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福井の企業をもっと元気に！
〜出張施策説明会を福井で開催しました〜

担当課室：地域経済課

はじめに
当局では、 企業支援のため様々な機会を捉え、 各地域において施策ＰＲを行い、
多くの企業に支援施策を活用頂いています。 それでも、 地域全体でみると施策を
活用している企業はまだまだ限られています。
技術等のポテンシャルを有しながら施策を活用していない企業は、 この関西に数
多く存在します。 これら企業への施策活用支援をどのように行っていくかが課題と
なっていました。
また、 かつては、 当局職員と自治体、 公設試験研究機関、 産業支援機関等と
連携のもと、 チームで各地域の企業を訪問し、 新たな企業発掘や施策活用支援
を行う機会が豊富でしたが、 現在は残念ながらそれら機会が減少しています。
このような中、 地域における新たな企業発掘 ・ 施策活用支援を行うため、 企業
が活用可能な施策説明会を自治体と共催で行ってはどうかと考えました。 地域の
新たなキーパーソンと当局職員とが信頼関係を構築することを通じて、 地域経済の
活性化に寄与できるのではないかと思ったからです。
このたび、 福井県庁の協力を得ることができ、 共同で企画段階から議論を重ね、
「出張施策説明会 in 福井」 を開催しました。

【開催概要】
日時：平成２５年２月６日（水） １４：００～１７：４０
主催：福井県、近畿経済産業局
場所：福井県繊協ビル８階大ホール
参加対象者：自治体・産業支援機関において企業支援施策、立地推進施策を担当し
ている職員
参加者数：６４名
説明内容：①平成２４年度補正予算事業の概要について
（中心市街地及び商店街等の活性化、技術開発支援施策等）
②ものづくり基盤技術の研究開発支援施策
③研究開発および実用化支援施策
④知的財産権の創造・保護・活用の支援施策
⑤企業立地の推進
⑥ヘルスケア産業の創出
⑦福井県からの情報提供「企業支援型地域雇用創造事業の概要」
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参加者の声
参加された方に感想を伺ったところ、 「福井は大阪まで遠いので、 頻度高くこの
ような会を開催してもらいたい。」 「メニューが非常に多いので、 商工会議所や商工
会向けにも施策説明の機会を増やして頂きたい。」 など評価の声を頂きました。 ま
た、 「補助金の申請書はできるだけシンプルに負担のないようにして欲しい」 など
施策への要望もありました。
施策の説明を行った当局の若手職員の感想としては、 「過去に自治体や支援機
関の方々と事務的な内容以外で話し合う機会がなく、 今回の説明会を通じて、 考
え方や問題意識を知ることが出来た。」 「このような機会を増やして、 自治体 ・ 支
援機関と国等が力を合わせて、 企業を支援していけるようにお互いの理解を深め
ていけたらいい。」 「企業や自治体 ・ 産業支援機関とのしっかりとしたつながりを持
つこと、 そして現場の情報を多く持つことの重要性を感じることができた。」 との声
が聞かれました。

説明会の模様

今後の取り組み予定
今回は福井県において試行的に開催しましたが、 今後、 自治体・支援機関の方々
の要望 ・ ニーズを踏まえ、 順次開催していきたいと考えています。
また、 当局では経済産業省が推進する様々な施策について、 出張してご説明す
る機会を設けておりますので、 ご活用頂ければ幸いです。
（出張施策説明会対象施策一覧）
http://www.kansai.meti.go.jp/shuchou_setumeikai.html
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企業訪問概要
説明会開催と併せて、 福井の元気な企業３社を訪問しましたので、 その概要に
ついてご紹介します。

