
 

 

 

 

 
 

    
 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 
 

   

    

 

  

   

    

 

 

 

   

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

   
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
   

 
 

   
 

 

 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

我々は、関西が独創的で世界に開かれたイノベーションの先進地となることを目指す。 

そのために、関西でベンチャーエコシステムが立ち上がりつつある今、我々が古くか

ら培ってきたユニークな発想や「やってみなはれ」の文化に代表されるダイナミックな

企業文化を継承し、新しいビジネスの立ち上げに奮闘する次代の経営者に寄り添い、  

支援する、ベンチャーフレンドリーな企業であることをここに宣言する。 

2018年 8 月 6 日 



【主 旨】（ベンチャー企業の皆様へ）                                                                                                        

関西には、多くの起業家を輩出してきた歴史があり、現代でも起業家を生み・育てるポテンシャルはあると考えております。特に近年、企業、自治体、大学等のベンチャーに対す
る関心が高まり、支援活動も活性化してきました。しかし、これらの活動は未だ点にとどまり、ベンチャー企業やスタートアップがまとまりをもって存在する状況にはありません。
特に、大企業とベンチャー企業におけるオープンイノベーションの取り組みを、もっと盛んにしていく必要があります。 
関西の「次の成長」のためは、この現状を打破し、関西のベンチャーエコシステムの活性化を行う必要があります。そこでこの度、既存企業とベンチャー企業の連携を深めていく

ことを目的に、「ベンチャーフレンドリー宣言」を行います。現在、多くのベンチャー企業が、起業時の苦労として「顧客・販路の開拓」「技術に関する相談」「資金繰り」などとと
もに、既存企業に相談しに行っても「実績が無ければ門前払い」という大きな壁を挙げています。そこで、創業を目指す方やベンチャー企業の方々に向けて門戸をオープンにし、各
種相談に対して、積極的に対応させて頂く企業・団体を募りました。金融、商社、製造業、IT、インフラなど業種は様々です。是非ご活用下さい。 
 
【賛同企業・団体一覧（2021年８月２７日時点）】                                                                                 （※業種、英語企業名アルファベット順）                                                                         

業種 企業・団体名 

【建設業】 大和ハウス工業(株)、清水建設(株) 

【製造業】 エア・ウォーター(株)、バンドー化学(株)、ダイキン工業(株)、川崎重工業(株)、コクヨ(株)、甲南電機(株) 、(株)クボタ、丸一鋼管(株)、エム・シーシー

食品(株)、三菱電機(株)、三ツ星ベルト(株)、（株）MORESCO、中西金属工業(株)、サノヤスホールディングス(株)、 (株)水登社、住友電気工業(株) 

【電気・ガス】 大阪ガス(株)、関西電力(株) 

【情報通信業】 朝日放送グループホールディングス(株)、(株)グローバルサイバーグループ、伊藤忠テクノソリューションズ(株)、関西テレビ放送(株)、(株)ミックウェア、

西日本電信電話(株)、(株)NTT データ関西、(株)プロアシスト、ソプラ(株)、(株)朝日新聞社、(株)神戸新聞社、ＴＩＳ(株) 

【運輸業】 アートコーポレーション(株)、日本航空(株)、(株)JR 西日本イノベーションズ、近鉄グループホールディングス(株)、間口ホールディングス(株)、南海電気

鉄道(株)   

【卸売業、小売業】 (株)デジアラホールディングス、(株)フェリシモ、伊藤忠商事(株)、岩谷産業(株)、(株)マニックス、(株)マヤテック、三菱商事(株)、(株)ロック・フィー

ルド、(株)成文社、(株)ソーイング竹内、神栄(株)、住友商事(株) 

【金融・保険業】 あいおいニッセイ同和損害保険(株)、(株)国際協力銀行 、(株)日本政策金融公庫、(株)マーキュリアインベストメント、(株)みずほ銀行、(株)三菱 UFJ 銀行、

(株)南都銀行、日本生命保険（相）、オリックス(株)、(株)りそな銀行、住友生命保険（相）、(株)三井住友銀行、三井住友信託銀行 (株) 、(株)京都銀行、

(株)みなと銀行、(株)池田泉州銀行、(株)商工組合中央金庫 

【不動産業】 阪急阪神不動産(株)、塩屋土地(株)、(株)ザイマックス関西 

【学術研究，専門・

技術サービス業】 

(株)大広、(株)博報堂、(株)健康都市デザイン研究所 

【宿泊業、 

飲食サービス業】 

(株)ホテルニューアワジ、(株)ホテルオークラ神戸、(株)神戸ポートピアホテル 

【医療、福祉】 福西歯科口腔外科 歯科インプラントセンター 

【サービス業】 アンダーソン・毛利・友常法律事務所、特許業務法人有古特許事務所、(株)ダスキン、平川商事(株)、川村・藤岡綜合法律事務所、ライク(株)、中務公認会

