
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 場 WEB上にてバーチャル開催 

開催日  2020年 10月 27日（火）、10月 28日（水） 

     （11月 13日まで展示会場を公開） 

主催  公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構 

 

 

 
 

 

事業概要とアンケート結果報告 

 

 

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://jka-cycle.jp 
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１．けいはんなビジネスメッセ 2020 Virtual の概要（開催データ） 

 

事 業： けいはんなビジネスメッセ 2020 Virtual 

テ ー マ： 新たな時代のビジネス創造 

事業内容： ・ビジネスマッチング展示会 展示 102社・機関 

 ・出展者プレゼンテーション 34社 

実施日時： 2020年（令和 2年）10月 27日（火） 10:00～17:00、 

                         10月 28日（水） 10:00～17:00 

 以降 11月 13日(金)まで展示会場を公開 

場 所： WEB上にてバーチャル開催 

主 催： (公財)関西文化学術研究都市推進機構 

後 援： ㈱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 



 4 / 20 

 

2. けいはんなビジネスメッセ開催の経緯 
 

(公財)関西文化学術研究都市推進機構（以下、推進機構）では、新産業の創出と産業クラスター形成を促進

するため、「けいはんなビジネスメッセ」を2006年（平成18年）から毎年開催してきた。 当初から企業（機関）の

展示会とフォーラムを同時開催を基本とすることで、中小ベンチャー企業のマッチングだけでなく、大企業・研究機関研

究者も興味を持って参加できる内容としている。 

 

開催経費については、第１回と第２回は、近畿経済産業局（主催）及び「ゆめはんな実行委員会」（第２

回：共催）から援助を受け、第３回から第５回は(財)JKA より競輪補助事業として採択され補助を得た。 

第６回目（2011 年）と第７回目（2012 年）の予算は全額推進機構にて負担した。（ただし、2011 年（平

成23年）のけいはんなグリーンイノベーションフォーラムについては、経産省補助金にて、2012年（平成24年）は、

「京都府学研都市まるごと発信新展開事業」の予算にて開催）。2013年（平成25年）以降は（公財）JKAの

競輪補助事業として採択され、規模の拡張や内容を充実し、開催している。 

 第13回(前々回)からはシナジー効果を期待して「京都スマートシティエキスポ」と同時開催、第14回(前回)は「京

都スマートシティエキスポ」と同時同会場で開催することで、より一層の活性化を図った。 

 そして本年はポストコロナ時代を見据え、初のバーチャル開催とした。 

 

 

＜けいはんなビジネスメッセ 各年の概要＞ 

※ 太字は初開催項目 

 第1回（H18） 第2回（H19） 第3回（H20） 第4回（H21） 第5回（H22） 第6回（H23） 

事業内容 知的財産フォーラム 

 基調講演 

事例紹介 

パネルディスカッション 

展示会 

 出展社プレゼンテーション 

知的財産フォーラム 

  基調講演 

  知財相談コーナー 

 

展示会 

  出展社プレゼンテーション 

  テクニカルビジット 

知的財産フォーラム 

  基調講演 

  重点分科会(２件) 

  知財相談コーナー 

展示会 

  出展社プレゼンテーション 

  テクニカルビジット 

知財フォーラム 

  基調講演 

  出展社プレゼンテーション 

展示会 

環境・エネルギー研究会 

テクニカルビジット 

ビジネスフォーラム 

  基調講演 

  出展社プレゼンテーション 

 

展示会 

 

けいはんなグリーンイノベ

ーションフォーラム 

  基調講演 

  出展社プレゼンテーション 

展示会 

環境・エネルギー研究会 

 

開 催 日 2006年9月21日(木) 2007年7月19日(木) 2008年7月17日(木) 2009年7月16日(木) 2010年7月22日(木) 2011年7月21日(木) 

出 展 者 40社 56社 81社 101社 127社 105社 

来場者数 約200名 約500名 621名 1,210名 1,530名 1,070名 

主 催 者 特許庁 

近畿経済産業局 

けいはんな新産業創出・

交流センター 

特許庁 

近畿経済産業局 

近畿知財戦略本部 

㈶関西文化学術研究

都市推進機構 

けいはんな新産業創出・

交流センター 

㈶関西文化学術研究 

都市推進機構 

けいはんな新産業創出・

交流センター 

㈶関西文化学術研究 

都市推進機構 

 

