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特 集

クールジャパンは関西から

～クール＆クリエイティブ関西（略称ＣＣ関西）事業推進中～
担当課室：産業部クリエイティブ産業ユニット

≪ＣＣ関西事業の概要≫
「ＣＣ関西」は、関西らしい伝統や文化・ライフスタイルの魅力を持つ産業（クール＆クリ
エイティブ産業）を生み出し、売り込む活動です。
関西から「世界に愛される」新たな産業の創出と普及を目指し、アウトバウンド（海外展開）
とインバウンド（国際観光）を促進します。
具体的には、関西の文化やライフスタイルの魅力を有する生活文化産業の、感性価値の向
上やクリエイティビティの強化を図り、関西からクールジャパンとして世界に通じるイノベー
ティブな「クール＆クリエイティブ関西産業」の創出を目指します。

≪ＣＣ関西の主な対象分野である「生活文化産業」のイメージ≫
ＣＣ関西は、例えば、日用品や伝統産品等のものづくり、感性に訴えかける食や観光に関
連するサービス、伝統芸能からポップカルチャーに至るエンターテインメントといった「生
活文化産業」を主な対象分野としています。
■関西における主な生活文化産業のポテンシャル（参考）
日用品

：関西の日用雑貨の出荷額は全国比約３０％と非常に高い

伝統産業：関西の伝統工芸品の指定数は４３にのぼり、全国の２０．
４％を占める
食

：「くいだおれ」として古くから名高い大阪を中心に各地に高度な食文化が発達

観光

：関西には世界文化遺産の約 4 割、国宝の約 6 割、重要文化財の約 5 割が存在

エンタメ：古典芸能や笑い文化の中心、ポップ（サブ）カルチャーについても多くの取り組み
先進サービス：古くから多くのサービスを生み出した進取の精神
デザイン：関西のデザイン業は全国の２０％超で、インハウスデザイナーも多い
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特 集

≪主な事業≫
１）関西の活動パワーを集める「ＣＣ関西プロジェクトマップ」の作成
関西の文化やライフスタイルの魅力を産業化する共同基盤的なプロジェクト（ＣＣ関西プ
ロジェクト）を取りまとめ、広く発信します。
関西の関連したプロジェクトが連携・協力して、関西産業の魅力を発信するためのプラッ
トフォームを目指します。
《対象プロジェクトの具体的なイメージ》
１．関西らしい要素（文化やライフスタイル）が見られる活動
２．インバウンド又はアウトバウンドなど国際展開を志向する活動
３．複数の企業が参画できるオープンな活動や共通基盤的な活動

等

注１：プロジェクトは実施中のものだけではなく、構想中のものでもＯＫです。
注２：上記条件に合致したプロジェクトであれば、実施主体は官民を問いません。
注３：生活に関連するものづくりや食文化、アニメや映像を始めとするエンタメ・コンテンツ産業等を想定しています。

ＣＣ関西プロジェクトマップのイメージ

２）関西産業をカッコよく世界へ「関西産業クール化研究会」の開催
伝統的技法と新たな感性との融合による新商品開発を目指す研究会です。
伝統的企業や地場産業企業の方から、技術・商品の具体的内容やクリエイター、プロデュー
サー等への期待をご説明いただき、伝統と新たな感性の融合による、世界ニーズに合致した
新商品誕生を目指します。
（１２月３日開催）
○基調講演：( 株 ) ケイ・ディアー

代表取締役

由利

佳一郎氏

○伝統産業・地場産業等プレゼンテーション
◆ちょうちん： （有）秋村泰平堂
◆絹ガラス：

（株）伊と幸

◆彦根仏壇：
◆越前和紙：

（株）井上
（株）キュアテックス

◆組紐：

（有）昇苑くみひも

◆金糸銀糸：

（株）寺島保太良商店

◆京焼・清水焼：  
（株）西川貞三郎商店
コメンテーター：   （有）セメントプロデュースデザイン

代表取締役

金谷勉氏

３）経済産業省施策の普及
経済産業省のクールジャパン関連施策（プロデューサ派遣、ファンド等）の普及に向けた
広報に取り組むとともに、それらを活用したプロジェクトの支援等を行います。
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Cool&Creative 関西・プロジェクト

