小規模製造業の身の丈
に合ったものが少なかったのですが、大阪八
尾市で自ら製造業を営んでいる㈱デジックが
開発した低価格な生産管理システムが注目さ
れています。

シスポート株式会社

京都府下のものつくり企業約100社が集結し、
幅広い技術領域でお客様の製品開発のお手伝
いをいたします。精密機器から各種計測器、制
御機器などメカニカル設計、電気回路設計、制
御ソフト開発技術により試作から対応いたしま
す。

京都試作ネット

LED蛍光灯は省エネ性の向上と価格の低下が
進み、「導入する方がお得 !」になっています。
今回の展示会では特別価格で「お得」を提案し
ます。また、水銀等代替やダウンライトのLEDの
隙間商品も提案します。

晶和電気工業株式会社

アイセックは、海外インターンシップを主幹事
業として世界113の国と地域に支部を持つ世
界最大の学生団体です。私たち環境プロジェク
トは、環境をテーマとした海外インターンシッ
プを運営しています。昨年度三共精機株式会社
様に中国人研修生を受け入れて頂き、同志社
大学にて環境イベントを行いました。

アイセック同志社大学委員会
環境プロジェクト

昭和30年に操業開始後、約60年間にわたり京
都から日本各地の農機具業界に向け『精米機・
製粉機』などの食品加工機を製造販売してきた
会社です。現在では、農機具業界だけでなく食
品業界を対象に、粉体機器（原料を微粉化する
機械）などの製造販売をしております。

宝田工業株式会社

省エネプランニングの他に、再生可能エネル
ギーの発電設備の提案や実証実験を手掛けて
います。
小型風力発電設備は京都府北部を中心に企業
や個人の方に、また、水力の利用としてマイク
ロ水力発電設備を近畿各地に、地元綾部では、
4MWの太陽光発電所の立上げ・管理に携わっ
ております。

岡山電設株式会社

太陽光の光質に近い3波長型ワイドバンド
LED、HEFl照明の光質制御を核に、省エネ、強
光量の独自の植物工場向け農業照明を開発し
ています。植物工場産、機能性野菜の特徴であ
る①無農薬②安定生産③安定品質を生かし、
天然栄養成分ホールフーズを利用した栄養補
助食品事業を進めています。

ツジコー株式会社

きょうとNPOセンターは、地域や社会の課題解
決に向けて、NPO、大学、企業、行政等の各セク
ターをつないで、ビジネスイノベーションにつ
ながるような事業構築に取り組みます。取り組
みの担い手としてNPOへの自立支援だけでな
く、社会課題に関心を持つ企業や個人等と
NPOのマッチングにも取り組んでいます。

特定非営利活動法人
きょうとNPOセンター

樹脂フイルム、両面テープ、ゴムシートから印
刷物に至るまで、様々な材料の抜き加工を行っ
ております。クリーンルームや外観検査の必要
な工業製品以外にもスマホ用の保護フイルム
やウインドウステッカー類も取り扱っており、数
個の試作から大量生産まで幅広く対応いたし
ます。

三幸総研株式会社

商品を選ぶ際に、まずは必要性を考え、次に
「環境」に配慮された商品を選ぶことが「グリー
ン購入」です。京都グリーン購入ネットワーク
は、京都府、京都市、府内自治体、事業者、市民
団体、個人が参加し、グリーン購入への理解を
深め、普及を図るため、グリーン購入に役立つ
様々な情報や京都の取組み、商品に関する情
報交換や研究会等を開催しています。
より多くの皆様のご参加をお待ちしています。

京都グリーン購入ネットワーク

大仰ですが…
「行動する会社」の本気をサポートします。
■販売推進支援に直結したwebサイトの制作
■DTP編集を深化させたDTPの自動化
■美しい写真を超越したもっと美しい画像
是非、四条黒田をお試しください。

有限会社 四条黒田

空調に【冷熱・暖熱・情熱】の3つの熱で応える
設備会社。設備工事・メンテナンス・機器販売
を通じて様々な空気と関わり続け、今年で設立
50周年。これからは実績ある「感覚を満たす空
調」に加え、革新ある「心を癒す空調」の追求
へ。そこで消臭・除菌・リラクゼーションに焦点
を当て、環境にやさしい商材の数々をご紹介。

株式会社 京都設備

京都市そして京都府、滋賀県、大阪府の一部を
営業地域として、地域の皆様そして地域社会の
発展に寄与することを基本理念としている協同
組織金融機関です。平成24年度より「KESステッ
プ2SR」へステップアップし、CSR活動に取り組
んでいます。環境配慮型金融商品などの当金
庫の取り組みをご紹介します。

京都信用金庫

●カットワンで蛍光灯の節電－直管2灯用40W
の蛍光灯器具において、片方に通電ダミー
管カットワンを入れて、もう片方の1灯のみを
灯けて節電（約45%）をはかるものです。
●ライタップ反射板－暗い蛍光灯（40W、110W）
を約30%明るくする高性能反射板です。
●カットワンセーバー－直管2灯式LED蛍光灯
の節電

株式会社 日本エナジー研究所

Kissoでは、主に留学生の就労支援をおこなっ
ており、定期的にセミナーや企業様との交流会
を通じて、グローバルな人材をご紹介するお手
伝いを行っております。今回は、ワークショップ
へのご参加戴きたい企業様へのご案内です。
フクケンでは、訪問介護従事者向け支援システ
ムのご案内です。

特定非営利活動法人 京都留学生支援機構
株式会社 フクケン

店舗、事務所、会社などから出る『事業系ごみ』
から家庭で廃棄される『粗大ごみ』まで、あらゆ
るごみ、廃棄物は、許可を受けた業者しか取り
扱えません。『ごみ』処理のことなら、信用と実績
の「京都環境事業協同組合」にお任せください!
京都環境事業協同組合とは・・・京都市内の事
業所から出る『ごみ』を収集、運搬、処理する業
者の組合です。現在83社が許可業者です。

京都環境事業協同組合 KES
ビジネスマッチングフェアの開催をお祝い申し
上げます。
KESを生かして、環境経営に取り組んでいただ
いている各社様が、このような機会を通じて、
相互にコミュニケーションを図り、更なる活動
の活性化やビジネスの創出にお役立ていただ
くことを心より願っています。
展示会当日は、終日、KESに関して相談に応じる
体制としていますので、疑問や質問、あるいはア
ドバイスなど、何でも気軽にお声かけください。

特定非営利活動法人
KES環境機構

会場展示案内図
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