１． 株式会社ＳＨＩＮＤＯ
～服飾繊維資材から航空機等の産業資材まで幅広く事業展開～
同社は、服飾副資材、炭素繊維やＦＲＰ（繊維強化プラスチック）等の産業用資材、
電装用シリコーン部品等の製造 ・ 販売を行っており、 最近では航空機エンジン向
け軽量複合部材部品の試作開発を行っています。
同社は昭和 45 年に創業し、 服飾副資材、 産業資材、 シリコーンの 3 分野を柱
に事業展開しています。
細幅繊維製品の製造販売を中心に発展し、 22 年前から OA 機器 ・ 自動車エン
ジン電装部品などに使われるシリコーン原材料の付加加工に取り組み、 13 年前か
らは、ＦＲＰ用強化材などの産業用資材の開発 ・ 製造 ・ 販売を開始しました。
売上は高い順で服飾副資材分野、 シリコーン分野、 産業資材分野となっており、
法人開設以来、 赤字を出さない優良経営を実現しています。
服飾副資材分野で製造している服飾付属品は、 国内のみならず海外の有名ブラ
ンドや主要スポーツメーカーの商品に数多く使用され、 その品質の高さから、 愛用
する著名人も多く、 服飾副資材の利用例を載せた写真集は世界中のデザイナーが
活用しています。
高品質もさることながら、 常時 45,000 点以上の在庫を保有しており、 急な注文
や小ロットの注文にも対応が可能です。

150,000 点以上に及ぶアイテムが揃う同社のショールーム
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近年の顧客ニーズは、 小ロット注文となり、 迅速な対応を求めるこれらのニーズ
に応えるため、 近年、 もてはやされる経営とは逆に、 先行投資を行い、 即納に
対応する為の在庫 ・ 供給体制を確立させました。 他社では数百メートルを最小単
位として販売している服飾付属品であっても、 客先の要望により、 1ｍから販売対
応しています。
45,000 点以上になるオリジナルブランド （ＳＩＣ） は、即納ニーズ対応のみならず、
お客様からのトレンドや好評売れ筋商品などの情報が分かり、 生産調整や欠品状
態をなくすなどの効果につながっています。
産業用資材分野では、 主に下水管や橋げたに使用する補強材を製造。 製品の
特性や活用方法を検討しながら汎用的に活用できるよう開発し、 最近では航空機
関連部品の構造材料等にも視野を広げています。
シリコーン分野では、 通気性があり軽量化したシリコーンを使用した義足と足をつ
なぐ吸着式ソケットのシリコーンライナーも試作し、 製品化を目指して現在、 義肢
装具等完成部品の指定認可を申請中です。
現在、 ニューヨーク、 パリ、 ミラノ、 ドイツ、 香港、 上海の 6 箇所に販売現地
法人を設置し、 平成 25 年 3 月には、 バンコクにも営業所を設置する予定です。
中国では、 平成 6 年に第 1 工場、 平成 20 年には第 2 工場を建設。 現地に根
ざした企業活動を長年に渡り継続してきたことが評価され、 平成 23 年には中国 ・
汕頭市から日系企業初の名誉市民の称号を授与されました。
グローバル ・ スタンダードという観点から ＳＨＩＮＤＯは、 日本のみならず世界で
同様なサービスを提供できる企業です。

■企業概要
所在地：福井県あわら市伊井１１-１-１
資本金：３千万円
従業員数：２４３名
ＵＲＬ：http://www.shindo.com/jp/
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２． ヨシダ工業株式会社
～眼鏡部品製造技術を活かして医療機器分野で果敢に事業展開～
同社は、 金属製品製造業として高度な金属精密加工技術 ・ 精密プレス技術等を
有し、 眼鏡部品、 医療用処置具、 楽器部品等を製造しています。 最近では平成
21 年 9 月に新工場を建設し、 高度な切削加工技術を活かした医療機器部品の製
造を行っています。
同社は昭和 23 年の創業以来、 オリジナル機械を用いた眼鏡部品製造を軸に発
展。 昭和 60 年には他社に先駆けチタン加工に成功しました。
現在、 国内の眼鏡業界は全体で 3－4 割ほど売上規模が縮小しており厳しい状
況が続いています。 同社においても、 取引先との関係から、 製造自体は継続させ、
多品種小ロット対応生産も行っていますが、 眼鏡部品の製造ライン ・ 人員ともに全
盛期と比較して約 8 割減少しています。
同社売上シェアでは、 平成 2 年に約 100％を誇っていた眼鏡部門が、 平成 24
年には約１／４程度に縮小。 これに代わって医療機器部門が半分以上に拡大。
楽器部門も眼鏡部門を超えています。
これら構造転換を可能としたのは、 眼鏡業界が旺盛であった当時の経営者の先
見の明もあり、 他分野での事業展開も継続してきたためです。
医療機器分野には業績が好調であった約 20 年前から進出し、 平成 3 年に医療
機器製造部門を新設。 当時、 眼鏡部品において自動旋盤加工の技術を有してい
たことをきっかけに参入し、 平成 19 年には医療機器に係る ISO13485 を認証取得。
平成 21 年に医療機器部品専用の新工場設立、 平成 22 年には医療機器の品質
を重視し、 品質保証部を新設するなど、 医療機器に軸足をおいた戦略を展開し経
営も好調です。

