
～「超快適」スマート社会の創出～

安寧で持続的な未来を創る
地域と産業

あん   ねい

京都スマートシティエキスポ運営協議会事務局
〒604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1（株式会社 島津アドコム内）

075-823-1109電話 

info@expo.smartcity.kyotoE-mail 
075-823-3659FAX 

https://expo.smartcity.kyoto/お問合わせ

京都スマートシティエキスポのメイン講演会場(イベントホール)の様子を、けいはんなビジネスメッセ会場(ホワイエ)でモニタ中継します。

会場へのアクセス

けいはんなプラザ（ビジネスメッセ会場）へのアクセス
● 電車・路線バスまたはタクシーの場合
　 JR学研都市線「祝園駅」・近鉄京都線「新祝園駅」よりタクシー約10分
    奈良交通バス56・58・59系統「学研奈良登美ヶ丘駅行」
    もしくは、36系統光台循環バス・46系統「光台三丁目行」・47系統「ATR行」で、
  『ATR』下車すぐ（バス約12分）

    近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘駅」よりタクシー約10分
    奈良交通バス56・59系統「祝園駅行」で『けいはんなプラザ』下車すぐ（バス約15分）

● 車の場合
    大阪から/阪神高速13号東大阪線 → 西石切ランプ
               → 第二阪奈道路 → 中町ランプ → 学園前経由
    京都から/第二京阪→新名神→京奈和自動車道
    奈良から/ならやま大通り・奈良精華線

けいはんなe²未来（イーミライ）スクエアは、環境エネルギー関連の取組みについて「見て、触れて、
体験」していただくとともに、国内外に広くアピールすることを目的とした施設です。アテンダントによ
る約60分の体験ツアーです。

● 所要時間約60分 　● 定員毎回20名限定（先着順）

定刻になり次第スタートしますので、ラボ棟11階までお越しください。

11：00～ 13：00～ 15：00～実施時間

https://khn-messe.jp/entry/ホームページからお申し込み下さい。
(9月上旬より受付開始)

けいはんな
e²未来スクエア見学会　
10月5日(金)のみ 要申込

KICK・国際高等研究所
けいはんなプラザけいはんな学研都市会

場

2018.10.4 木 10.5金 入場
無料

ICTを基盤に環境・エネルギー、交通、健康、文化・教育など、スマートシ
ティ分野における国内外の専門家・研究者が京都・けいはんなに集結。
広く海外企業等を誘致し、ワールドワイドなビジネスマッチングの機会を
提供します。

けいはんなプラザ

国際高等研究所(IIAS)

けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）

会場

無料シャトルバス
・会期中、近鉄京都線「新祝園駅」・JR学研都市線「祝園駅」及び近鉄けいはんな線「学研奈良登美ケ丘駅」から会場まで、無料シャトルバスを運行します。
・また、けいはんなプラザ⇔KICK間は、無料ジャンボタクシーを運行します。

近鉄「新祝園駅」
JR「祝園駅」

近鉄
「学研奈良
登美ヶ丘駅」

KICK
（エキスポ主会場）

けいはんな
プラザ

（ビジネスメッセ会場）
無料シャトルバス

無料シャトルバス

無料シャトルバス

無料ジャンボタクシー

無料シャトルバス

けい はんなプラザ交流棟 1 階
「イベントホール」、「アトリウム」

13:00～17:00 10:00～17:00
10 月2018年 4日(THU) 5日(FRI)

無料シャトルバス運行 / 駐 車 場 無 料 / 入 場 無 料

お問合せ けいはんなビジネスメッセ 事務局
TEL 0774-98-2230 E-mail messe2018@kri.or.jp URL https://khn-messe.jp/

