


　今、世界の中で、日本のクリエイティブ産業が大人気であることをご存じでしょ

うか。中国では日本のファッションが、フランスでは日本のアニメ・コンテンツが

人気で、日本のクリエイティブ産業は国際的に「クールジャパン」と称され高い評

価を受けています。

　他方、この人気がビジネスに結びついているかというと、残念ながら “ ノー ” と言

わざるを得ません。例えば、ファッション分野で人気のある中国への繊維産業の輸

出入比率は２％と、イタリア１４９％・韓国５０％等と比べると極端に低く、さら

にコンテンツ産業全体の輸出比率をとってみても米国が１７．８％あるのに対し日

本は１．９％しかなく１桁少ない状況です。

　そこで、この埋もれたビジネスの種を掘り起こし、２１世紀の日本のリーディン

グ産業にしようという動きが出ています。すなわち、これまで日本産業の成長を先

導してきた、自動車・エレクトロニクス産業にだけ依存するのではなく、新・産業

構造の１つの柱として文化産業（コンテンツ等）を位置づけ、今後の日本経済を牽

引する産業に育てようというものです。（参考：「産業構造ビジョン２０１０」

（http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004660/index.html））

　コンテンツ産業だけで捉えてみても、今後、コンテンツ制作と事業展開を担う人材を育

成し海外市場の潜在的利益を現実化する等により、２０２０年には国内外売上高５兆円増

（１５兆円→２０兆円）、雇用５万人増（３１万人→３６万人）になると予想されており、

潜在市場は大きいといえます。（参考：「コンテンツ産業の成長戦略に関する研究会報告書」 

（http://www.meti.go.jp/press/20100514006/20100514006.html））

　このような状況を踏まえ、近畿経済産業局では、関西の強みを活かし関西

にクリエイティブ・ビジネスの新たな市場形成を進めるため、関西経済連合

会はじめ多くの方々にご協力いただき、「ＣｒＩＳ関西」（クリエイティブ・

インダストリー・ショーケースｉｎ 関西）事業や「大阪創造取引所」事業等

を 実 施 し て い ま す。（ 参 考： 「関 西 メ ガ・リ ー ジ ョ ン 活 性 化 構 想」

（http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/21FY_MEGA/mega_rolling21.html））

　以下、これまでの成果事例を交えて、今年度の取り組みを御紹介しますので、奮って御参

関西クリエイティブ・ビジネスの躍動！
～ 大阪創造取引所、ＣｒＩＳ関西の取り組み～

担当課室：コンテンツ産業支援室
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加ください。最新情報は、今後、Twitter（アカウント名：criskansai2010）でも配

信する予定です。

１．大阪創造取引所事業（http://osaka-torihiki.jp/）

　大阪創造取引所は、環境、医療、教育、食、デザイン・ファッション等あらゆる

分野での産業用コンテンツ及びメディア・コンテンツ等の利活用の拡大を目指し、

受発注や提携等の取引のためのビジネスマッチングを行うことを目的に実施してい

ます。

　昨年は、５３の出展企業・団体、３４のバイヤー企業・団体、延べ２，２８０人

が参加し、７５０件以上の商談が行われ、多くのビジネスマッチングが実現されま

した。

　今年は、平成２２年１０月２６日（火）・２７日（水）に堂島リバーフォーラムで

開催します。優れたコンテンツをお持ちの方は、ここに出展し販路拡大を図ってみ

ては如何でしょうか。８月末まで出展者及びバイヤーの参加登録を受け付けていま

すので、奮ってご参加ください。

　参加者メリットとして、出展者の方には、ビジネスマッチングの機会創出はもと

より、①アジア市場（シンガポール・香港等）への進出支援、②将来有望なクリエイ

ティブ作品を顕彰する「大阪創造取引所アワード（仮称）」への参加、③年間を通じ

てビジネスマッチングをサポートしてくれる「創造クラブ（仮称）」への参加等を予

定しているところです。
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ＴＶ人気キャラクター導入で商品価値が２倍に