№１

特 集

Ｃ

ＫＹＯＴＯ
ＭＥＸ（ KYOTO Cross Media Experience ）
～京都が創る新しい世界－先端コンテンツのクロスメディア－～
≪概要≫
過去から現在に至る我が国随一のコンテンツを地域資源として備えてきた京都を舞台
に、産学公学の連携により、映画・映像、マンガ・アニメ、ゲーム等をクロスメディア展
開することにより、京都が持つコンテンツのポテンシャルと魅力を国内外に発信します。
■京都からコンテンツ産業を世界へ
映画・映像、
マンガ・アニメ、
ゲーム等を基軸としたコンテンツの「クロスメディア展開」
及び「海外展開」を促進し、産業の集積と国内外への市場拡大を推進するための新たな
成長産業拠点を形成し、若手クリエイターの育成やビジネスチャンスの仕掛けづくりな
ど、コンテンツ産業の発展と地域の活性化を目指します。
■映画・映像、マンガ ･ アニメ、ゲーム等の魅力と可能性を発信
クロスメディア展開の創発を促すセミナーやコスプレイベント、歴史劇をテーマにし
た映画祭「HISTORICA( ヒストリカ )」
、西日本最大級のマンガ・アニメ見本市「京都国
際マンガ・アニメフェア ( 京まふ )」
、海外有力ゲームメディアを招へいし、ビジネスマッ
チングを行う「京都ゲームフェスタ「Bit Summit」
」など、パートナーイベントを含め
２０を越える事業を展開します。

主催者：Kyoto Cross Media Experience 実行委員会
U  R  L：http://www.kyoto-cmex.jp/
問い合わせ先：
京都府商工労働観光部 ものづくり振興課
京都市産業観光局 新産業振興室
京都商工会議所 産業振興部
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TEL：075-414-4852

TEL：075-222-3324

TEL：075-212-6450

Cool&Creative 関西・プロジェクト

№２

特 集

「クールジャパンフロント」のまちづくり事業

～関西空港対岸の “ クールジャパン ” をテーマにした国際的観光拠点 !! ～
≪概要≫
関西国際空港対岸の「りんくうタウン」に、マンガ・アニメなど日本が誇るクールな
文化（ポップカルチャー）を集めた「クールジャパンフロントのまちづくり」を整備し、
国際的な観光拠点をつくる大型プロジェクトです。
■日本の印象形成につながる「まち」で、“ 日本の顔 ” として情報発信
関西国際空港対岸に位置する「りんくうタウン」は、訪日外国人が最初に触れ、最後
に訪れる「まち」として、日本の印象形成に最も重要な地域です。
鉄道・道路など主要交通の結節点にあたっていること、大阪湾に面した素晴らしいロ
ケーションであること、周辺の大型商業施設等へ国内外から多くの人々が訪れているこ
と、関空を拠点とするＬＣＣ（格安航空会社）の本格就航などで訪日外国人の増加が見
込まれていることなど、この「まち」には “ 日本の顔 ” としての情報発信拠点となる優
れたポテンシャルがあります。
■日本が誇る文化を集めたカッコいい “ ニッポンのショールーム ”
外国の人たちにカッコいい（＝クール）として人気の高いアニメやマンガを始め、日
本が誇るクールな日本文化を集めた「まち」をつくることで、国内外からの来場者に実
際に触れて感じてもらうことにより、訪日外国人には日本の文化・おもてなしの心を感
じていただき、日本人自身には日本の力を再認識することができる「まち」づくりを目
指します。
大阪府では、関西空港連絡橋を渡ってすぐの事業用地（約１１ha）を民間事業者に活
用してもらうことで、自由なアイデアによる魅力的なまちづくりを実現し、国内外から
の集客による新たな “ にぎわいの創出 ” を目指します。

問い合わせ先：
大阪府住宅まちづくり部タウン推進局管理課
りんくうタウン活性化グループ
TEL：072-429-9236
りんくうタウンホームページ：http://www.pref.osaka.jp/rinkai/index.html
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Cool&Creative 関西・プロジェクト