同社の医療部品製造装置
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楽器分野には、 医療機器分野よりも早く約 30 年前に参入。 眼鏡部品加工の傍
らフルート専門業者に部品を納めていました。 やがてその加工技術が国内大手楽
器メーカーの目にとまり、 注文高が徐々に増加。 今や国内に同業他社は存在しな
い状況です。
このように眼鏡分野の売り上げは減少していますが、 そこで培った技術が、 構造
転換の礎となっています。
医療分野への参入当初、 超音波メスを代表とする、 チタン合金による特殊用途
の複雑形状製品開発を目指しましたが、 同社得意の切削 ・ プレス技術をもってし
ても、 先端部の加工時に、 割れや亀裂が生じ、 加工は困難を極めていましたが、
公的相談機関を活用し、 この難加工に成功、 医療機器分野の主力製品となって
います。
同社は、 上記技術を取り入れた製造システムを新工場内で構築し、 現在、 外科
用器具に力を入れている医療機器メーカーと超音波メスの取引を開始し、 今後、
市場の拡大が見込める欧州 ・ 米国の市場に展開して１年半を迎えました。

■企業概要
所在地：鯖江市有定町 ２丁目 １１-２４
資本金：１千万円
従業員数：６２名
ＵＲＬ：http://www.yoshida-i.jp/index.php
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３． 武生特殊鋼材株式会社
～ ” 限り無くオリジナリティ ・ 限り無く本物志向 ” を目指す開発型企業～
同社は、 金属製品製造業として圧延加工技術を有し、 異なる種類の金属を複合 ・
積層した 「クラッド材」 は刃物用として業界一のシェアを占めています。 最近では、
クラッド材を利用した 「コアレス刃物」 が平成 24 年第 24 回中小企業優秀新技術 ・
新製品賞奨励賞 （りそな中小企業振興財団等が主催） を受賞しました。

「コアレス刃物」の側面模様

同社は昭和 29 年 10 月に福井県の特産品である越前打刃物の発展を目的として
設立され、 昭和 34 年、 八幡製鐵 （現 ： 新日鐵住金 ( 株 )） との間に、 金属のベ
ニヤ板とも言えるクラッドメタル （鉄 ・ ステンレス ・ 銅 ・ アルミ ・ ニッケル ・ チタン等
を冶金的に接合した異種金属接合材） に関する製造方法の特許共有契約を締結。
加熱と圧力によるロール接合法についても独自に特許取得し、 本製法特許を基に、
家庭用から工業用までの刃物用材料を主に、 産業用材料 ・ 工芸用材料等幅広い
分野に独自の製品を製造販売しています。
現在は、 海外へも営業活動を行っており、 「限り無くオリジナリティ ・ 限り無く本物
志向」 の開発型企業を目指しており、 独自の技術と設備から独創的な製品を展開
しています。 その仕向け先は約 80％は国内向け、 約 20％は海外向けに生産して
います。
金属合せ板の製造では、 熱間圧延クラッド法を主体に、 様々な金属を独自の技
術で接合。 各々の金属の特性を活かし、 また欠点を補い合うことにより、 新クラッ
ド材料の開発、 製造、 販売を実施しています。
＜クラッドメタルの使われているシーンの例＞
＊刃物専用鋼に鉄、 ステンレスをクラッドした包丁
＊銅とアルミ又はチタン又はステンレスをクラッドした熱伝導性を改良した鍋
＊チタンとチタン合金を駆使しためがねフレーム etc…
8
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金属塑性加工では、 同社の主要設備である熱間圧延機、 冷間圧延機、 油圧プ
レス機を使って、 各種金属の受託加工を実施。 また、 種々の金属加工技術を活
かして溶接、 熱処理、 酸洗、 研削、 研磨等の受託加工も行っています。
同社オリジナル刃物鋼群を 「Ｖ鋼シリーズ」 と名付け、あらゆる刃物用途において、
高い顧客満足度を得ています。 刃物専用鋼種としては、 純炭素鋼、 合金鋼、 セ
ミステンレス刃物鋼、ステンレス刃物鋼、高速度鋼 （ハイス） を揃えています。 また、
超高級刃物鋼として、 金属粉末を成型して焼結した製品を粉末シリーズ 「スーパー
エックス」 「スーパーゴールド」 と名付け、 幅広い用途に適用できる製品展開をとっ
ています。
クラッドアート （金属の天然石ともいえる金属素地の質感を活かした多積層クラッド
メタルを素材とした商品） では、 クラッドメタルの複合特性機能を引き出し、 オリジ
ナルな意匠権を活かした商品開発を行っています。 金属固有の天然複合素地を
活かし、 独特のダマスカス模様が浮かぶゴルフ用パターヘッドや、 建装材、 工芸
品等々を製造しています。