大阪創造取引所（２００８年）に参加した有限会社まんてん堂は、

大阪デジタルコンテンツビジネス創出協議会に所属するコンテン

ツ企業。創造取引所において、ＮＨＫ教育ＴＶで人気のアニメキャ

ラクター “やさいのようせい ”の権

利保有会社と出会い、乾燥やさい

チップス「やさいのおやつ」を共同

開発し伊丹空港等で販売。人気キャ

ラクターを上手く商品パッケージに

使用することにより、通常なら 500

円程度の商品が、1,000 円で販売す

ることができ売上げ向上に直結した。

事例紹介1

学生のゲームソフトコンテンツが
プロジェクターの製品販売に貢献

　三洋電機株式会社は、自社開発した近距離投影可能なプロジェ

クターを紹介するため、大阪創造取引所（２００８年）に参加。

そこで、大阪電気通信大学ゲーム学科の高見准教授と知り合い、

学生が制作したゲームソフトを無償提供するのでプロジェクター

の販売用コンテンツとして使っ

て欲しいとのオファーを受け、

翌年の大阪創造取引所（２００

９年）はじめ各地の展示会で活

用。製品に付加価値が生まれ販

促に貢献するとともに、学生の

モチベーション向上にも寄与した。

 

事例紹介2
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２．クリエイティブ・ビジネス環境整備事業（http://www.mebic.com/cris2010/）

　上記、大阪創造取引所事業を補完するものとして、以下の取り組みを実施します。

詳細が決まり次第、上述のＨＰアドレスにアップする予定です。参加無料ですので

興味があればぜひ参加してください。

（１）継続的な商談機会創出事業

　　 　コーディネーター主導でクリエイターやコンテンツ制作企業を紹介し、ジャンル

　　 毎の案件成約率を高めていく小規模な分野別展示商談会を開催します。対象分野

　　 としては、映像、デザイン、ＷＥＢ、ＣＧアニメ、キャラクターの５分野を予定し

　　 ています。

（２）トップクリエイターによる実践的な人材育成事業

　　 　クリエイティブ・ビジネスの最大の経営資源である「人」のレベルアップを図

　　 ることを目的に、トップクリエイターによる実践的な人材育成ワークショップ

　　 を開催します。

（３）新たなビジネスモデルの創出促進事業

　　 　分野横断的な横の繋がりを深め、新たなビジネスモデル構築の環境を整備する

　　 ことを目的に、クリエイター等を対象としたコミュニティイベントを開催します。

３．クリエイティブ・インダストリー・ショーケース ｉｎ 関西（ＣｒＩＳ関西）事業

          （http://www.criskansai.jp）

　ＣｒＩＳ関西は、クリエイティブ・ビジネスの新たな市場形成を進めるため、そ

の関連イベントを一定期間に開催することで、マーケットの形成、多様な人材交流・

人材育成、情報発進力強化等を促進すること目的に実施しています。

　開催当初は、６イベント・約８千人の参加からスタートしましたが、回を重ねる

毎に規模が拡大し、昨年は２０イベント・約３４万人と多くの関係者の方々の参加

をいただくまでになりました。

　そこで今回は、対象イベントを、①ＢｔｏＢ関連分野（クリエイティブの産業化）、

②人材育成関連分野（クリエイティブ人材の育成）、③観光コンテンツ関連分野（関

西ブランドの発信）の３つに絞り込み、以前より産業化を意識した取り組みに深化

させています。
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　以下、今年度の概要（予定）をご紹介しますので、興味のある事業・イベントに

ぜひ御参加ください。
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ＣｒＩＳ関西 2010 予定行事の概要

リビング＆デザイン
日程：9月29日（水）～10月2日（土）
場所：インテックス大阪
主催：（社）大阪国際見本市委員会
概要：住空間関連企業やクリエイター等、海外

を含む出展者の参加を得て、これからの
すまいについての新しいアイデアを提案。
感性の高い住空間の新しいコンセプトに
出会える国際見本市。最終日はBtoBだけ
でなく一般にもオープン。

