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14th けいはんな
ビジネスメッセ2019

(株)けいはんな、近畿経済産業局、(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、(独法)中小企業基盤整備機構近畿本部、(公財)京都産業21、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)、(株)京都銀行、(株)南都銀行

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」から会場まで運行します。
※運賃は主催者が負担するため、無料でご利用いただけます。

けいはんなビジネスメッセは、競輪の補助を受けています。
https://hojo.keirin-autorace.or.jp/

けいはんなビジネスメッセ事務局
TEL 0774-98-2230　E-mail messe2019@kri.or.jp　URL https://khn-messe.jp/

先端技術を持つ企業がけいはんな学研都市に集結
❶ビジネスマッチング展示会　❷特別講演会

けいはんなロボット技術センター
（けいはんなオープンイノベーションセンター（ＫＩＣＫ）1階）

事前申込制/入場無料
来場者申込みフォームは8月下旬オープン予定です。

臨時路線バス

会場へのアクセス

会場案内図

■けいはんなオープン
　イノベーションセンター（KICK）
【最寄駅から】
● 近鉄京都線「新祝園駅」下車（「京都駅」から
　急行で30分）。奈良交通バス「36」「56」号
　系統乗車、「公園東通り」で降りてください。
● 近鉄けいはんな線「学研奈良登美ケ丘駅」 
　下車。奈良交通バス「56」号系統乗車、「公園
　東通り」で降りてください。
● 開催当日は、最寄駅から臨時路線バスを
　運行します。

【京都駅から】
● 京阪バス又は奈良交通バス、京都駅八条口
　（H4乗降場）から「けいはんな学研都市」
　行き乗車、「KICK」で降りてください。
　（直通バス）

けいはんな
オープンイノベーション

センター
学研奈良
登美ヶ丘駅

新祝園駅
祝園駅 臨時路線バス 臨時路線バス

同時開催

京都スマートシティ
エキスポ会場

■ビジネス
　マッチング
　展示会
■ 特別講演会

エスカレーターを降りて、
1Fが会場です。

精華大通り

けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）
国際高等研究所(IIAS)

けいはんなプラザ

中川 政七 氏
株式会社奈良クラブ  　 代表取締役社長
株式会社中川政七商店  代表取締役会長

「学びと勇気で街を変える！」
特別講演会

14th けいはんな
ビジネスメッセ2019

2Fより入場ください
（KICKエントランスは2階、
  メッセ会場は1階です）

Entrance

Theater

1F

2F

10.3 14:00-15:20

お問合せ

内容

開催場所

主催

後援



ビジネスマッチング展示会

10.3 14:00-15:20

中川 政七 氏
株式会社奈良クラブ　　代表取締役社長
株式会社中川政七商店　代表取締役会長

「学びと勇気で街を変える！」

特別講演会

10.3 木 10:00-17:00 10.4 金 10:00-17:00

■ 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
■ アグリ・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）

中川政七氏プロフィール
1974年生まれ。京都大学法学部卒業後、2000年富士通株式会社入社。 2002年に株式会社 中川政七商店に入社し、2008年に
十三代社長に就任、2018年より会長を務める。同年11月株式会社奈良クラブ代表取締役社長に就任。
株式会社中川政七商店で日本初の工芸をベースにしたSPA業態を確立し、「日本の工芸を元気にする！」というビジョンのもと、
業界特化型の経営コンサルティング事業を開始。2011年奈良クラブブランドマネージャーに就任、スポーツマネジメント事業を
開始。日本の伝統文様を元にしたユニフォームデザインを手掛け奈良クラブの代名詞として大きな話題を呼ぶ。2018年に
株式会社中川政七商店社長の座を後進に継承。自身は会長となり、サッカービジネスに転身。「サッカーを変える 人を変える 
奈良を変える」というビジョンのもと、スポーツ事業、教育事業、地域振興事業として奈良県の活性化を図り「N.PARK 
PROJECT」を開始。著書に『小さな会社の生きる道。』（CCCメディアハウス）、『経営とデザインの幸せな関係』（日経BP社）、
『日本の工芸を元気にする！』（東洋経済新報社）