計士・税理士事務所、ピーチコーポレーション(株)、（同） ユー・エス・ジェイ 

【公務】 日本イスラエル商工会議所関西本部、（独）日本貿易振興機構、（独）工業所有権情報・研修館、(株)日本貿易保険 

【大学・研究機関】 （株）国際電気通信基礎技術研究所（ATR）、関西大学、大阪府立大学、（特非） 大学コンソーシアム大阪、（一社）大阪大学産業科学研究協会 
 
【ご利用方法・備考】                                                                                                                      
 賛同企業へご連絡の際には、相談や提案内容を、具体的に明記のうえ、ご連絡をお願い致します（内容等によっては、添いかねる場合もございます。また、お問い合わせが集中

した場合、ご返答などに、お時間を頂く場合がございます）。 
 
【本件に関するお問い合わせ】                                                                                                           

（一社）関西経済同友会 企画調査部（担当：木津・香川） 電話：06-6441-1031 メール：kansai@kansaidoyukai.or.jp 

（一社）神戸経済同友会 （担当：堂本・山本） 電話：078-331-5584 メール：kobe@kobedoyu.com 

mailto:kansai@kansaidoyukai.or.jp
mailto:kobe@kobedoyu.com


【各社連絡先】                                       ※印の先は、関西経済同友会 事務局宛てにご連絡を頂ければ、該当企業にお繋ぎさせて頂きます。                                                           

（株）国際電気通信基礎技術研究所
（ATR） 

事業開発室 中嶋 
nakajima.j@atr.jp 

あいおいニッセイ同和損害保険(株) 【大阪】関西企業営業第一部次長兼営業開発課長 竹口 
masafumi-takeguchi@aioinissaydowa.co.jp 
【神戸】神戸支店 地域戦略室 室長 布谷 
hiroyasu.nunotani@aioinissaydowa.co.jp 

エア・ウォーター(株) 技術戦略センター事業戦略部 部長 草場 
kusaba-shu@awi.co.jp 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 大阪オフィス代表 西村 
tsunaki.nishimura@amt-law.com 

特許業務法人有古特許事務所 【神戸】所長 中尾 nakao@arco.chuo.kobe.jp 

権利出願の代理ではなく、知財の管理（技術や商品のノウハウ管理

や権利化）に関して支援/助言します。 
アートコーポレーション(株) 経営企画部課長 田中 

s-tanaka@the0123.com 
朝日放送グループホールディングス(株) (※)関西経済同友会 企画調査部 木津、香川 

kansai@kansaidoyukai.or.jp 
バンドー化学(株) 新事業推進センター イノベーション推進室 室長 及川 

masahiro.oikawa@bandogrp.com 
ダイキン工業(株) (※)関西経済同友会 企画調査部 木津、香川 

kansai@kansaidoyukai.or.jp 
(株)大広 顧客価値経営推進局  

ビジネスインキュベーションチームチームリーダー 森下 
shigeo.morishita@daiko.co.jp 

大和ハウス工業(株) グループ長 （経営企画部 事業企画推進グループ）  
藤井 masaaki-f@daiwahouse.jp 

(株)デジアラホールディングス 経営管理室 室長 植田 
ueda@d-a.co.jp 

(株)ダスキン 
 

新規事業開発部 
田川 Shoji_Tagawa@mail.duskin.co.jp 
下山 Masae_Shimoyama@mail.duskin.co.jp 

(株)フェリシモ 新事業開発本部 執行役員 副本部長 三浦 
t_miura@felissimo.co.jp 

福西歯科口腔外科 歯科ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｾﾝﾀｰ 理事長･所長 福西 
kfuku@air.ocn.ne.jp 

(株)グローバルサイバーグループ ベンチャーフレンドリー窓口宛  
info@gcg.bz 

(株)博報堂 シニアストラテジックプランニングディレクター 福田 
kyoya.fukuda@hakuhodo.co.jp 

阪急阪神不動産(株) GVH#5 津田、吉田 
info@gvh-5.com 

(株)健康都市デザイン研究所 設計・都市デザイン室 副室長 神薮 
hisho@kenkotoshi.com 

平川商事(株) 財務担当執行役員 戸田 
secretary@hirakawagroup.com 

(株)ホテルニューアワジ 経営企画室 稲葉 
s_inaba@newawaji.com 

(株)ホテルオークラ神戸 総合企画室 室長 仲村 
m-nakamura@kobe.hotelokura.co.jp 

伊藤忠商事(株) 開発・調査部 関西開発調査室 吉山 
osayh-startup@itochu.co.jp 

  