KEIHANNA
BUSINESS MESSE

つながる技術、共創する未来へ
先端技術を持つ企業がけいはんな学研都市に集結
同時開催の京都スマートシティエキスポ出展企業とのマッチングを実施予定

主催　（公財）関西文化学術研究都市推進機構
共催　（株）けいはんな
後援　近畿経済産業局、国立国会図書館、(公社)関西経済連合会、京都府、大阪府、奈良県、京田辺市、木津川市、精華町、枚方市、四條畷市、交野市、奈良市、生駒市、
        (公財)京都産業21、(公財)奈良県地域産業振興センター、京都商工会議所、大阪商工会議所、東大阪商工会議所、北大阪商工会議所、奈良商工会議所、生駒商工会議所、
        京都府商工会連合会、京田辺市商工会、木津川市商工会、精華町商工会、四條畷市商工会、京都大学、京都工芸繊維大学、同志社大学、京都府立大学、大阪大学、
         大阪工業大学、大阪電気通信大学、奈良先端科学技術大学院大学、奈良県立医科大学、奈良女子大学、立命館大学、京都新聞、(株)奈良新聞社、 (株)産経新聞社、
        (株)日刊工業新聞社、ＮＨＫ京都放送局、近鉄グループホールディングス(株)、奈良交通(株)、(株)京都銀行、(株)南都銀行、けいはんな地域産業活性化協議会

この事業は競輪の補助金を受け実施するものです。
http://hojo.keirin-autorace.or.jp/

競輪の補助事業

■ ビジネスマッチング展示会  ■ 出展企業等によるプレゼンテーション  ■ e²未来スクエア見学会

開催日は駐車場無料



ビジネスマッチング展示会 ■ 環境・エネルギー・防災
■ 産業機械・電気機械・器具
■ 金属製品・部品
■ 化学・合成樹脂・印刷
■ バイオ・医療・介護・ヘルスケア

■ ICT関連システム・ソフトウェア
■ 繊維・生活関連
■ 産学連携（大学等）
■ 支援機関
※ プレゼンテーションを行う企業等13:00～17:00 10:00～17:00

10 4 (木) 10 5 (金)