クラッドメタル技術を
活用したパターヘッド

「会社はファミリィ、 企業は活力なり」 のヒューマニズム企業を目指しており、 社員
の資質向上のために、 外部の専門家を招聘して就業時間内で 「次世代人材育成
塾」 を開催するなど、 技術の伝承と社内での円滑な世代交代を図るだけでなく、
海外進出を見据えた英会話講習も実施しています。

■企業概要
所在地：越前市四郎丸町 ２１-２-１
資本金：５千万円
従業員数：４５名
ＵＲＬ：http://www.e-tokko.com/index.html
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< 企業・地域の取組紹介のコーナー >
「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業や地域の活動を紹介するコーナーを
設けています。今回は株式会社いけうち、D×K、Iroyori をご紹介します。

「霧限」を目指して
〜霧を研究・開発し続ける株式会社いけうちの戦略〜
担当課室：エネルギー対策課

「ＥＮＥＸ２０１３」 （主催 ： 一般財団法人省エネルギーセンター） が、 １月３０日～
２月１日の３日間、 東京ビッグサイトにおいて開催されました。 「ＥＮＥＸ２０１３」 は省
エネルギー技術の普及 ・ 促進を目的とした省エネ ・ 節電効果の高い製品、 機器、
システムが集まる省エネルギーの専門展示会です。
同展示会に、 資源エネルギー庁は、 省エネ広報の一環として、 地方の優れた省エ
ネ関連企業を紹介するゾーンを設置しており、 近畿からは３社が選ばれて出展しました。
今回はその中から、「霧」 をキーワードとして省エネを推進されている株式会社いけうち
をご紹介します。
なお、 当局では、 省エネ ・ 節電の取組の参考としていただくために、 さまざまな分
野の取組をご紹介する 「省エネ成功事例集」 をとりまとめ公表しており、 その中でも
ご紹介しています。
■１．企業概要
株式会社いけうちはスプレーノズルのトップメーカーとし
て、 国内市場で３割のシェアを誇っています。
１９７９年、 自然界にあるような、 もやのような細かい霧を
人工的に作り出すノズルの開発に成功され、 品揃えは現
在４万２０００種にもおよぶとのことです。 用途に合わせたス 夏の風物詩になりました？
プレーノズルとそのノズルが生み出す霧を提案することで、
同社の製品はさまざまな業界で、 無くてはならないものと
なっています。
特に、 東日本大震災以降、 夏の節電のひとつの手段と
して、 同社の 「セミドライフォグ ®」 が注目されました。 こ
れはセラミック製ノズルを使用して水を 「セミドライフォグ ®」
という霧状にして噴射、 その気化熱を利用して周囲の温度 室外機を冷却することで
効率アップ！
を下げるというものです。 例えばクーラーや冷凍機などの
室外機を冷却することで、 電気の使用量を抑えることができます。
また身近なところでは、 夏に繁華街や競技場などで目にすることができます。 電
気をほとんど使用せず、 また水の使用量もとても少ないことから、 現代の打ち水と
言われています。
10
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■２．「霧限」の可能性
大変細かな霧である 「セミドライフォグ ®」 には、