創業300年の老舗企業を変革し、10年余りで急成長へと導いた
中川政七氏を講師にお招きし、特別講演を開催します。

アイ’エムセップ株式会社

イーセップ株式会社

有限会社岩本製作所

株式会社カスタネット

環境衛生薬品株式会社

株式会社環境総合リサーチ

株式会社丹宇

日産スチール工業株式会社

日本精線株式会社

有限会社ミネルバライトラボ

メディソニック株式会社

株式会社アズマ

株式会社飯田照明

株式会社エーディーディー

オオクマ・ソリューション関西株式会社

京都電測株式会社

旭光精工株式会社

有限会社ケイツー電子工業

株式会社光響

株式会社コムサイエンス

株式会社ごんた屋

株式会社ジーネス

株式会社タイムドメイン

大和エレテック.株式会社

株式会社東洋レーベル　電子機器事業部

ハムス株式会社

PicoTechnology

ホルトプラン合同会社

世界に類を見ない革新的「溶融塩電気化学プロセス：MSEP」

ナノセラミック分離膜ユニット

シリコン型を使ってイニシャルコストを抑えた試作開発 !!

防災意識を持ち歩く社会づくりへ～オリジナル防災グッズのご紹介

食品管理、作業環境管理、環境衛生のことならご相談ください

環境の保全に関するさまざまな課題解決は当社にお任せください

木質系建築物の風合いを保ち高耐久な保護剤「タウンガード」

科学的に検証された、新たな鮮度保持包装

Pd-Cu箔水素分離膜モジュール、MCH用触媒ワイヤー、他

弊社の環境にやさしい、省エネルギー化学技術としてマイクロ波化

もし夜間に災害が発生したら!?  災害用照明塔(京都府認定商品)

CPUボードとモジュールの組み合わせ事例を紹介

捕虫・露光・樹脂硬化・光触媒用紫外線と外観検査用LED照明装置

生産品の外観検査を画像処理により実現するシステム

スマートグラス、スマートフォン等を用いた顔認証技術の開発

製品開発から量産まで、お任せ下さい !!

ばね自動供給装置を始めとした自動化設備の提供

超小型920MHz帯無線モジュールの紹介 (10x15mm)

性能体感！最新Lidar実演＆可搬式50Wレーザークリーナー

InGaAs近赤外カメラとマシンビジョンケーブル

超音波切断装置及び弱酸性次亜塩素酸水溶液の展示

ヤング率、ポアソン比など測定できる弾性率測定装置の実演

タイムドメイン技術を使ったオーディオ製品の試聴展示

電子機器の発想から組立、実装まで創造を形にいたします

加飾印刷～制御設計、製作、組立まで一貫生産！！

縫う・通す・結ぶ、技術を得意とした自動機械を開発します

英国製PCベースオシロスコープ PicoScope

小型の風センサと熱中症予防計

株式会社monotone technology

株式会社吉川電機製作所

株式会社リッツ

アクテック株式会社

NSK工業

オーケーディー株式会社

関西村陽株式会社

京都プレス工業株式会社

杉山金属株式会社

東洋精密工業株式会社

株式会社戸田精機

株式会社名高精工所

株式会社ナンゴー

新倉ビジネスサービス

株式会社ニコーテック

日鉄テクノロジー株式会社　NSTec

日本ニューロン株式会社

株式会社プラズマイオンアシスト

株式会社丸山製作所

関西NOK販売株式会社

有限会社グッドウッドKYOTO

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学

株式会社DFC

株式会社平井眞美館

山城金型

合同会社O-LIFE

一般社団法人京都光科学研究所

株式会社クリーンバブル研究所

無線機能・AI機能搭載 ワイヤレスケミカルセンサ pHAI

面倒な手半田付けを当社が請け負います！

融通のきく会社 !! 基板の設計・製造 1台でもOK！

特注アルミケース・ソフトケースを1台から製作致します　

あなたは知っていますか？ ダイヤモンド砥石を使えば磨けます

超仕上げの試作開発～量産まで！ 面粗Ra0.004μ保証が可能

小ロット、多品種製品を中国生産でより安価、品質安定的に提供

精密プレス、板金、機械加工あらゆる金属加工にお応えします

高強度・高耐食二相系ステンレス鋼SUS821L1の御紹介

フォトリソ技術を使った、様々な加工品を提案します

精密治工具で世界に貢献します

開発試作から量産までをトータルにサポートいたします！

幅広いものづくり体制／開発品や試作品づくりに素早い対応

若手技術者、研究者を応援します !!!

海外金型部品及び装置組立部品の調達

人と技術のシナジーで新未来を生み出すNSTecをご活用下さい

伸縮管継手および付随する溶接・加工技術

i-DLC(インテリジェント-DLC)で高付加価値を !!