テクニカルコミュニケーションシンポジウム
2010

日程：10月7日(木)～10月8日(金)
場所：京都テルサ
主催：(財）テクニカルコミュニケーター協会
概要：利用マニュアルの作成に資するコンテン

ツや表現技術に関するシンポジウム。

大阪創造取引所2010
日程：10月26日(火)～27日(水) 
場所：堂島リバーフォーラム
主催：関西経済連合会、近畿経済産業局等
概要：企業の付加価値を高める手段として新た

なコンテンツの利活用に関するビジネス
マッチングを実施。

対象：（出展者）クリエイター・コンテンツ制作企
業、コンテンツ利活用につなが
る先端技術研究企業等

（来場者）メディア関連、サービス業・製
造業のバイヤー、広報関係者等

ｵｰﾌﾟﾝ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ ＩＣＴ in 京都
日程：10月12日（火） ～13日（水）
場所：京都リサーチパーク
主催：（株）京都リサーチパーク
概要：ICT関連の大手企業と中小・ベンチャー

企業とのビジネスマッチング、海外を含め
たＩＣＴについての情報交換の場。ＩＴ関連
企業と欧州など10カ国のＩＣＴ展示及びプレ
ゼンテーション。

ＤＥＳＩＧＮ優品関西
日程：9月3日（金）～4日（土）
場所：中之島バンクス
主催：（財）大阪デザインセンター、大阪府産業

デザインセンター
概要：関西企業やデザイナーが生み出す優れ

たデザイン商品を展示。関西デザイン・技
術の高さを可視化、国内外に広く訴求する。

BtoB関連

人材育成関連

KYOTO CMEX 2010
日程：9月25日(土)～12月12日（日）
場所：太秦・烏丸御池エリア
主催：KYOTO Cross Media Experience実行委

員会
概要：マンガ・アニメイベント、ＣＧアニメコンテス

ト、太秦シネマフェスティバル、HISTORICA
（映画祭）、クリエイターズサミット、京都映
画若手才能育成ラボ等の活動を一体的に
開催しクロスメディアの観点から、京都の
ポテンシャルと魅力を国内外に発信。

クリ博就職セミナーin大阪
日程：10月26日（火）
場所：大阪市内
主催：（株）デジタルスケープ
概要：ゲーム・アニメ・映像・映画・音楽・Ｗｅｂ・

ＩＴなどのコンテンツ産業の人材のマッチン
グイベントにより、関西の地域の教育機関
コンテンツ産業の発展に貢献する。

学生映像コンテスト BACA-JA2010
日程：11月2日(火）
場所：大阪大学中之島センター
主催：関西テレビ放送
概要：斬新なアイデアと豊かな感性あふれる次
世代クリエーターの発掘・育成を目的とし、
学校単位で応募する唯一の映像コンテスト。

FM802 MINAMI WHEEL 2010
日程：11月12日(金)～14日(日)
場所：ミナミエリア周辺ライブハウス
主催：FM802/MINAMI WHEEL2010事務局
概要：次代を担う新人アーティストのショーケー

スライブと関西地区以外からのアーティス
トも招いたパフォーマンス。

第30回「地方の時代」映像祭2010
日程：11月20日（土）～11月26日（金）
場所：関西大学千里山キャンパス
主催：日本放送協会、（財）日本民間放送連盟、

関西大学、吹田市
概要：「地方の時代」というキーワードで放送界、

市民・自治体、学校が相互に学びあい、
新たな方向性、アプローチを展開。

第6回学生国際ショートムービー映画祭in関空
日程：11月27日（土）
場所：関西国際空港エアロプラザ
主催：NPO法人南大阪地域大学コンソ-シアム
概要：学生の制作によるショートムービーのた

めの映画祭。CM制作のための商談会も
同時開催。
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田辺・弁慶映画祭2010
日程：11月5日(金)～7日(日)
場所：紀南文化会館（和歌山県田辺市）
主催：田辺・弁慶映画祭実行委員会
概要：地域の情報発信チャンネル拡大、次世代