㈶関西文化学術研究

都市推進機構 

 

㈶関西文化学術研究 

都市推進機構 

 

予算補助 近畿経済産業局 近畿経済産業局 

ゆめはんな実行委員

会 

(財)JKA  

（競輪補助事業） 

(財)JKA  

（競輪補助事業） 

(財)JKA  

（競輪補助事業） 
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 第7回（H24） 第8回（Ｈ25） 第9回（Ｈ26） 第10回（Ｈ27） 第11回（Ｈ28） 第12回（H29） 

事業内容 けいはんなグリーンイノベ

ーションフォーラム(基調

講演) 

出展社プレゼンテーション 

展示会 

 

けいはんなイノベーション

フォーラム（基調講演） 

出展社プレゼンテーション 

展示会 

ｅ２未来ｽｸｴｱ見学会 

 

 

（シャトルバス運行） 

けいはんなイノベーション

フォーラム（基調講演） 

出展者プレゼンテーション 

展示会 

ｅ２未来ｽｸｴｱ見学会 

EV試乗会 

 

（シャトルバス運行） 

けいはんなイノベーション

フォーラム（基調講演） 

出展者プレゼンテーション 

展示会 

ｅ２未来ｽｸｴｱ見学会 

ｻﾝﾄﾘｰﾜｰﾙﾄﾞﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ 

見学ﾂｱｰ 

（シャトルバス運行） 

けいはんなイノベーション

フォーラム（基調講演） 

展示会 

ｅ２未来ｽｸｴｱ見学会 

ラボ棟見学ツアー 

 

 

（シャトルバス運行） 

展示会 

ｅ２未来ｽｸｴｱ見学会 

商談予約（試行） 

 

 

 

 

（シャトルバス運行） 

開 催 日 2012年7月19日(木) 2013年7月19日(金) 2014年7月25日(金) 2015年10月2日(金) 2016年10月13日(木) 2017年10月26日(木) 

～10月27日(金) 

出 展 者 106社 127社 124社 116社 115社 117社 

来場者数 1,120名 1,450名 1,595名 1,490名 1,580名 1,893名 

主 催 者 (公財)関西文化学術研

究都市推進機構 

 

（公財）関西文化学

術研究都市推進機構 

（公財）関西文化学

術研究都市推進機構 

（公財）関西文化学

術研究都市推進機構 

（公財）関西文化学

術研究都市推進機構 

(公財)関西文化学術研

究都市推進機構 

 

予算補助  (公財)JKA  

（競輪補助事業） 

(公財)JKA  

（競輪補助事業） 

(公財)JKA  

（競輪補助事業） 

(公財)JKA  

（競輪補助事業） 

(公財)JKA  

（競輪補助事業） 

同時開催      けいはんな情報通信

フェア（けいはんなプ

ラザ） 

 第13回（H30） 第14回（R1） 第15回（R2） 

事業内容 展示会 

出展者プレゼンテーション 

ｅ２未来ｽｸｴｱ見学会 

商談予約 

モニタ商談 

出展者交流会 

 

(ジャンボタクシー運行) 

展示会 

特別講演会 

レセプション（京都スマ

ートシティエキスポ主

催）に参加 

 

展示会 

出展者プレゼンテーション 

バーチャル開催 

開 催 日 2018年10月4日(木) 

～10月5日(金) 

2019年10月3日(木)

～10月4日(金) 

2020年10月27日(火)

～10月28日(水) 

11/13まで展示会場公開 

出 展 者 120社 100社 102社 

来場者数 1,750名 2,382名 1,555名 

主 催 者 (公財)関西文化学術研

究都市推進機構 

 

(公財)関西文化学術研

究都市推進機構 

(公財)関西文化学術研

究都市推進機構 

予算補助 (公財)JKA  

（競輪補助事業） 

(公財)JKA 

(競輪補助事業) 

(公財)JKA 

(競輪補助事業) 

同時開催 京都スマートシティエ

キスポ（KICK） 

京都スマートシティエ

キスポ(KICK・同会

場) 

京都スマートシティエ

キスポ(オンライン) 
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3. けいはんなビジネスメッセのテーマ 