精密金属旋盤切削加工

シールに限らず多機能ゴムや潤滑材で新たな付加価値を提供します

樹脂・ゴム・特殊材料 切削加工 ご相談ください！

新規フェリチンゲルの作製と遷移金属捕捉等の活用

機械の力で化学に貢献！連続フロー有機合成装置のメーカーです

印刷に関する様々なニーズにお応えしモノづくりをサポートします

♡真心のこもった製品を～成形が出来る金型屋です

ハーブが認知症を救う!? 美味しい！ 高機能ハーブティー！

環境有害物質及び細胞毒性物質の生物発光・化学発光・蛍光可視化

オゾンマイクロナノバブルによるカット野菜の殺菌

株式会社H&C技術研究所

有限会社MTCJAPAN

株式会社OKファイバーテクノロジー

カジックス株式会社

株式会社自然力研究所

有限会社シバタシステムサービス

清栄薬品株式会社

セコム株式会社

株式会社タイヨーアクリス

日本計測システム株式会社

フィトンチッドジャパン株式会社

株式会社プロキダイ

枕の吉川ふとん

アイ・オーシステム株式会社

株式会社アクトワークス

HPCシステムズ株式会社

株式会社ATR-Sensetech

株式会社オークレイ

株式会社Coolware

クラウド・テン株式会社

コンテンツ株式会社

株式会社三技協

着衣の異物除去に！ 新方式の「異物吸引ブラシ」を新提案

おもてなし心を大切に京都発の医療サービスを海外の顧客に提供

狭いところに目が届く！ 切らずに治す癌診断・治療装置

マイクロプレートシール、熱滅菌装置、プレートシェイカー等

予防・食育に重点を置く健康経営のご提案と介護環境改善機器提案

生体組織の微細加工で再生医療をバックアップ

新素材つくりへの提案  酵素を残したまま食品の乾燥、天然香料抽

シニアのための「セコム・ホームセキュリティ」

現場ニーズを形にします

おいしく安全な食品づくりをサポート

「お部屋で森林浴」フィトンチッドのもたらす癒しの空間づくり！

バイオセンシング（心電・筋電位）用高精度センサー

正しい姿勢で眠れる手作り枕『息夢枕』（いきゆめまくら）

生産現場におけるIoTデータの活用～AIによる事故予測～

ネットワークに繋いで、設定、不正端末のアクセスをガードする

HPCによる、AIおよび科学技術計算の高速化支援

交通事故を防ぐ予防運転を導く新たな交通教育機器

タブレット端末用いて販売管理をもっと簡単に！

製品ユーザー用コミュニケーションサイトを運営しませんか

PhotoMusic:写真から自動的に音楽生成するシステム

PCやスマホへ瞬時にデータを表示できるソフトウエア

LEDの光を使用したLED無線通信システムの紹介

ジェイ・ジー・エス・オー・デファインドネットワーク株式会社

株式会社シュルード設計

株式会社SOCINNO

株式会社チャンピオンシップスM&P

デジタルアシスト株式会社

テルモピレー株式会社

株式会社電気蜻蛉

株式会社とめ研究所

日本制御株式会社

株式会社フォトン

フロムデータ株式会社

有限会社アイ工房

大阪電気工業株式会社

柿渋Houseみます

佐野紙工芸

テンフィールズファクトリー株式会社

京都工芸繊維大学

公立大学法人京都府立大学　精華キャンパス

国立大学法人奈良女子大学

精華町商工会

奈良工業高等専門学校

株式会社ユニオン・エー

買物弱者支援システム「ねっとのお使い」

現場は短くオフィスで計測、足場を組まずに安全・工数削減

IoTなど最新IT技術を活かした製品開発でスマートホーム実現

マーケティング& PRの活性化と生産性向上をWebだけで！

フロントエンドとバックエンドを自在に構築

デジタルデータ・コンテンツの取引市場AWExion

映像演出、コンテンツ製作による広報PRソリューション

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

制御のプロがあなたの困ったを解決します

電磁場解析用ソフトウェア「PHOTOシリーズ」

製造業向けモニタリングシステム

エコといやし  京の伝統工芸に新たな技術、灯で提案

様々な素材で電気を通します !!

柿渋ひと筋！  柿渋の秘めたる力を活かしたこだわりの逸品！

手作りの紙箱に自信あり

マッチングビジネス

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

京都府立大学精華キャンパスで展開する産学公連携プロジェクト

社会連携センターより大学の研究・地域連携の事例紹介を行います

かゆいところに手が届く、あなたのそばの精華町商工会

奈良高専の産学官金連携活動と教員シーズ紹介

自主性のある前向きな少人数の若者と出会える！  就職情報誌