出展機関名 出展内容

アイ’エムセップ（株） エネルギー・環境分野に貢献する
『溶融塩電気化学プロセス技術』

（有）アイ工房 京友禅染型、西陣織（帯）の紋紙を
使用した LED あんどんを展示

（有）岩本製作所 モノづくりでお困りごと解決します

環境衛生薬品（株） 食品・作業環境などリスク軽減につながる
検査・改善業務

（株）環境総合リサーチ※ 環境調査・各種分析の紹介

（株）クリーンバブル研究所※ オゾンマイクロナノバブルによる
殺菌・表面処理・洗浄・CO

日産スチール工業（株） 鮮度保持袋　フレッシュママ

日本精線（株） Ｐｄ水素分離膜モジュール、
ＭＣＨ脱水素触媒ワイヤー、他

メディソニック（株） 災害用照明塔

モリテックスチール（株） EV・PHV 用普通充電器　室内物干し器　

（株）リベックス 水圧位置制御システム

アルテア（株） パネルコンピュータ・各種電子基板

（株）飯田照明※ LED 照明装置
（紫外線、赤外線、導光板、画像処理用等）

（株）エーディーディー 生産品の外観検査を画像処理により
実現するシステム

NSK工業 メタルボンドとレジンボンドの
ダイヤモンドＣＢＮ研磨砥石の展示

オオクマ・ソリューション関西（株） 液晶信号発生器 OGI-007、
スマートグラスでの顔認証技術

京都治具ソリューションネット 自動化設備、医療器具、検査機器、
精密加工

（株）光響 レーザーを用いた新しい技術提案

（株）コムサイエンス USB3.0 InGaAs カメラと
マシンビジョンケーブル

（株）ごんた屋 事業所向け超音波カッターの展示
および LED 素子の展示

（株）タイムドメイン 原音を忠実に再現する
オーディオシステムの試聴、展示

大和エレテック.（株） 電子機器回路設計開発

（株）椿本チエイン
      開発・技術センター

新規事業として模索する機器や
電力システムなど

DJI認定ストア大阪 - 深空（株）※ 産業用 / 一般向け DJI 製ドローン

（株）ニコーテック 海外金型部品及び装置組立部品の調達

日本計測システム（株） テクスチャー試験機
ハンディフォースゲージ　トルクチェッカー

（株）マサインタナショナル※ 植物の光合成速度高速測定器
（MIC-100）の展示／説明

（有）ミネルバライトラボ 発光錯体、マイクロ波合成装置

出展機関名 出展内容

メカニスト 手軽に粉砕できる粉砕機のご紹介

（株）メカニック オリジナル商品 小型圧接器と自動化設備、
省力化機器のご提案

（株）リッツ ワイヤレスで温湿度を確認出来る
LED ライト他等

アクテック（株） アルミケース・縫製品ソフトケース

アドコート（株）※ 金属の錆を防ぐ防錆紙のメーカーです
防錆梱包提案致します

（株）エスケイケイ 高品質な金属プレス製品を提供しています

オーケーディー（株） 超鏡面サンプル加工品

関西村陽（株） 産業ロボット用金属部品を製造販売

京都プレス工業（株） プレス、板金、機械加工
あらゆる金属加工製品の展示及び技術紹介

コーデンシ（株）※ スマート社会実現に貢献‼
『コーデンシのセンサソリューション』

（有）相互電機 プレス加工製品や自作金属製品

（株）戸田精機 工作機械用バイスなど

（株）ナンゴー※ 単品～小ロットの精密機械加工を中心に
幅広いものづくりに対応

日鉄住金テクノロジー（株）※ 試験分析、研究開発支援

日本コーティング工業（株） セラミックス＆メタルコーティング加工

日本ニューロン（株） 各種プラント / 水道向け伸縮管継手、
フレキシブルチューブ

速水製作所 SUS・アルミのマシニングセンタ加工
（小さいサイズに対応）

HILLTOP（株） 部品加工から装置開発までトータルサポート

（株）吹野金型製作所 極微細マシニング加工・鏡面加工・
金属３D 造形部品

（株）和光製作所 各種産業用ステンレス機器製造に係る
技術の紹介

関西NOK販売（株） シール製品及びその他機能性ゴム製品

（有）グッドウッドＫＹＯＴＯ 特殊樹脂や軟質ゴムの３次元切削加工

清栄薬品（株） 食品、化粧品、医薬部外品の製造及び販売

（株）ダイドー 軟包装資材及びパッケージ

（株）丹宇 木造建築物を保護するタウンガード &
金属仏具等洗浄剤開発

（株）DFC フロー式有機合成装置

（株）DESIGN京都※ 水系 超変性流体ゲルの紹介

（株）服部商店 環境に配慮した低臭気エポキシ樹脂
「NEO ONE」を展示

出展機関名 出展内容

（株）Paddy Field※ 魔法のジョイント「TAKUMI」
応用商品の展示

（株）平井眞美館 各種、印刷物の展示など

（株）ムラカミ プラスチック成形品の染色

（株）MONAコーポレーション※ 機能性フィルム、加飾フィルムと
その応用展示

ユアサ化成（株） 簡単導入タッチセンサー
(2D から 3D までの各種デモ機展示 )