 

第 1 回： けいはんな学研都市から“ホームラン”を！ 

第 2 回： 「光、医療、健康・福祉、環境」 

第 3 回： 「ICT・ものづくり、光、医療、健康・福祉、環境」 

第 4 回： 「ものづくり・ＩＣＴ、環境、光、医療、健康・福祉」 

  ～環境・エネルギー新産業の創出を目指して～ 

第 5 回： 「環境・エネルギー、ものづくり・ＩＣＴ、光、医療、健康・福祉」 

  ～環境・エネルギー新産業の創出を目指して～ 

第 6 回： 「環境・エネルギー、ものづくり・ＩＣＴ、光、医療、健康・福祉」 

  ～環境・エネルギー新産業の創出を目指して～ 

第 7 回： 「環境・エネルギー、ものづくり・ＩＣＴ、光、医療、健康・福祉」 

  ～新産業の創出を目指して～ 

第 8 回： ～持続的なイノベーションを目指して～ 

  「環境・エネルギー、ものづくり・ＩＣＴ、光、バイオ・医療・健康」 

第 9 回： ～イノベーションによる新たな飛躍～ 

  「環境・エネルギー、ものづくり・ＩＣＴ、アグリ・バイオ・ヘルスケア」 

第 10回： ～イノベーションと次世代産業の創造～ 

  「環境・エネルギー、ものづくり・ＩＣＴ、アグリ・バイオ・ヘルスケア」 

第 11回： ～知と産業の異分野融合による未来の創造～ 

  「環境・エネルギー、ものづくり・ＩＣＴ、アグリ・バイオ・ヘルスケア」 

第 12回： ～つながる技術、共創する未来へ～ 

第 13回： ～つながる技術、共創する未来へ～ 

第 14 回： ～けいはんなから世界を動かそう～ 

第 15 回： ～新たな時代のビジネス創造～ 

 

 

※ 太字下線部は前回からの変更部分 

 

 

けいはんなビジネスメッセのテーマについては、第２回から「けいはんな学研都市」の重点産業分野を明記して、効

果的なビジネスマッチングの促進に寄与できるものとしている。 第３回は、さらに「ICT・ものづくり」を加えて、レーザー

微細加工などの新しい「ものづくり」技術、機械工業への取り組みを推進して、学研都市の産業基盤がより厚くなるよう

に意図した。第4回は、「ものづくり」「環境・エネルギー」を重点産業分野とし、今までの新しい「ものづくり」技術に環境

分野における機械工業での取り組みを加えて、学研都市における最新の機械工業の取り組みを理解いただけるよう

意図した。 

第9回以降からは、今までの「ものづくり」「環境・エネルギー」「ICT」分野に加え「アグリ・バイオ・ヘルスケア」分野にも

力を入れ、けいはんな学研都市での取り組みを PRしている。 
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4. 出展者数と来場者数 

 

 A：出展者数  

今回も（公財）JKAの競輪補助事業に採択していただき、昨年並みとなる 102ブースの展示となった。 

今回は初のバーチャル開催であったが、分野別の出展数に影響なくスムーズに募集することができた。 

 

※ カッコ内は昨年度数値 

地 域 
出展者数 

(昨年) 
内訳 / 備考 

京田辺市 3(7)  

木津川市 9(8)  

精華町 39(30)  

京都府（上記以外） 27(25) 京都市15、宇治市 6、久御山町3、井手町2、城陽市 1  

京都府合計 78(70)   

生駒市 5(5)  

奈良県（生駒市以外） 8(10) 奈良市4、大和郡山市 1、桜井市1、三郷町1、田原本町1、 

奈良県合計 13(15)  

大阪府 10(12) 大阪市4、枚方市3、高槻市1、門真市1、和泉市1 

その他 1(3) 東京都1 

  合 計 102(100)  

 

 

 B：来場者数  

 

※ カッコ内は昨年度数値 

総来場者数 1,555人(2,382人)  

10/27 来場者数 587人 

10/28 来場者数   330人  

10/29～11/13 来場者数 638人 

 