№３

特 集

よしもと物産プロジェクト

～笑いのチカラで日本を元気に

日本の魅力を海外へ～

≪概要≫
47 都道府県の名産品を集めた常設物産展 “ よしもと 47 ご当地市場 ” の海外進出とし
て、台湾・金門島のショッピングセンター「WIND LION PLAZA」南館 2 階に出展し日
本の魅力を海外に発信します。
■ “ よしもと 47 ご当地市場 ” とは
2012 年に吉本興業創業 100 周年を迎え、
「笑いを中心としたエンタテイメントによ
る社会貢献」と「誰もがいつでも笑顔や笑い声をもてる社会」の実現を目指し「あなた
の街に住みますプロジェクト」を始動しました。
各都道府県に芸人 1 組、社員 1 名を配置し、地域に根ざした取り組みを行うなかで発
掘した特産品・名産品を常設した物産展をなんばグランド花月 B1（大阪難波千日前）に
オープンしています。

全国４７都道府県の銘品がずらり並ぶ
「よしもと 47 ご当地市場」

住みます芸人、エリア社員が発掘した
地域の知る人ぞ知る銘品

■台湾・金門島「WIND LION PLAZA」とは
大手デベロッパー台湾土地開発股份有限公司が台湾・金門県政府の政策である「国際
観光島」
「免税ショッピング島」の目標を受け、台湾・中国両岸の交流を目的に、政府よ
り認可を受けて始動しました。
第一期計画では北館・西館・南館から構成され、台湾・日本・韓国をテーマにした施設、
グルメ・アミューズメント施設、インターナショナルブランド店舗などを展開する大型
ショッピングセンターを整備します。

2014 年 6 月オープン予定の
「WIND LION PLAZA」

「金門島」は中国大陸にほど近く、
台湾本島からのアクセスも良い

問い合わせ先：株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー
TEL：06-6631-0141 URL：よしもと 47 ご当地市場 http://www.47gotouchi.jp/
6

E!KANSAI

2013 年 12 月号

！事例研究：

特 集

アニメに地域振興の夢を重ねて
～和歌山市加太「友ヶ島」～

■知る人ぞ知る屈指の名勝地
和歌山県の北端に位置する和歌山市加太地区は大阪市内から約１時間半、関西国際空
港から約１時間のロケーションにもかかわらず、
無数の人形が立ち並ぶ総本山「淡嶋神社」
を始めとする歴史資産や、鯛のトップブランド「加太の真鯛」等の新鮮食材を楽しめる
屈指の風光明媚な観光地です。
中でも、加太港から観光船で約２０分の位置にある「友ヶ島」は、加太の看板となる
観光スポットです。しかし、年間１０万人に近く訪れていた観光客は近年減少しており、
観光誘客が地元の課題となっていました。
■数年前からブレイク
「友ヶ島（沖ノ島）
」は明治時代に外国船艦を砲撃する砲台や弾薬庫が建設され、使わ
れることなく放置されており、その一帯はツタやコケで覆われ独特の雰囲気を醸し出し
ています。数年前からこの「砲台跡地」などが、人気アニメ「天空の城ラピュタ」に出
てくる世界に似ていることから人気となり、アニメのキャラクターの服装をまとったい
わゆる「コスプレ」の舞台としてブームになっています。
■世界中から加太へ、加太から世界中へ
この現象に地元の期待は高く、コスプレイベントに着替え場所を確保するなど熱心で、
「加太には１０カ所以上の好適地がある（和歌山市加太観光協会

理事 稲野雅則氏）
」と

加太のコスプレ聖地化に非常に積極的です。また、和歌山県出身のタレントでコスプレ
団体「マジックアワーカフェ」の中川志乃氏は、
「将来世界的なイベント開催も実現した
い」とその高い可能性に期待しています。加えて、「加太や和歌山の持つ膨大な地域資源
を世界に知っていただく好機（同会長

利光伸彦氏）」とアニメ人気を契機に、地元の力

を結集した地域振興の機運が高まっています。

ツタやコケで覆われた弾薬庫跡

砲台跡地から臨む淡路島の景観
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ＴＯＰＩＣＳ

日本の伝統、和歌山から

～ ｢第３０回伝統的工芸品月間国民会議全国大会｣ が開催されました～
担当課室：製造産業課

１１月１日～１１月４日まで、和歌山県内において、｢第３０回伝統的工芸品月間国民会議
全国大会｣ が開催されました。伝統的工芸品月間国民会議全国大会とは、我が国の伝統的工
芸品の更なる普及・推進を図ることを目的に、毎年１１月の伝統的工芸品月間の中心的な催
事として、｢伝統的工芸品産業の振興に関する法律｣ 制定１０周年を機に、昭和５９年から実
施しています。
全国の伝統的工芸品が一堂に会した展示・販売・製作実演・製作体験等を同時開催すると
ともに、初日の記念式典において、伝統産業功労者への経済産業大臣表彰及び近畿経済産業
局長表彰を実施しました。