を担う監督の育成を意図しながら、映画文
化による地域活性化を目指す。

Cool Experience in JAPAN （Renaissance 
in Industrial Heritage NAMURA)

日程：12月11日(土)～25日(土) 
場所：中之島西エリア～名村造船所跡地
主催：KansaiCreativeFactory 推進協議会(P)
概要：ほたるまち港から名村造船所跡地までク

ルーズし、ノンバーバルパフォーマンスの
トライアウト講演を実施。また名村造船所
跡地の建物の壁をキャンバスとして幻想
的なアートプロジェクションにて装飾。

第５回湖族の郷アートプロジェクト
日程：11月20(土), 21(日), 23(祝), 27(土), 28(日)
場所：大津市堅田地域
主催：湖族の郷アートプロジェクト実行委員会
概要：成安造形大の有志の学生、他大学生、地

元作家などが、堅田の町中に作品展示を
行い空き家カフェ、アートマーケット等参加
者の楽しめる企画。同時にチャレンジギャラ
リーART&CAFÉ飛田邸をオープンし若手作
家の発表の場を提供。

Japan Pop Culture Festival 2010
日程：11月末～12月上旬予定
場所：関西国際空港
主催：Japan Pop Culture Festival 実行委員会
概要：日本のポップカルチャーコンテンツを国際

空港に集め、新しいコンテンツの創造を目
指すと同時に、京阪神を中心に新しい観光
コンテンツを生み出し世界に発信することで
インバウンドの誘致をはかる。

第15回アニメーション神戸 ・授賞式
日程：11月28日(日)
場所：神戸国際会議場他
主催：アニメーション神戸実行委員会、神戸市、

神戸デジタルコンテンツ振興会議
概要：国内の商用アニメーションやクリエイター

を対象としたアワード及び人材育成ワー
クショップを一体的に実施。

観光コンテンツ関連

なら国際映画祭
日程：8月25(水)～28(土)
場所：奈良県文化会館界隈
主催：ＮＰＯ法人なら国際映画祭実行委員会
概要：伝統文化と祈りの場、美しい自然の調和

する「奈良」を世界に発信する映画祭イ
ベント。

びわ湖大津 秋の音楽祭
日程：9月18日(土)～11月23日 (火・祝)
場所：びわ湖ホール他、大津市街の施設
主催：びわ湖大津秋の音楽祭運営協議会
概要：大津市中心市街地活性化の取組の一環

として、大津祭のある時期に、地域文化施
設や企業団体が協力して、クラシックコン
サートから歌舞伎までジャンルにとらわれ
ない音楽祭を開催。

信楽陶芸トリエンナーレ2010
『信楽まちなか芸術祭』
日程：10月1日(金)～11月23日(火)
場所：甲賀市信楽地域
主催：信楽陶芸トリエンナーレ実行委員会
概要：伝統技術が受け継がれ、窯跡や古民家

などやきものの郷としての風景も残されて
いるこの地域で、陶芸をテーマにした多彩
なアートイベントを街中で開催し、信楽ブラ
ンドの発信を目指す。

ゆるキャラ®まつり in 彦根 ～キグるミさ
みっと2010～
日程：10月23日（土）～24（日）
場所：夢京橋キャッスルロード、中心市街地周辺
主催：ゆるキャラ®まつり in 彦根実行委員会
概要：ゆるキャラブームの火付け役となった「ひこ

にゃん」をはじめ、各地域のキャラクターが
それぞれの地域への誘客と地域イベントの
ＰＲを行い、ゆるキャラを観光コンテンツとし
て発信。

NAKAZAKI JAZZ JAMBOREE
日程：未定（11月中旬予定）
場所：大阪中崎町エリア
主催：西日本電信電話株式会社
概要：地域振興型観光コンテンツとして、ＪＡＺＺ