※来場者1,555人のうち*326人が近畿圏

外からの来場であり、バーチャル開催の効果と

捉えている。 

*326 人の内訳(関東 215、北海道・東北

16、中部 58、中国・四国 14、九州 15、海

外 8) 
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5. 開催内容 

 

5.1. ビジネスマッチング展示会 

日時：10月 27日（火）10:00～17:00、10月 28日（水）10:00～17:00 

     （以降 11月 13日（金）まで展示会場を公開） 

場所：WEB上にてバーチャル開催 

出展者数：102（企業及び支援機関） 

今回は初のバーチャル開催であったが、来場者数は当初の 2日間で 917人、会期全体で 1,555人となった。 

昨年に引き続き、京都スマートシティエキスポと同時、同会場（WEB上）で開催。また 2年ぶりに出展企業によるプ

レゼンテーションを実施し、34社の企業が参加した。 

 

商談等の成果 

バーチャル開催としたことから、展示会場では、チャットシステムを利用した情報交換、商談を行ったが、期待どおりと

回答した企業は、3社（4％）となった。 

また、見積もり依頼、追加情報要請、後日の商談訪問アポ設定、サンプル提供要請、商談成立など、有効な商

談は 26件、5社の出展企業から期待できる予測成約金額を記入いただき、その合計金額は 172.8万円となった。 

 

チャット件数  167 件 

見積もり依頼あり 2件/2社 

追加情報の要請 9件/9社 

後日訪問の要請 4件/4社 

サンプル提供要請 1件/1社 

商談成立 1件/1社 

その他 9件/9社 

 

有効な情報取得として12社の企業が「貴重な人脈を築いた」と回答されており、その総件数は42件となった。その

他に「販路拡大、技術開発・品質改善などのヒントを得た」と回答した企業もあった。 

 

有効な情報取得 件数/出展者数 

貴重な人脈を築いた 12件/8社 

事業経営のヒントを得た 3件/3社 

販路拡大のヒントを得た 5件/5社 

次期商品開発のヒントを得た 4件/4社 

技術開発・品質改善のヒントを得た 1件/1社 

共同開発などの問いかけ、提案あり 4件/4社 

特許ライセンスに関する提案、引合いあり 1件/1社 

製品化、事業化に関する提案、引合いあり 2件/2社 

さらに詳細な情報提供の要望あり 6件/6社 

その他 22件/11社 

26件の有効商談 
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5.2. 出展者プレゼンテーション 

2年ぶりに、34社の出展者によるプレゼンテーションを実施した。発表時間を10分以内に設定、全体で 1624人

(延数)の視聴があり、１社あたり平均47人(延数)の視聴者があった。 

 