伊藤忠テクノソリューションズ(株) 西日本ビジネス開発チーム 富士榮 
cip-wbd@ctc-g.co.jp 

岩谷産業(株) 未来創造室 上田 
naomasa@iwatani.co.jp 

日本航空(株) (※)関西経済同友会 企画調査部 木津、香川 
kansai@kansaidoyukai.or.jp 

(株)国際協力銀行 西日本総務ユニット 高尾 
s-takao@jbic.go.jp 

(株)日本政策金融公庫 西日本新事業・ベンチャー支援センター  
cnshinjigyou@jfc.go.jp 

日本イスラエル商工会議所関西本部 理事 事務局長 原田 
k-harada@jicc-kansai.com 

(独)日本貿易振興機構 産業連携・対日投資推進課 
osd@jetro.go.jp 

(株)JR西日本イノベーションズ リサーチグループ  
info@jrw-inv.co.jp 

関西テレビ放送(株) 経営戦略本部経営戦略局事業戦略部部長 坂口 
t-sakaguchi@ktv.co.jp 

関西大学 研究支援・社会連携グループ長 
（イノベーション創生センター担当） 北谷 
kucic@ml.kandai.jp 

川村・藤岡綜合法律事務所 (※)関西経済同友会 企画調査部 木津、香川 
kansai@kansaidoyukai.or.jp 

川崎重工業(株) 企画本部 イノベーション部 
部長  大館 ohdate_h@khi.co.jp 

 主任  吉澤 yoshizawa_kodai@khi.co.jp 
近鉄グループホールディングス(株) 近鉄ベンチャーパートナーズ(株)   

info_kvp@rw.kintetsu.co.jp 
(株)神戸ポートピアホテル 人事総務部総務 支配人 薮田 

yabuta@portopia.co.jp 
コクヨ(株) 会長室  

hisyok@kokuyo.com 
甲南電機(株) 企画部 部長 大朝 

e-ohtomo@konan-em.co.jp 
(株)クボタ 社長室室長 習田、浅野 

tetsuya.asano@kubota.com 
ライク(株) 執行役員 経営戦略部長 岡本 

okamoto-h@like-gr.co.jp 
間口ホールディングス(株) スタートアップ事業部 山﨑 

y-yamasaki01@maguchi.co.jp 
(株)マニックス 代表取締役 松田 

matsuda-07@manix.co.jp 
丸一鋼管(株) (※)関西経済同友会 企画調査部 木津、香川 

kansai@kansaidoyukai.or.jp 
(株)マヤテック 総務部長 田邊 

h-tanabe@mayatec.co.jp 
(株)マーキュリアインベストメント 事業投資部 中野 

shimpei.nakano@mercuria.jp 
エム・シーシー食品(株) 管理本部 人事総務グループ 兼 経理グループ 

藤井 fujii_t@mcc-kobe.jp 
(株)ミックウェア オペレーション・ユニット 執行役員 徳原 

tokuhara@micware.co.jp 
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三菱商事(株) 関西支社業務開発部長代行 三井 
junji.asano@mitsubishicorp.com 

三菱電機(株) 関西支社 事業推進部  
j-startup-saib@rd.MitsubishiElectric.co.jp 

三ツ星ベルト(株) 経営企画室 室長 井之上 
k.inoue@mitsuboshi.com 

(株)みずほ銀行 (※)関西経済同友会 企画調査部 木津、香川 
kansai@kansaidoyukai.or.jp 

(株)MORESCO 広報室長 金澤 
tomomi_kanazawa@moresco.co.jp 

(株)三菱 UFJ銀行 コーポレート情報営業部成長産業支援室(大阪)調査役  
長山 katsuhiko_nagayama@mufg.jp 

中西金属工業(株) 人事総務部 部長・執行役員 和田 
wada-t@nkc-j.co.jp 

中務公認会計士・税理士事務所 所長 中務 
officeweb@welbe.jp 

南海電気鉄道(株) イノベーション創造室新規事業部・まち共創本部企画部 
startup_info@nankai.co.jp 

(株)南都銀行 地域事業創造部 主事 田花 
sougyou-cvc@nantobank.co.jp 
南都キャピタルパートナーズ キャピタリスト 大東  
nobuyuki.ohigashi@nanto-cap.com 