ミュージックを通じて地域の魅力を再発見
する市民参加型イベントコンテンツ

※本図は7月末時点の予定です。
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4．その他

　最後に、この春に民間主導で立ち上がった、いつでもどこでもＷＥＢ上でビジネ

スマッチングができるサイト『ジュハッチュー』」（http://creators-cris.jp）を御紹介

します。

　これは、期間限定のビジネスマッチングイベントだけでは、なかなか商談・成約

まで至らないとの声を受けて、関西のコンテンツ関連団体をはじめ多くの関係機関・

団体の協力のもと試行的にスタートされたものです。

　『ジュハッチュー』のホームページ上に、発注者が「仕事の依頼内容」と「発注金額」

を掲載すると、このシステムに登録しているクリエイター（７月末現在１７０人程度）

が、数多くのクリエイティブなアイデアを提案するというシンプルなものです、誰

でも参加できるので是非一度御覧下さい。

　お問い合わせ先は、Creators Station ジュハッチュー事務局（TEL.06-6809-2252、

Mail　operate@creators-cris.jp）となります。

11

特集

E ! KANSAI  2010 年 8月号



　製造産業課では、管内の元気のある中小製造
業の情報発信に取り組んでいます。
　今回は、航空機部品加工分野で先駆的な取組
をされていますミツ精機株式会社（本社：淡路市）
をご紹介します。

　1978年、油圧関連から事業をスタートさせた
ミツ精機は、航空機・宇宙機器等の各種機械部
品の製造、メリヤス・ニット機械のアセンブリ、
その他医療機器等の機械加工などを行っている
当地の代表的な企業である。
　淡路島という立地は、ふりかえってみれば同
社の事業展開にプラスに働いた。というのも、
明石海峡大橋が供用されるまでは顧客とのコン
タクトを頻繁に、気軽に行える立地ではなかっ
たため、結果的に「自分たちで何でもやらざる
を得ない」という状況の中で、機械加工の「前工程」や「後工程」を自社内で持つこ
とにより、ものづくりを完結させるというミツ精機の基本姿勢が徐々に出来上がって
いくことになったからである。また、発注企業から頻繁に指導を受けにくいことから、
発注企業のOBを積極的に雇用することで、マーケットの確保と技術の向上を継続的
に行ったこともプラスに働いた。
　1979年から航空機部品の製造を行っているが、最初から儲かったわけではない。社
内では「航空機は感動がなければできない」と語られているのだが、航空機関連の機
械加工は難しいことだらけであったようである。しかも、投資に対してリターンがか
なり遅れてくることもあり、航空機オンリーでの経営は実質的には難しいと考えてい
た。同社の場合、事業のもう一方の柱であるニット編機部品の機械加工・アッセンブリー
での収益を「次の柱にする」航空機のためにつぎ込んだことによって、航空機を事業
の柱に据えることに成功している。

ライバルは同業者だけではなく海外企業とお得意様
ミツ精機株式会社 代表取締役社長　三津 千久磨さん

「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業を紹介するコーナーを設けました。

今回はミツ精機株式会社、上海潤東バイオテクジャパン株式会社をご紹介します。

担当課室：製造産業課
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<企業紹介のコーナー>



　その後、1996 年の B737 関連の受注
を皮切りに、CRJ、CX、PX関連の受注
を実現しているが、この間、必要な設
備にはどんどん投資を行い、既存の同
規模の同業者を上回る設備を持つに
至っている。時には、顧客が持つ設備
を仕事とともにミツ精機に移設するこ
ともあったが、驚くべきことに、顧客
企業がその後同社を訪れたところ、新
品の設備で機械加工を行っており、顧
客から譲られた設備は展示品用に鎮座
していたというエピソードまであるく
らいである。というのも、「これからは海外企業とお得意様がライバルである」と三
津社長が語るように、顧客企業よりもいい設備をすることで、ミツ精機を顧客が選
ぶという戦略を取っているからである。