No. プレゼンテーション出展者名 タイトル 

1 株式会社テック技販 テック技販 製品紹介 

2 株式会社TOP 未来を実現！パワードウェアで現場の改革を 

3 株式会社monotone technology ワイヤレスケミカルセンサシステム pHAI 

4 エス.ラボ株式会社 ペレット式 3Dプリンターの未来 

5 アイ・オーシステム株式会社 AIが見守る、職場の安全・環境改善 

6 モリテックスチール株式会社 電気と水で洗浄。空気とパルスで測定。 

7 株式会社東洋レーベル 東洋レーベルの紹介 1分で納めました！ 

8 Pico Technology リモートワークに最適、USBオシロの紹介 

9 株式会社Keigan 遠隔操作ロボット KeiganHATO 

10 株式会社アクトワークス テレワークをアシストするマネージキューブ 

11 株式会社クリーンバブル研究所 新型コロナ・インフルエンザウイルス除菌装置 

12 株式会社モリシタ 溶着加工のプロフェッショナル集団 

13 プロニクス株式会社 金型・成形・測定の事はプロニクス 

14 井上株式会社 AIによる目視検査代替システムのご紹介 

15 株式会社ナンゴー 金属加工？「あ！ナンゴーに頼もう！！」 

16 中途半端net リバースエンジニアリング！出来ます！！ 

17 株式会社イオンテクノセンター IoT時代の研究開発パートナー 

18 共栄社化学株式会社 洗浄一筋！快適な暮らしのために 共栄社化学 

19 株式会社シュルード設計 3Dみるだけなんてもったいない 

20 株式会社オークレイ オークレイってどんな会社？ 

21 日本ニューロン株式会社 技術者が語る次世代エネルギープロジェクト 

22 深空株式会社 産業用ドローンM300RTKの実践デモ 

23 HILLTOP株式会社 製品開発サイクルにスピードと品質を！ 

24 株式会社チャンピオンシップス CXを高めるマーケティングと PRデザイン 

25 株式会社エイ・エス・ピー 中小企業様向！工程管理ができるソフト。 

26 AC Biode株式会社 プラ混在の有機ごみを分散化、低温で炭化 

27 京都機械工具株式会社 TRASAS～人作業の IoT化とは～ 

28 有限会社グッドウッド KYOTO 私たちは『ありがとう』を量産します 

29 東英産業株式会社 静電気を使った粒子の清掃・分離 

30 アドコート株式会社 錆(サビ)問題をアドパックが解決します！ 

31 フィトンチッドジャパン株式会社 フィトンチッドの力で森林浴のある生活を 

32 フロムデータ株式会社 クラウド型販売＆原価管理サービスのご紹介 

33 有限会社ミネルバライトラボ ミネルバライトラボの紹介 

34 有限会社岩本製作所 コストを抑えた試作開発 材質が選べます！ 
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6. マスコミ報道等結果 

 

日 時 タ イ ト ル メ デ ィ ア 

8月12日 

（出展者募集） 

ビジネス展 出展者募集 

学研都市推進機構 10月 27、28日オンラインで 

京都新聞 

10月 20日 
けいはんなビジネスメッセ 2020 

102社・団体が出展 27、28日にウェブ上で 
奈良新聞 

10月 21日 
けいはんなビジネスメッセ広告(モノクロ) 

「ブラウザ開けば展示会場。」 
産経新聞 

10月 23日 
けいはんなビジネスメッセ広告(カラー) 

「ブラウザ開けば展示会場。」 
産経新聞 

10月 23日 
「京都スマートシティエキスポ 2020」  

オンライン開催 27-28日 
日刊工業新聞 

10月 28日 
新生活様式に ICT活用 

スマートシティエキスポ オンライン開幕 
京都新聞 

 

※上記新聞報道のほか、Facebookや Twitter等の SNSでも広告を実施。 
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７. 出展者アンケート集計結果(回答数80、回答率78.4％) 

 

（1）チャットシステムを活用した来場者との交渉について 

Q1:展示内容に対する、来場者の関心・引き合い・手応えはどうでしたか？ 

 社・機関 構成比 

期待以上の強さ 0 0% 

期待どおり 3 4% 

何とも言えない 33 41% 

期待はずれ  44 55% 

（合計） 80 100% 

 

Q2:2日間で何件のチャットをされましたか？  

チャット件数 計 167件 （80社） 

上記のうち商談に関するチャット件数は何件ですか？ 

商談に関するチャット件数 26件(15.6％)  

 

 Q3:チャットの中で積極的な商談がありましたか？     

項  目 企業数 構成比 全体件数 構成比 

見積依頼あり 2 7% 2 7% 

追加情報の要請あり 9 35% 9 35% 

先方へ後日訪問の要請あり 4 15% 4 15% 

サンプルの提供要請あり 1 4% 1  4% 

商談成立 1 4% 1 4% 

その他 9 35% 9 35% 

（合計） 26 100% 26 100% 

 

Q4:来場者とのチャットでの交渉から、有効な情報を得ましたか？   

項  目 企業数 構成比 全体件数 構成比 

貴重な人脈を築いた 8 22% 12 29% 

事業経営上のヒントを得た 3 9% 3  7% 

販路拡大・マーケティングのヒントを得た 5 14% 5 12% 

次期の商品開発のヒントを得た 4  11% 4  9% 

技術開発、品質改善のヒントを得た 1 3% 1  2% 

共同開発などの問いかけ、提案あり 4 11% 4 9% 

特許ライセンスに関する提案、引合いあり 1 3% 1 2% 

製品化、事業化に関する提案、引合いあり 2 5% 2 5% 

さらに詳細な情報提供の要望あり 6 17% 6 15% 

その他 2 5% 4 10% 

（合計） 36 100% 42 100% 

 

1社平均 2.1件 
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Q5:下記のような連携に関する話がありましたか？  