(独)工業所有権情報・研修館 近畿統括本部 事業推進部 部長代理 大河 
ip-js01@inpit.go.jp 

(株)日本貿易保険 大阪支店営業グループ 
sme-support-osaka@nexi.go.jp 

日本生命保険（相） (※)関西経済同友会 企画調査部 木津、香川 
kansai@kansaidoyukai.or.jp 

西日本電信電話(株) アライアンス営業本部 ビジネスデザイン部 
尾﨑 hiroshi.ozaki@west.ntt.co.jp 
松浦 katsuta.matsuura@west.ntt.co.jp 

(株)NTTデータ関西 経営企画部 経営戦略担当 課長 森口、課長代理 山田 
eigyousuishin@bss.nttdata-kansai.co.jp 

オリックス(株) グループ広報渉外部  
課長 林    hideto.hayashi.sf@orix.jp 
課長代理 奥 yoshitomo.oku.uu@orix.jp 

大阪ガス(株) 経営調査室  
startup-kz@ml.osakagas.co.jp 

大阪府立大学 研究推進本部 研究推進課 課長補佐 日高 
thidaka@ao.osakafu-u.ac.jp 

ピーチコーポレーション(株) 総務部  
info@peach-corporation.co.jp 

(株)プロアシスト R&D企画部 部長 橋本 
h.hashimoto@proassist.co.jp 

(株)りそな銀行 ビジネスプラザおおさか所長 今井 
Yoshiki.Imai@resonabank.co.jp 

(株)ロック・フィールド 秘書室広報グループ グループ長 天野 
m-amano@rockfield.co.jp 

サノヤスホールディングス(株) 企画部取締役 中島 
m-nakajima@sanoyas.co.jp 

(株)成文社 取締役営業統括 田中 
sbstnk@sirius.ocn.ne.jp 

(株)ソーイング竹内 取締役兼営業 竹内 
yuta@sewing-takeuchi.co.jp 

清水建設(株) 関西支店 開発営業部 開発担当 雑賀 
m-saika@shimz.co.jp 

神栄(株) 執行役員 経営戦略部長 中西 
t-nakanishi@sk.shinyei.co.jp 

塩屋土地(株) 営業部長 南 
k-minami@shioyatochi.co.jp 

ソプラ(株) ソリューション推進部 統括部長 釘宮 
kugimiya.kenji@soppra.com 

(株)水登社 企画統括室 主任 牧野 
makino.yuka@suitousha.com 

住友商事(株) 国内業務企画部 関西財界担当部長 岡本 
takeshi.okamoto@sumitomocorp.com 

住友電気工業(株) 秘書部/企画調査室 宮本 
kicho-sml@list.sei.jp 

住友生命保険（相） 新規ビジネス企画部 渡辺 
siyou_watanabe@am.sumitomolife.co.jp 

(株)三井住友銀行 成長事業開発部 部長代理 小島 
Ojima_Daisuke@dn.smbc.co.jp 

三井住友信託銀行 (株) 法人企画部 関西活性化プロジェクト 審議役 
伊藤 Ito_Wataru@smtb.jp 

(株)朝日新聞社 大阪本社代表室 山平 
yamahira-s@asahi.com 

(株)京都銀行 営業本部 法人総合コンサルティング部 調査役  
間宮 n.mamiya@kyotobank.co.jp 

(特非) 大学コンソーシアム大阪 事務局長 西本 
info@consortium-osaka.gr.jp 

関西電力(株) 経営企画室 イノベーション推進グループ マネジャー  
岩本 iwamoto.yosuke@d4.kepco.co.jp 

(株)神戸新聞社 経営企画局長 小野 
ono-hd@kobe-np.co.jp 

(株)みなと銀行 
 

地域戦略部 ビジネスプラザ神戸 所長 倉本 
kuramoto_yoshihisa@minatobk.co.jp 

(一社)大阪大学産業科学研究協会 事務局長 高森 
takamori-akira@sanken.osaka-u.ac.jp 

(株)池田泉州銀行 先進テクノ推進部 副調査役 青田 
t_aota@sihd-bk.jp 

(株)商工組合中央金庫 大阪支店営業第一部次長 鈴木 
hiroki-suzuki3s@gm.shokochukin.co.jp 

ＴＩＳ(株) インキュベーションセンター 秋里 
incubation@tis.co.jp 

(同)ユー・エス・ジェイ エクスターナル・アフェアーズ部 
福島 hidenori_fukushima@usjc.co.jp 
前田 naomi_maeda@usjc.co.jp 

(株)ザイマックス関西 神戸支社 支社長 極楽地 
gokurakuji@xymax.co.jp 
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