（株）H&C技術研究所※ 衛生的環境における着衣の異物防止に
役立つハンデイ吸引ブラシ

カジックス（株） 創薬や再生医療関連支援機器特に
保存組立用シール・滅菌装置等

車いす　ビバーチエ 高齢者の車いす上での不良姿勢の改善
及び介護職員の介護の軽減

（株）自然力研究所 健康経営に関するご提案並びに
IoT 等システム開発ご提案

（有）シバタシステムサービス 生体組織三次元細断装置及び医療支援・
研究支援ツールの展示

セコム（株） 高齢者見守りサービス

（株）タイヨーアクリス おしり洗浄機能付き車椅子

（有）日双工業※ 医療者 + 販売者 + モノづくり企業での
外科手術補助機器開発の事例

（株）バイオ 37℃ポータブルインキュベータ

フィトンチッドジャパン（株）「フィトンエア」を中心とした
フィトンチッド製品

（株）アズマ Linux が動作する CPU ボードを
紹介致します

（株）アロマジョイン※ 世界初のアロマシューター

（有）イーダブルシステム 触覚センサ

ヴァイタル・
インフォメーション（株） IoT で健康管理

（株）エイ・エス・ピー※ PAS 機械加工製造業システムの
ご提案、ご案内

（株）ATR-Sensetech 交通事故を防ぐ予防運転と
新しい安全運転管理支援サービス

（株）Coolware※ けいはんな学研都市の
ソフトウェア開発・Web 制作

（有）ケイツー電子工業 超小型 920MHz 帯無線モジュール +
センサによるモニタリング

ジェイ・ジー・エス・オー・
デファイアントネットワーク（株）※

ハンディマネージド・サービスと
在庫管理パッケージ

（株）チャンピオンシップスM&P PR・編集・e コマースの活性化と
業務効率向上を Web だけで

デジタルアシスト（株） パソコン・タブレット・スマホによる
電子フォームとワークフロー

テルモピレー（株） AWExion デジタルコンテンツ
電子商取引市場

（株）電気蜻蛉 透過液晶ディスプレイ、
プロジェクションマッピングの事業事例

（株）とめ研究所 ポスドク相当のエンジニアが研究開発の
加速推進をお手伝いします

（株）フォトン 電磁場解析ソフトウェア
「PHOTO-Series」

（株）ワンビリング 電子書籍アニメ原画集 E-SAKUGA の
システム紹介

大阪電気工業（株） 導電性繊維及び関連素材、電線導体、
ケーブル各種

出展機関名 出展内容

柿渋Houseみます 柿渋、食品添加物、柿渋健康補助食品、
柿渋染製品、柿渋塗料染料

佐野紙工芸 化粧箱・贈答用紙箱

（株）セミテック 樹脂メッシュや微細金網を用いた加工品
（フィルター等）

テンフィールズファクトリー（株）※ 石材、フローリング材、壁紙など

西垣靴下（株）※ 高齢者用や仕事用・
スポーツ用の高機能靴下・サポーター

枕の吉川ふとん 正しい姿勢で眠れる
手作り息夢枕（いきゆめまくら）

大阪工業大学※ 大学・企業とのネットワークによる
地域産業支援プラットフォーム

（大）大阪大学
　　共創機構産学共創本部

大阪大学のシーズ紹介と
産学連携方法など紹介

大阪府立北大阪
高等職業技術専門校

・パネル掲示　・ビデオ上映　
・チラシ配布

（大）京都工芸繊維大学 京都工芸繊維大学の産学連携活動や
研究シーズを紹介します

（大）京都府立大学精華
　　キャンパス

現在、産学公連携で展開している
取り組みの紹介

同志社大学 本学の産官学連携の取り組み例や
研究シーズをご紹介いたします

（大）奈良県立医科大学 県唯一の医科大として実行してきた
産学官連携の活動・成果の紹介

（独）国立高等専門学校機構
　　奈良工業高等専門学校

奈良高専産学官連携活動の紹介と
教員シーズの発表

（大）奈良女子大学 社会連携センターより大学の研究・
地域連携の事例紹介

（大）奈良先端科学技術
　　大学院大学

「魔女の雑草」を防除する新規な方法
ストライガの吸器形成阻害剤

（国研）量子科学技術
　　　研究開発機構
　　　関西光科学研究所

関西光科学研究所の研究成果と
その産業応用等を紹介

（地独）大阪産業技術研究所※ 技術的支援メニューの紹介

（公財）関西文化学術研究
　　　都市推進機構
　　　奈良県事業

学研都市研究成果活用支援事業
（奈良県補助金事業）

（公財）京都産業２１ KICK の施設概要、市場開拓、人材育成、
各種支援策の紹介

（一社）京都産業エコ・
　　　エネルギー推進機構

エコスタイル製品の認定他
エコエネルギー関連の補助金・支援事業

京都府中小企業技術センター 技術センターの業務及び研究について
パネル展示を中心に紹介

けいはんな学研都市
立地企業の紹介

けいはんな学研都市における
企業立地の紹介

けいはんな知財組合 中小企業への知財支援活動内容、
実益例紹介、入会案内

けいはんなラボコミュニティ
（KLC）

開発型ベンチャー企業等の連携支援及び
活動紹介

国立国会図書館関西館 調査研究・ビジネスに活用できる
サービスやコレクションの紹介

精華・サンライズ・
コミュニケーション（ＳＳＣ）

精華町商工会で活動している
朝活事業の活動紹介と、企業紹介

同志社大学連携型起業
家育成施設D-egg

インキュベーション施設の事業紹介を
行います

奈良県企業立地推進課 研究施設等の設備投資にあたっての
各種優遇制度のご案内

奈良県産業振興総合センター 県内企業の皆様に技術支援、
創業・経営支援を行っています

（公財）奈良県地域
　　　産業振興センター

B2B マッチングを目的に積極的に PR し、
その企業群を紹介

ホームページから、全出展者との商談を事前に予約することができます。
効率的な商談のためにぜひご活用ください。（9月上旬システム稼働予定）商談予約システム : 


	keihanna_h1_h4_0720
	keihanna_ura_20180723