 項  目 企業数 構成比 全体件数 構成比 

企業・大学等から支援の相談・要請あり 1 17% 1 14% 

企業・大学・他機関から、連携の相談・要請あり 4 66% 5 72% 

企業・大学・他機関から、プロジェクト創出の相談あり 0 0% 0  0% 

その他 1 17% 1 14% 

（合計） 6 100% 7 100% 

 

Q6:チャットシステムについての、忌憚の無い意見をお聞かせください。 

<出された主な意見> 

〇良かった点 

 ・設営等の準備が不要で簡単。 

 ・ほかの仕事をしながら、チャット対応が可能。 

 ・実際に話をしているような、リアルタイムの感じが良い。 

 ・会話が後に残せる点が良い。 など 

〇改善すべき点 

 ・PCの前で待機するのは、思った以上に負担が大きい。 

 ・チャットで話しかけるのはハードルが高い。 

 ・ビデオチャットの方が良い。 

 ・展示会の盛り上がりを実感できない。 など 

 

    

（2）来年のけいはんなビジネスメッセの開催について 

Q1:来年の出展の可能性についてお聞かせください。   

項    目 社・機関 構成比 

ぜひ出展したい 10 13% 

出展の方向で検討する 53 66% 

出展の意思はなし 12 15% 

未回答 5 6％ 

（合計） 80 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79%が好感意見 
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Q2:バーチャル開催についてのご意見をお聞かせください。 

<出された主な意見> 

〇良かった点 

 ・どこからでも、少し興味があるだけでも見学できる。 

 ・他の企業のブースをゆっくり見学できる。  

 ・パネルや動画など、新たなコンテンツを作るきっかけになった。 

 ・設営や移動の負担が無く、出展者の負担が小さい。 

 ・当日の対応はチャットのみで、それ以外の時間を日常業務に回せる。 

 ・コロナ禍でも感染を気にせず出展が可能。 など 

〇改善すべき点 

 ・リアルタイムの来訪者数を知りたい。 

 ・ブース移動の操作がしにくく、動線の改善が必要。 

 ・来場者の情報がチャット以外で取得できず、ブースの来場者の情報を入手したい。 

 ・チャットかメールを選択できれば良い。 

 ・名刺交換の機能がほしい。 など 

 

Q3:次回の開催方法についてどう考えられますか？  

 項  目 社・機関 構成比 

バーチャルでの開催が良い 4 5% 

リアルとバーチャルのハイブリッドが良

い 
19 24% 

リアルでの開催が良い 22  28% 

そのときの状況に応じての方法であ

れば拘らない 
20  25% 

わからない 4 5％ 

未回答 11  13% 

（合計） 80 100% 

 

 

    <理由> 

    ・バーチャルは人的負担が少なく、参加しやすい。   

    ・バーチャルは落ち着いて情報を収集できる。 

    ・今後バーチャルイベントが増え、各企業もバーチャルに慣れてくると予想。 

    ・リアルで伝える部分の配慮がほしい。 

    ・実際の展示物を見てもらって、来場者と面談しないと効果がない。 

    ・リアルでないと伝わらないものもある。 

    ・コロナの影響もあるため、何がベストなのか現時点では判断できない。 など 
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8. 出展企業(機関)一覧 

 
 

