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「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ケ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。　　　　　　　

「ものづくりの課題解決」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。

三幸総研では、プラスチックフィルムや発泡体・

両面テープなどの打ち抜き加工を行っております。

量産はもちろんですが、『試作』にも重点をおい

ており、豊富な常備在庫、超短納期対応で１個か

ら承ります！

抜き型不用のカッティングプロッター試作は、

即日加工が可能ですので、是非お試し下さい。

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。

樽徳商店は、江戸時代から高瀬川のほとりで、

酒樽屋を営んで来ました。現在では、容器・包装

資材を中心に、日用品から食用品まで、幅広い商

品を扱うプチ商社です。

これまで培ってきた伝統とネットワークを活か

し、更に新しい分野にもチャレンジしています。

半導体関連部品、医療関連部品、大学、研究所試作な
どあらゆる分野のアルミ切削加工を手掛ける、長
濱製作所です。
アルミ加工の短納期 (着手より3泊4日)、高精度、
多品種少ロットを武器に社員一同、次行程はお客
様という意識で日々切磋琢磨しております。
お困りのことがあれば、長濱製作所までよろしく
お願いします。

初めまして日産スチール工業 (株 )です。
弊社はスチール、ステンレスから、スーパーなどの
レジ台、流し台や、学校、オフィスなどで使うロッ
カーなどを製造販売するメーカーです。
このたび、緊急時の備えを保管する「災害時緊急
備品保管庫」を開発いたしました。
是非、ご覧ください。

京都・伏見の地で半世紀に渡って培われたものづ

くり技術を背景に、自然エネルギー活用機器の

開発から設計、製作、設置までトータルでお応え

します。京都で生まれ育った風力発電機

KYOWIND。平成 23 年 5 月に、京都力結集「京エ

コハウス」にも導入していただきました。

安心して暮らせる場、ゆっくり寛げる場、楽しく
子育てが出来る場、家族が成長出来る場、私達の
様々な暮らしを『健康に守り続ける器』として家
には大きな使命があります。京都に似合う家づく
り、京都の環境を高め合う家づくりとして私達が
大切にしていることは『性能』と『デザイン』。家
は性能 × デザインです。『丈夫で長持ちする家 ×
カッコよくてキレイな家』大切な家づくりに本気
で取り組んで参ります。

２. 京都樹脂精工㈱ ３. 三共精機㈱

4. 三幸総研㈱

１. ㈲四条黒田

9. ㈱樽徳商店

5. ㈱長濱製作所 6. 日産スチール工業㈱

8. 生田産機工業㈱7. ㈱片山工務店

きょうとＮＰＯセンターは、市民社会のさらなる
発展を目指して事業（プロジェクト）型の活動を
展開しています。ＮＰＯ、大学、企業、行政等の
各セクターをつなぐ幅広いネットワーキングの
「橋渡し役」として、活動の担い手の出会いを促し、
多様な主体がゆるやかな連帯のもとで参画できる
事業を提案します。

試作から量産まで、高品位の「モノつくり

ソリューション」サービスを提供します。

金属機械加工から工芸品ソフトウェアまで幅広

く対応しお客様と試作パートナー企業とを結び

つけます。

京都の地元農家さんと連携して、新鮮野菜の移動
販売・宅配業務を展開しています。地元の農家さ
んでは、せっかく野菜を作っても規格外の野菜は
販売しづらく、廃棄せざるを得ないと言う悩みが
あります。そこで、形が悪くても十分に美味い
野菜を高齢の為に遠くまで買い物に行きづらい
消費者へ、移動販売で生活支援をしております。

「複合機からの出力枚数を減らして経費削減と
環境負荷低減を実現したい」とお考えではありま
せんか。これを実現するためのヒントをご用意し
て皆様のお越しをお待ちしております。
私達は、弊社の事例の提供や取扱商品の提案を通
して皆様のより良いオフィスづくりと価値創造の
お手伝いをします。ぜひお立ち寄りください。

近年話題となっている米粉ブーム。

弊社では、家庭用から業務用まで、米粉を作る

機械を製造・販売致しております。米粉に興味

のある方は、是非一度ブースにお立ち寄りくだ

さい。

【建築物の命を大切にするミラノ工務店】

ミラノ工務店は、建築物を命ある生命体として

捉えています。新しい命を誕生させ、大切に育

み、そして新しく再生させる・・・このような、

建築物の命の営みをサポートし、施主様と永い

お付き合いを重ねていくのが私達の変わらぬ姿

勢です。

京エコロジーセンターは環境学習・環境保全活動
の拠点として、地球温暖化防止をテーマに様々な
事業をおこなっています。施設見学の受け入れや
事業者向けセミナーの開催など、社員研修の場と
して、また館内には様々な展示があるほか、企画
展示コーナーもあり環境に配慮した製品や取り組
みをＰＲする場としてもご活用いただけます。