　ミツ精機のビジョンには、「創業 50年で、難削材の評価日本一」と謳われている。
また、売上高の 10％を機械投資に、1％を人材教育投資に、というスタイルを取っ
ている。こういった長期的な取り組みを可能にしているのも、しっかりと顧客や社員、
金融機関などのステークホルダーにコミットできる経営計画をもっているからこそ
である。
　現在、航空機産業では単なる機械加工の工程外注は減少傾向にあるため「機械加
工外注」企業であるミツ精機にとっても、新たな取り組みが必要となってきている。
そのためには、難削材の加工ノウハウの習得とともに航空機部品のキット化への取
り組みが重要と位置づけている。自社の得意分野を強めるとともに、実力のある企
業とのアライアンスにより、顧客が望む部品をひとつでも多く供給する狙いである。
また、当面のライバルである海外企業に対抗するため、「24時間、365 日稼動」＋「最
新設備」によるコストパフォーマンス向上に取り組んでいる。
　今後、同社が、関西の航空機部品供給ネットワークの一つの核として成長し、牽
引していくことが期待されている。

会社名：ミツ精機株式会社　
所在地：兵庫県淡路市下河合 301
電話番号：０７９９－８５－１１３３

写真：100 台を超える最新工作機械
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　投資交流促進課では、関西への対日投資を促進
するため、海外へのプロモーション活動や、関西
に進出した外資系企業の定着支援に取り組んでい
ます。今回は、日本と中国を舞台に、機能性食品
や医療機器等の開発支援サービスを提供する企業
として活躍されている上海潤東バイオテクジャパ
ン株式会社（本社：神戸市）をご紹介します。

■事業概要と特徴
　上海潤東バイオテクジャパン社は、中国最大級の病院、「南京医科大学附属病院」
における診断薬の研究開発や臨床試験の日本受託窓口として、2003 年末に神戸市に
おいて設立されました。日本と中国の両国において、医療と健康に関連する製品開発・
販売のコンサルティング、そして臨床試験実施の支援サービスを行っています。具
体的には、特定保健用食品や中国保健食品などの機能性食品と、医療機器、医療技
術などに関連する法規の適合性確認、薬事申請手続き、市場調査、知的財産権管理
等のサービスを提供しています。
　「最近は日中の企業はもちろん、ヨーロッパなどの顧客も増えてきています。中国
での臨床試験だけでなく、世界中から中国市場自体への関心が高まっているようで
す」と流暢な日本語で語るのは、学生時代に神戸大学に留学経験を持つ陳 建君代表
取締役社長（写真）。一方、日本市場については、「中国のほか海外からの関心はあ
るものの、言葉や地理的な問題から、情報不足でわかりにくいという声をよく耳に
します」とのこと。これらのお客様のニーズに対し、同社は日中英の言語力や提携
企業とのネットワークといった強みを活かしたソリューション提案を行っています。

 ■関西での挑戦、関西への期待
　世界的な食品メーカーのネスレを退職された陳社長が、起業される地として関西
の神戸を選んだのは、「東京よりも神戸の方が、街が綺麗で洒落ているし、ビジネス
と豊かな自然が調和していると思う。また、神戸は南京町が挙げられるように中国
との関わりが深い。さらに、会社設立当時から神戸医療産業都市構想の下で研究機
関やバイオ関連企業などの産業集積があり、バイオ産業の中心地として将来的な発
展が期待できる」という理由でした。また、「神戸市のオフィス賃料補助のインセン
ティブをはじめ、ジェトロ神戸の積極的なサポートも有り難かった」とのことです。
その神戸医療産業都市は、市民病院の移転工事が進められているほか、既に 175 社

日中両国の医療発展のための“架け橋”になりたい
上海潤東バイオテクジャパン株式会社　代表取締役社長　陳 建君さん

<企業紹介のコーナー>

担当課室：投資交流促進課
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http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/iryo/
http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/kobe/