分 野 出展者名 住 所 

1 環境・エネルギー・防災 イーセップ株式会社 精華町 

2 環境・エネルギー・防災 有限会社岩本製作所 京田辺市 

3 環境・エネルギー・防災 AC Biode株式会社 精華町 

4 環境・エネルギー・防災 株式会社エコ革 精華町 

5 環境・エネルギー・防災 環境衛生薬品株式会社 精華町 

6 環境・エネルギー・防災 株式会社環境総合リサーチ 精華町 

7 環境・エネルギー・防災 一般社団法人京都知恵産業創造の森 京都市 

8 環境・エネルギー・防災 株式会社 丹 宇 京都市 

9 環境・エネルギー・防災 日産スチール工業株式会社 木津川市 

10 環境・エネルギー・防災 日本精線株式会社 枚方市 

11 環境・エネルギー・防災 日本ニューロン株式会社 精華町 

12 環境・エネルギー・防災 株式会社プラズマイオンアシスト 京都市 

13 環境・エネルギー・防災 メディソニック株式会社 木津川市 

14 環境・エネルギー・防災 株式会社monotone technology 精華町 

15 産業機械・電気機械・器具 株式会社イオンテクノセンター 枚方市 

16 産業機械・電気機械・器具 株式会社イチグチ 精華町 

17 産業機械・電気機械・器具 エス.ラボ株式会社 京都市 

18 産業機械・電気機械・器具 オオクマ・ソリューション関西株式会社 京田辺市 

19 産業機械・電気機械・器具 株式会社Keigan 精華町 

20 産業機械・電気機械・器具 有限会社ケイツー電子工業 高槻市 

21 産業機械・電気機械・器具 株式会社コムサイエンス 木津川市 

22 産業機械・電気機械・器具 株式会社ごんた屋 木津川市 

23 産業機械・電気機械・器具 株式会社ジーネス 精華町 

24 産業機械・電気機械・器具 深空株式会社 大阪市 

25 産業機械・電気機械・器具 株式会社テック技販 宇治市 

26 産業機械・電気機械・器具 東英産業株式会社 精華町 

27 産業機械・電気機械・器具 株式会社東洋レーベル 京都市 

28 産業機械・電気機械・器具 株式会社TOP 大阪市 

29 産業機械・電気機械・器具 ハムス株式会社 京都市 

30 産業機械・電気機械・器具 株式会社パリティ・イノベーションズ 精華町 

31 産業機械・電気機械・器具 Pico Technology 東京都中央区 

32 産業機械・電気機械・器具 株式会社 PROTEC 京都市 

33 産業機械・電気機械・器具 有限会社ミネルバライトラボ 精華町 

34 産業機械・電気機械・器具 株式会社メカニック 久御山町 

35 産業機械・電気機械・器具 モリテックスチール株式会社 精華町 

36 産業機械・電気機械・器具 株式会社吉川電機製作所 田原本町 

37 医療・介護・ヘルスケア 株式会社クリーンバブル研究所 木津川市 

38 医療・介護・ヘルスケア 株式会社自然力研究所 京都市 

39 医療・介護・ヘルスケア 有限会社シバタシステムサービス 井手町 
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分 野 出展者名 住 所 