■和歌山県で初めて開催
平成２５年３月、近畿では１６年ぶりに、
「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に定め
る伝統的工芸品として、和歌山県の ｢紀州へら竿｣ が新たに指定されました。和歌山県では、
紀州漆器、紀州箪笥に続く３つ目の伝統的工芸品です。これを機に、初めて和歌山県にて開
催されることとなりました。

紀州漆器

紀州箪笥

紀州へら竿

■第３０回記念式典
平成２５年１１月１日、和歌山市民会館にて、全国大会オープニングイベントとして、第
３０回記念式典が開催されました。記念式典では、伝統的工芸品産業の振興を図るため、顕
著な功績があった産地組合の役員及び伝統工芸士の方々 ( 経済産業大臣表彰４６名、近畿経
済産業局長表彰１９名 ) に対し、表彰状が授与されました。
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ＴＯＰＩＣＳ

松島副大臣から表彰状を授与される
紀州漆器協同組合

田倉前副理事長

小林局長から表彰状を授与される
紀州製竿組合

田中組合長

■２０１３全国伝統的工芸品フェスタ in 和歌山
また、｢２０１３全国伝統的工芸品フェスタ in 和歌山｣ では、｢市民生活と伝統工芸｣ をテー
マにしたシンポジウムが行われ、５人のパネリストが、｢消費者目線でのものづくり｣ ｢地域
デザイナーと連携し商品力を高める重要性｣ 等、今後の伝統産業の展望について活発な議論
を交わしました。
また、１１月２日には、和歌山県海南市琴ノ浦温山荘園にて、同時開催イベントの合同開
会式が行われ、メイン会場の旧海南市立第一中学校では、全国の伝統的工芸品の展示、実演、
製作体験等が行われ、約１万５千人の来場者で賑わいました。併せて、県内では、｢紀州漆器
まつり｣ ( 来場者約５万人 ) や紀州へら竿を使った ｢ヘラブナ釣り体験会｣ ( 体験者８０人 )
などの催しが開かれました。

合同開会式でのテープカット

｢琉球びんがた｣ の体験をする親子

■日本の伝統、世界へ
熟練した職人の匠の技により生み出される伝統的工芸品。それは長年国民生活に潤いを与
え、地域経済の発展に大きな役割を果たしてきた一方で、現在は、後継者不足や原材料の枯渇、
ライフスタイルの変化による需要低迷等様々な課題を抱えています。
近畿経済産業局では、伝統的工芸品の手作りの技術に裏付けされた感性や魅力を国内のみ
ならず世界に発信するため、伝統的工芸品産業を新たな時代に適応した産業として維持・発
展させるべく、今後も引き続き様々な支援を行ってまいります。
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クリエイティブ
企業事例紹介

連載：クリエイティブ企業事例紹介
第６回 「エンターテインメントコンテンツ (1)」 担当課室：クリエイティブ産業ユニット
当局では平成２４年度に「近畿地域のクリエイティブ産業実態調査」として様々なクリエイティブ企業の事例を収集し
ており、本稿ではその中で調査した企業の事例を紹介させていただきます。

人形劇団クラルテ

～様々なシチュエーションに合わせた公演を実現する人形劇団～
人形劇団クラルテは、赤ちゃんから大人まで楽しめる人形劇を創作・上演する創立６５年
を誇る大阪発祥の人形劇団です。全国でも数少ない大所帯の劇団であり、関西地区をはじめ
日本全国で精力的に公演を実施しています。小規模公演にも対応できるよう、最小２名体制
での人形劇も企画・構成しています。
■年間８００回を誇る公演回数
学校や公民館等での小規模公演から、一ステージあ
たり１０００人規模の大規模会場での公演まで、様々
な規模での公演を行っています。また、子供向けの親
しみやすい内容から、浄瑠璃を題材とした大人向けの
ものまで、５０を越える人形劇のレパートリーを有し
ており、観客の年齢層や様々なシチュエーションに合
わせた公演を可能としています。