空気中ですぐに蒸発するという特徴があります。
さらに粒子の大きさが均一で粗大な粒子を含ま
ないことから、 蒸発に必要な距離を正確に捉え、
人や物を濡らす前に気化させて冷房 ・ 冷却を行
うことができるそうです。
また、 同社のノズルは、 夏の節電のみならず、
鉄鋼、 電子機器、 食品といった製造現場や医
加湿にも活躍する霧
療現場、 農業等でも使われています。
（矢印のノズルから霧が出ています）
それはノズルで作る霧が 「塗布」 「洗浄」 「冷却」
「冷房」「空調加湿」「鎮塵」「殺菌消毒」「調湿」といった場面でも広く役立つためです。
たとえば、 食品に均一に油を吹き付けたり、 機械の部品を洗ったり、 生産効率をあ
げるために工場内の湿度を管理したり、 霧は多様な目的で使われています。
それぞれのニーズに合わせて、 最適のノズル、 最適の霧をつくるのが同社の 「霧
限」 の技術力です。
節電で注目を集めたことから、 「セミドライフォグ ®」 は夏の冷却に活用されるイメー
ジが強いですが、 実は冬の加湿にも使われています。 「セミドライフォグ ®」 と、 よ
り細かな 「ドライフォグ」 は、 室内の乾燥を防ぐことで静電気を防止するとともに、
健康対策 （インフルエンザウイルスなどが増殖し難いといわれる高い湿度環境を提供
する） としても効果的です。 また農業分野でも霧で農作物に肥料を与えることにより、
従来の栽培方法より低コストで栽培でき、 かつ設備も小規模で済むそうです。
■３．ＥＮＥＸの内容
今回の ENＥX には最新の省エネ機器 ・ システムが多く
展示され、 ３日間で４６ ,８４６名 （同時開催展合計） の来
場者がありました。
同社のブースでは来場者に製品の特徴をダイレクトに感
じてもらえるように、 ブース前面上部で霧を発生させてお
られました。
ENEX2013 出展のようす
多くの人が霧の感触を楽しみ、 また霧の仕組みや活用
事例を紹介するパネルの前で興味深そうに足を止めておられました。
同社は霧の新たな活用法を見つけ出すことが会社成長の鍵と考えておられ、 これ
からも人の暮らしに潤いを与え、 産業に貢献する 「霧」 を創り出し、 新たな製品
開発に取り組まれるとのことです。
企 業 名：株式会社いけうち
U R L ：http://www.kirinoikeuchi.co.jp/
所 在 地：大阪市西区阿波座１−１５−１５
電話番号：０６−６５３８−４０１８

第一協業ビル
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< 企業・地域の取組紹介のコーナー >
デザイン道場から生まれたデザイナー集団

「D×K」、「Iroyori」の活躍
〜若手チームによる

ものづくり＆デザイン・プロデュース〜
担当課室：クリエイティブ産業ユニット

近畿経済産業局は、 若手デザイナーとものづくり企業等を対象とした、 デザイン ・
知財マネジメント講座 「デザイン道場」 を平成２０年度から実施し、 これまで２００名以
上の修了生を輩出してきました。 彼らの中には、 展示会を企画したり、 チームを組
んでデザイン ・ プロデュース活動を継続する者などが出てきており、 その取組に広が
りが見られます。 今月号では、 ２つのチーム 「D×K （ディーバイケー）」、 「Iroyori （イ
ロヨリ）」 の取組をご紹介します。
「トサノキ」商品の一例