（2010年6月）の医療関係企業が進出しており、今後、革新的な創薬や新しい医療技術の
開発など健康産業ビジネスの拡大が期待されます。上海潤東バイオテクジャパン社は、そ
のポートアイランド進出企業同士の交流・ビジネス促進のための自主的な交流会「メドコ
ラボ神戸」の事務局も担当されています。「中国では、政治・許認可の中心地が北京であり、
ビジネスセンターは上海という位置づけになっています。関西には上海のようなビジネス
センターになれるポテンシャルがあるはず。関西は、コストの安さや、利便性の良さとい
うメリットを活かすためにも、今後、ビジネスの面で東京との差を埋めていかなければな
りません。そのためには、もっと企業同士の交流を活発にして、ビジネスの情報やチャン
スが日常的に手に入れやすい環境をつくらないと。まずは、医療産業都市の進出企業同士
のネットワークを強めたい」という陳社長の熱い想いが、そこにあるようです。

 ■業務提携で顧客ニーズに応えていく
　そのようなネットワークづくりに力を入れる上海潤東バイオテクジャパン社は、本業に
おいても他社との業務提携を積極的に進めており、臨床試験、医療機器、医薬品、マーケティ
ングといった各分野の国内企業と提携しています。また、「自社だけでは小規模でも、業務
提携を行うことで、他社の技術やネットワーク、スタッフなどのリソースを活用して、お
客様のニーズにより幅広く、適確に、迅速に応えていく」という陳社長の考えに賛同した
関係企業とともに、2005年には日本初の医療機器開発支援を行う「医療機器開発支援事業
協同組合」を設立し、ネットワーク拡大を図っています。
　中国では、医療技術の発展に伴い、新たな医薬品や医療機器などの需要が増加しており、
世界中から巨大なマーケットとして注目されています。また、その圧倒的な人口数から、
症例が集めやすいため、グローバル製薬会社が次々と医薬品開発拠点を開設しているよう
です。そのような状況下、日本と中国双方の強みをうまく融合させ、日中間の医療発展の“架
け橋”を目指している上海潤東バイオテクジャパン社の、今後の動向が注目されます。

会社名：上海潤東バイオテクジャパン株式会社　
所在地：兵庫県神戸市中央区港島南町 1-5-2　 キメックセンタービル 8Ｆ
電話番号：０７８－３０２－３４８０

15E ! KANSAI   2010 年 8 月号

http://mdsa.jp/
http://mdsa.jp/
http://www.rundo.co.jp/


設計上のは
設計上の

詳しくはこちらをクリック！

http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/01.html
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　７月３０日付け及び８月１日付けで、当局幹部の人事異動がありましたのでお知
らせします。

人事異動のお知らせ

１．人事異動

２．永塚新局長略歴

近畿経済産業局からのお知らせ

経歴
昭和５５年　４月　通商産業省入省
                               （機械情報産業局総務課）
平成　６年　５月　通商政策局総務課通商       
                                調査室長
平成　７年　５月　外務省在ジュネーヴ
                                国際機関日本政府
                                代表部参事官
平成１０年　６月　貿易局貿易調査課長
平成１１年　６月   宮崎県商工労働部次長
平成１３年　１月　経済産業政策局
                                調査課長
平成１５年　７月　製造産業局自動車課長
平成１７年　９月　通商政策局通商交渉官
平成１９年１０月　（独）国際協力機構理事
平成２１年　８月　製造産業局次長
平成２２年　４月　大臣官房審議官
                                （製造産業局担当）

平成２２年７月３０日　近畿経済産業局長

担当課室：総務企画部　総務課

７月３０日付け人事異動
近畿経済産業局長
新局長
永塚　誠一（ながつか　せいいち）   大臣官房審議官（製造産業局担当）　より着任
前局長
深野　弘行（ふかの　ひろゆき）   商務流通審議官　へ 

８月１日付け人事異動
近畿経済産業局産業部長
新部長
関　淳夫（せき　あつお）    大臣官房秘書課　より着任
前部長
波留　静哉（はる　しずや）    製造産業局自動車課リサイクル室長　へ 

氏名
　 
　永塚　　誠一

学歴　
　東京大学経済学部
　米国留学
  　（ブラウン大学経済学大学院）

ながつか          せいいち



当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西が
良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局として
重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。

近畿経済産業局　広報・情報システム室

Tel : 06-6966-6009（直通）　Fax : 06-6966-6071　E-mail : kin-soumu@meti.go.jp 
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