大人から赤ちゃんまで楽しめるコンテンツ

■演出や脚色、人形製作まで全て内製化
人形の製作部門、人形を操る演劇部門、広報や企画
を行う部門等、人形劇の運営に必要な様々な部門を揃
えています。照明等の専門性の高いものを除いて、脚
本や演出は全て内製化することでコストを下げて、赤
ちゃんから大人まで気軽に鑑賞できるよう入場料を抑
える努力を続けています。
■地域住民とのコラボレーション

様々な場所での人形劇

様々な地域で公演を行う際、地元小学生のコーラス団や地元オーケストラ等の地域活動と
連携した企画により、地域に親しみやすい公演を実施しています。クラルテの公演をきっか
けに、市民オーケストラが定着し、地域活動の柱となっている事例もあります。
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有限会社人形劇団クラルテ
大阪市住之江区南加賀屋３－１－７
３７名
１０００万円
http://www.clarte-net.co.jp/
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打打打団 天鼓（だだだだん てんこ）は、１９８７年に舞台芸術家の伊瑳谷 門取氏によっ
て創設された大阪を拠点に活動する和太鼓グループです。「オモロ迫力」をテーマに四十数台
の和太鼓、津軽三味線、篠笛などを駆使したユニークなコンサートは、和太鼓の常識を越え
た感動とスピード感に溢れています。
■和太鼓に演劇の理念を合体
天鼓のステージは単なる太鼓の演奏にとどまらず、
打ち手の動きに演劇の要素を取り入れ、怒り、哀しみ、
情熱などの感情を太鼓のリズムで表現します。また、
洋楽とのセッションや、ミュージカルやお笑いの要素
などを融合することで、既存の伝統芸能のスタイルを
打ち破るドラマティックな演出となっており、和太鼓

エンターテイメント性あふれるステージ

に馴染みのない層にも感動を与えるステージを提供し
ています。
■海外での積極的な活動
特に日本舞踊とのセッションにより、アテネの夏の名物文
化事業「アテネ・フェスティバル」
、シリア・レバノン・ヨ
ルダン・エジプトを巡る中東コンサートツアー、上海万博等
への出演を果たし、各国メディアより「伝統とモダニズムを
融合させた稀有のチーム」との高い評価を得ています。
数々の大きなイベントやテレビへの出演、ライブハウスから数
千人収容クラスの劇場まで精力的な活動を行っており、これまで
行った公演は、世界２０数カ国で１０００公演を超えています。
古代ローマの壮大な遺跡を

■和太鼓の普及・ファン層の拡大に向けた活動
世界に挑む強い心と身体を作り、日本の伝統文化である太

バックに演奏

鼓を次世代に伝えることを信条に、基本的なバチの持ち方、構え方、打ち方を教えるワーク
ショップ、主婦層向けの和太鼓エクササイズ、小中学校での定期的な公演等を実施し、日頃
なじみが少ない和太鼓に接する機会を創出し、和太鼓ファンの裾野拡大に取り組んでいます。
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有限会社児雷也
大阪府東大阪市六万寺町１－１６－２２
４０名
３００万円
http://www.jiraiya.co.jp/
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クリエイティブ
企業事例紹介

打打打団 天鼓（有限会社 児雷也）

～和太鼓と演劇が合体した異色の和太鼓エンターテインメント～

企業・地域の
取組紹介

再生医療ビジネス創出への取り組み

～ iPS 細胞研究に関する機器を研究者とものづくり企業で一緒に開発～
担当課室：バイオ・医療機器技術振興課

京都大学の山中教授がノーベル賞を受賞後、難病治療に対し iPS 細胞を使った世界初の臨
床研究が承認され、細胞培養の外部委託を可能とする法律が成立するなど、国内の再生医療
を取り巻く環境は急速に変化しつつあります。
産学官が注目するこの分野で、中小企業の新規参入を促進する取組が、京都の iPS アカデ
ミアジャパン株式会社（以下、iPS-AJ）と中小企業基盤整備機構近畿本部（以下、中小機構）
との連携で大きく前進しようとしています。