摩擦力

■D×K（ディーバイケー）
「D×K」 は、 平成２２年度のデザイン道場修了生
が自主企画した展示会 （平成２３年秋） から生まれ
た現在１４人の若手デザイナーによるデザインプロ
デュース集団です。
ものづくり企業とコラボレーションを行い、 既に、 注
染手拭いの傘や様々な用途に使えるカラーシリコンリ
ングなどを、 ネットショップや大手生活雑貨店 ・ 百貨
店の催事で販売した実績があります。
引き出しの組み合わせにより
「D×K」 が最近特に力を入れているのは、 ２３年秋
猫の表情が変わる収納箱
の展示会で四国の木材企業と出会ったことからスター
トしたプロジェクトです。 二度の工場見学で、 木材企業の、 山と共に生き、 木を知り
尽くしたものづくりに触れた 「D×K」 は、 それを世に広めるため 「トサノキ」 ブランド
を誕生させました。「トサノキ」ブランドでは、①高知産の木材、主に間伐材を使用する、
②可能な限り自然由来の材料 ・ 成分を使う、③デザイン性と機能性を兼ね備えたアイ
テム、④現代の生活様式に沿ったデザイン、 をテーマに製品を作っています。 ２４年
秋の展示会では、 猫関連グッズをトータルプロデュースし、 展示ブースのデザインも
行いました。 この時に発表した新商品は、 その後ペットショップでテスト販売され、 今
夏には通販カタログに掲載予定です。 今後も彼らの活躍から目が離せません。
「D×K」 では、 これまでは主にプロダクトデザイン専門のメンバーが個々に製品提
案を行ってきましたが、 今後は複数のメンバーが協力して一つの製品をブラッシュアッ
プさせていきたいと意気込んでいます。
D×K（ディーバイケー） http://tosanoki.com/
メンバー：小松有紀、石橋智香、上田大介、内田未来、大野典子、神田猛史、北中敦、
皿田亮朋、TOTONOETE、中島真範、中田哲、西野祥平、堀寛子、嶋崎依里
関西で活動するデザインプロデュース集団。メンバーはインテリア、プロダクト、テキ
スタイル、グラフィック、ウェブなど多様なデザイン分野にわたり、全員が企業やフリ
ーランスで働くプロのデザイナーで構成されている。目的やプロジェクトに合わせて人
や技術を集め、デザインという手段を使って問題解決に取り組む。
12
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■Iroyori（イロヨリ）
「Iroyori」 は、 平成２３年度のデザイン
道場修了生による展示会 （２４年秋） で
誕生した、 若手デザイナーら５人によるデ
ザインプロデュースチームです。
米袋の口を縛る紐等を作る紙バンドメー
カーと組んだ 「Iroyori」 は、 色とりどりの
紙バンドを使い、 オリジナル作品とともに
京都の香りのブランド 「リスン」 向けの香り
を楽しむためのモデルを提案。 展示会と
いう場を生かしコラボレーション企業ととも
に製品化を目指す新たなビジネスモデル
に挑戦しています。
「Iroyori」 は、 その後も、 紙バンドを素
材にした新製品を開発しています。 今年
２ 月 に は 「リ ス ン」 の 東 京 の 店 舗 で
「Iroyori 展」 を約１ヶ月間にわたって開催
し、 続いて６月には京都の店舗での展示
会が決定しています。 今後のさらなる活
躍が期待されます。

「Iroyori」が提案した商品の例

中心の球の中にパウダー状の香を入れ、
部屋の中に香りを漂わせるオブジェ

どこにいても手軽に香を焚ける
ポータブル・セットのパッケージ（箱）

Iroyori（イロヨリ） http://www.iroyori.jp/index.html
メンバー：和田真吾、南大成、清水隆之、石田直也、松本希子
単に製品のデザインで満足するのではなく、生み出されるデザインと社会経済との結び
つきを大切に、総合的なデザインマネジメントを行い、具体的な商品化を視野に入れた
企業・団体との共同開発をも行う。

■「D×K」「Iroyori」に続け！！！
昨年１２月に終了した直近の２４年度デザイン道場では、 グループ演習から、 組
み紐の使い方を提案する量り売りブランドのプロジェクトが生まれました。 その後、
京都の展示会でテストマーケティングを行うなど、 今後の展開が楽しみです。 また、
２４年度デザイン道場修了生も、 今後、 皆で何かおもしろい取組はできないかと作
戦会議を始めています。 今後も彼らの挑戦にご注目ください。

E ! KANSAI 2013 年 3 月号
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http://www.kansai.meti.go.jp/E̲Kansai/
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。
今月の表紙：福井の元気な企業３社

〜 近畿経済産業局からの各種ご案内〜
今冬も節電にご協力お願いします。

■ 近畿経済産業局施策集をご活用ください！→
■ 補助金等の公募のご案内はこちらです↓
http://www.kansai.meti.go.jp/koubo.html

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