40 医療・介護・ヘルスケア フィトンチッドジャパン株式会社 精華町 

41 医療・介護・ヘルスケア 枕の吉川ふとん 木津川市 

42 金属製品・部品 アクテック株式会社 枚方市 

43 金属製品・部品 アドコート株式会社 精華町 

44 金属製品・部品 オーケーディー株式会社 生駒市 

45 金属製品・部品 株式会社カキモト 三郷町 

46 金属製品・部品 関西村陽株式会社 門真市 

47 金属製品・部品 京都プレス工業株式会社 木津川市 

48 金属製品・部品 中途半端 net 宇治市 

49 金属製品・部品 株式会社戸田精機 生駒市 

50 金属製品・部品 株式会社ナンゴー 宇治市 

51 金属製品・部品 日本計測システム株式会社 桜井市 

52 金属製品・部品 HILLTOP株式会社 宇治市 

53 金属製品・部品 株式会社吹野金型製作所 京都市 

54 金属製品・部品 株式会社丸山製作所 久御山町 

55 化学・合成樹脂・印刷 公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構(奈良県事業) 精華町 

56 化学・合成樹脂・印刷 有限会社グッドウッド KYOTO 城陽市 

57 化学・合成樹脂・印刷 プラスコート株式会社 久御山町 

58 化学・合成樹脂・印刷 プロニクス株式会社 宇治市 

59 化学・合成樹脂・印刷 ユニケム株式会社 精華町 

60 アグリ・バイオ 清栄薬品株式会社 生駒市 

61 アグリ・バイオ 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 生駒市 

62 ICT関連システム・ソフトウェア アイ・オーシステム株式会社 宇治市 

63 ICT関連システム・ソフトウェア 株式会社アクトワークス 大阪市 

64 ICT関連システム・ソフトウェア 有限会社イーダブルシステム 井手町 

65 ICT関連システム・ソフトウェア 井上株式会社 京都市 

66 ICT関連システム・ソフトウェア 株式会社エイ・エス・ピー 京都市 

67 ICT関連システム・ソフトウェア HPCシステムズ株式会社 京都市 

68 ICT関連システム・ソフトウェア 株式会社エーディーディー 京都市 

69 ICT関連システム・ソフトウェア 株式会社オークレイ 精華町 

70 ICT関連システム・ソフトウェア 京都機械工具株式会社 精華町 

71 ICT関連システム・ソフトウェア KyotoSolutionWorks 精華町 

72 ICT関連システム・ソフトウェア 株式会社Coolware 精華町 

73 ICT関連システム・ソフトウェア 株式会社三技協 大阪市 

74 ICT関連システム・ソフトウェア 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 精華町 

75 ICT関連システム・ソフトウェア 株式会社シュルード設計 京都市 

76 ICT関連システム・ソフトウェア 株式会社チャンピオンシップス 生駒市 

77 ICT関連システム・ソフトウェア テルモピレー株式会社 精華町 

78 ICT関連システム・ソフトウェア 株式会社とめ研究所 精華町 

79 ICT関連システム・ソフトウェア 日本制御株式会社 精華町 

80 ICT関連システム・ソフトウェア フロムデータ株式会社 精華町 
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分 野 出展者名 住 所 

81 ICT関連システム・ソフトウェア ムサシ技研合同会社 精華町 

82 ICT関連システム・ソフトウェア 株式会社ワンビリング 精華町 

83 繊維・生活関連 共栄社化学株式会社 奈良市 

84 繊維・生活関連 株式会社モリシタ 精華町 

85 産学連携(大学等) 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 和泉市 

86 産学連携(大学等) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 関西光化学研究所 木津川市 

87 産学連携(大学等) 公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構 精華町 

88 産学連携(大学等) 一般社団法人京都光科学研究所 精華町 

89 産学連携(大学等) 国立大学法人京都工芸繊維大学 京都市 

90 産学連携(大学等) 公益財団法人京都産業21 精華町 

91 産学連携(大学等) 京都府中小企業技術センター 木津川市 

92 産学連携(大学等) 京都府公立大学法人京都府立大学 精華キャンパス 精華町 

93 産学連携(大学等) けいはんな知財組合 精華町 

94 産学連携(大学等) 国立国会図書館関西館 精華町 

95 産学連携(大学等) 合同会社システムステラ 精華町 

96 産学連携(大学等) 精華サンライズ・コミュニケーション(SSC) 精華町 

97 産学連携(大学等) 精華町商工会 精華町 

98 産学連携(大学等) D-egg(同志社大学連携型起業家育成施設) 京田辺市 

99 産学連携(大学等) 奈良県 奈良市 

100 産学連携(大学等) 奈良県産業振興総合センター 奈良市 

101 産学連携(大学等) 奈良工業高等専門学校 大和郡山市 

102 産学連携(大学等) 国立大学法人奈良女子大学 奈良市 
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9. けいはんなビジネスメッセ会場のスクリーンショット 

展示会場 
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展示会場 
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展示会場 

 

エントランス 

 

出展者プレゼンテーション 
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10．広報資料一覧 

 
広報資料名 内容 数量 サイズ等 備考 

１ 
パンフレット イベント名・日時内容・主催

者・共催者・後援者名・イベン

ト概要・出展者紹介等 

10,000 A3、カラー 

両面２ツ折 

 

２ 
ポスター イベント名・日時内容・主催

者・共催者・後援者名・イベン

ト概要等 

50 B2、片面カラー  

３ 
ホームページ 

https://www.khn-messe.jp/ 

イベント名日時・詳細内容・

主催者・共催者・後援者名・

イベントの詳細内容・出展者

の紹介・事前申込受付等 

  全出展者の PR 

・最新情報 

・アクセス等 

を掲載 

４ 
Facebookページ 

「けいはんなビジネスメッセ」で検索 

イベント名・日時内容等    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

けいはんなビジネスメッセ事務局 

（公財）関西文化学術研究都市推進機構 新産業創出交流センター内 

京都府相楽郡精華町光台1-７ けいはんなプラザ・ラボ棟３階 

TEL 0774-98-2230   FAX 0774-98-2202 

URL  https://www.kri.or.jp/ 

https://www.kri.or.jp/