■ iPS-AJ と中小機構の連携
iPS-AJ は、京都大学が保有する iPS 細胞技術に係わる知的財産を管理活用し、研究成果を
社会に還元することを主たる目的として、平成 20 年 6 月 25 日に設立されました。
山中教授のノーベル賞受賞をきっかけに iPS 細胞への関心が高まり、新しいビジネスの相
談や依頼などが増えています。現在は知財の管理活用に加え、iPS 細胞の提供、iPS 細胞由来
分化細胞の販売、iPS 細胞関連機器の共同開発、体験型ショールームやコンサルティング等
の事業の展開にまで及んでいます。研究開発に必要な機器の開発ニーズも iPS-AJ に集まって
おり、これを新たなビジネスチャンスにつなげるために、iPS-AJ と中小機構は「iPS ビジネ
ス促進拠点の形成に係る連携協定」を結び、平成 25 年 9 月 9 日、クリエイション・コア京
都御車に「iPS ビジネス促進拠点」を開設しました。

■ iPS ビジネス促進拠点
この拠点には iPS-AJ と中小企業が共同開発した
細胞の研究に関連する冷凍保存装置や分化細胞観
察装置等がショールームのように並んでおり、研
究者やものづくり企業は月 5、6 回開催される見
学会で体験することができます。中小機構のコー
ディネーターによる機器の取扱説明や簡単な技術
的相談も受け付けており、見学会に参加し iPS 細
胞関連機器への新規参入を果たした企業もあり
ます。また、拠点を訪れた研究者や製薬企業など
がその場で機器を試すことで購入へつながり、新たな販路開拓の場にもなっています。iPSAJ と共同開発した機器は iPS-AJ ブランドとして販売しています。さらに、iPS-AJ が「Bio
Japan」等の展示会に出展した際に、これらの機器を展示したことで、新たな取引が始まろ
12
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iPS 関連分野への新規参入に対してハードルが高いと感じる
中小企業もまだ多いので、参入の契機となるセミナー等も開催
しています。

※機器に添付されているマーク

■ iPS 細胞ビジネス協議会
iPS 細胞に関心のある企業同士がビジネスを共同で推進することを目的として、今年の夏
に iPS-AJ が設立したのが「iPS 細胞ビジネス協議会」です。製薬企業をはじめ、半導体や電
子・機械等ものづくり企業など約 100 社が入会し、情報交換会などの異業種交流の場として、
新たなビジネスチャンスが生まれやすい環境となっています。新規参入企業に対しては「iPS
細胞基礎講座」として基礎的な話から iPS 細胞ビジネスまでを紹介するとともにコンサルティ
ングも行っています。今後、研究機関から講師を招きニーズを発表する場の提供も予定され
ています。

■簡易型 iPS 細胞用自動培養装置（株式会社ジェイテック）
iPS ビジネス促進拠点に並んでいる機器の一つである簡易型 iPS
細胞用自動培養装置「CellPet」を御紹介します。iPS 細胞を培養
するためには、毎日の培地交換作業が必要で、大学では研究員や
学生が休日も交替で出勤して対応しています。安価で週末の 3 日
間程度を自動培養する装置があれば充分という研究室のニーズに
合わせ iPS-AJ と共同開発に取り組んだのが ( 株 ) ジェイテックで
す。仕様を簡素化することで、小型で単純な構造になり安価に提
供できる「CellPet」が開発されました。発売して 1 年経ちますが、
現在も多くの問い合わせがあるため更なる普及が期待されます。

「iPS ビジネス促進拠点」 中小企業基盤整備機構
クリエイション・コア京都御車
〒 602-0841

近畿本部

IM 室

京都市上京区河原町通今出川下る梶井町 448 番 5

TEL:075-253-5242
｢iPS 細胞ビジネス協議会｣

iPS アカデミアジャパン株式会社

クリエイション・コア京都御車

201 室

TEL:075-256-8582
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うとしている事例もあります。

12 月号
http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/
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：コスプレの聖地化を目指す和歌山市加太「友ヶ島」

～ 近畿経済産業局からの各種ご案内～
■調査票提出促進運動を実施中です（１０月～１２月）↓
http://www.kansai.meti.go.jp/1-7research/teisyutsusokushin.html
■ 今冬も節電にご協力をお願いします→

■ 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