環境負荷を軽減する新しい表現方法の
印刷物をはじめ、鮮やかなシルクスクリーン
の表現をご覧ください。

従来のパッケージ産業の枠を超えた” 総合パッ

ケージング企業”として、環境問題、コストパフォー

マンスの促進、グローバル市場への進出など様々

なアプローチを続け、お客様へ常により良いもの

をご提案していき、オンリーワンの価値創造企業

を目指していきます。

アルコムが開発した「特許梱包 H&L」は、強化ダ

ンボールが更に進化した簡易ECO梱包です。

大型製品もより簡単に梱包・開梱する事を実現し、

リサイクル・リユースも可能にしました。

アルコム株式会社は、梱包、輸送に関わる物流業

界を支えている梱包のエキスパートです。

3.11 以降、オフィスにおける節電対策として注目
を集めている LED 照明。複数のメーカーの LED
照明を実際にご覧いただき、比較が可能です。ま
た、消費電力計測システムにより、LED 照明の節
電効果をリアルタイムで確認できますので、ぜひ
ご覧下さい。その他、オフィスで出来るエコな
取り組みをご紹介致します。

自社開発、国内生産のLED専業の開発提案型メーカー

として、3月で20年になります。LED専業メーカー

の観点から、プラスワンアイデアを加え、お客様

一人一人の目的や条件に合ったカスタマイズ商品を

お作りします。市場の多種多様なニーズに柔軟に対

応し、お客様から高い評価を頂いています。

アイドリングストップ機能付タクシーを 10 年前

より導入。

合わせて、自転車を載せられるキャリアも 18 台

に取付て自転車使用をサポートしています。

シール、ラベル、ステッカーの製造。

早い見積り、短納期を心がけています。

23. 特定非営利活動法人
きょうとNPOセンター

25. 京都試作センター㈱

17.㈲スポット便 (きょうの実）

22. 平安キヤノン事務機㈱

13. 宝田工業㈱

10. ㈱ミラノ工務店

24. 京エコロジーセンター
　京のアジェンダ 21フォーラム
京都市ごみ減量推進会議　

14. ㈱アートスクリーンヨシオカ

20. ㈱アクト石原

11. アルコム㈱

16. ㈱ウエダ本社

21. エーシック㈱

12. ㈱エコロ２１

15. ㈱大槻シール印刷

会
場
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示
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弊社は、航空機・自動車・油圧機器部品などの
産業機器部品の切削加工及び、組み立てをしてい
る会社です。
50年以上にわたって築き上げた、確かな技術力で
貴社製品の性能が十二分に発揮できる製品作りに
取り組み、品質・コスト・納期のご要望に対して、
ご満足いただける対応ができるものと確信して
おります。

18. ㈱名高精工所

節電照明器具は LEDだけではありません。

現在の蛍光灯照明器具と同等の明るさや光の広

がり、見えやすさを実現しながら 30 ～ 40％の

節電と、４万時間の長寿命・かつ低価格を実現

した省エネ照明器具  CCFL 蛍光灯ソラナを

もう一つの選択肢として提案します。

19. 晶和電気工業㈱



KESビジネス
マッチングフェア2012

13：３0～ 14：00

14：00～ 15：00

入場無料

日  時 ： 平 成 ２４ 年 ３ 月 ８ 日 （木）
       １１：００～１６：００
会 場  ：京都工業会館 地下展示場

『ＫＥＳ困りごと相談会』

同 時 開 催 会場 / 特別展示室

研修セミナー

事例発表会

随時開催中！

ＫＥＳ倶楽部

主催：KES 倶楽部

後援：特定非営利活動法人 KES 環境機構

【講師 KES 理事 井田 玉枝】
『環境改善項目の作り方講座』

「京都樹脂精工 (株 )　山口信久」
「宝田工業 (株 )　　　天野廣海」

問い合わせ先

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

KES倶楽部代表 田中淳史
本日はＫＥＳ倶楽部主催のＫＥＳビジネスマッチングフェア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。今年はＫＥＳ登録制度が始ま
り１０年という節目を迎え、ＫＥＳ倶楽部としてもＫＥＳ登録組織のみなさまの益々の
ご発展を願いましてＫＥＳビジネスマッチングフェアを開催するに至りました。
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。

平素はＫＥＳにつきまして格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さてＫＥＳは、①取組みやすい（シンプルなシステム、低コスト）、②ＫＥＳを活かす
（「環境経営」や「社会（地域）との共生 」の機会を提供）ことをテーマに策定しました。
①取組みやすいシステム は、ＫＥＳ環境機構で今後も努めてまいりますが、
②ＫＥＳを活かす  は、ＫＥＳを取組まれている組織の皆様とＫＥＳ倶楽部の活動に期
待されるところであります。今回の「KESビジネスマッチングフェア」はまさに、「環
境経営」という共通のテーマをもつ組織が、それぞれの組織の環境配慮のセールスポ
イントをアピールし、「ビジネスチャンスを創造する場」に結び付けることが「社会（地
域）との共生」にも貢献できることと考えます。
今後とも「ＫＥＳ倶楽部」における活動が、②ＫＥＳを活かす の機会を積極的に創造
していただくことを期待いたします。

KES 倶楽部とは ...
KES 審査・登録者の交流会です。

設立目的
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。

活動内容
・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

会 員
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環境機構専務理事 津村昭夫

ご挨拶


