
安寧で持続的な未来を創る地域と産業
～「超快適」スマート社会の創出～

あんねい

11.11木

12.31金

(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

来場のご案内

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2021 事務局
TEL 0774-98-2230　E-mail messe2021@kri.or.jp　 公式サイトURL https://khn-messe.jp/

先端技術を持つ中小・ベンチャー企業、研究機関、大学等がけいはんな学研都市に集合
❶ビジネスマッチング展示会　❷出展企業によるプレゼンテーション ❸特別講演会

WEB上にてオンラインで開催

事前申込制/入場無料

お問合せ

内容

開催場所

主催

後援

会場イメージ

ブースの展示コンテンツについて

同時開催（オンライン）
「京都スマートシティエキスポ」「けいはんなR&Dフェア」「ATRオープンハウス」

企業名・キャッチコピー

名刺受け・問い合わせフォーム
カタログ請求・見積もり依頼・Web会議希望など、
より具体的な問い合わせ内容にて受信可能です。企業情報

パネル展示×3枚
クリックすると拡大表示され、パネルのDLも可能です。

会期：2021年11月11日(木)、11月12日(金)　※けいはんなR&Dフェアは11月13日（土）まで
会期後アーカイブ配信（配信期間は各イベント詳細参照）

動画
動画モニターをクリックすると、動画が再生されます。
※配信用動画がない場合は企業ロゴのサムネイル展示となります。

企業情報

名刺受け・問い合わせフォームを
お気軽にご利用の上、新しいビジネスの
拡がりをぜひご体感ください。

参加登録フォームにアクセス
※設定したID／パスワードは必ず覚えておいてください。

返信メールに記載のURLにアクセスし、
マイページへ

マイページ内の
けいはんなビジネスメッセ2021の
バナーよりご来場ください。

けいはんなビジネスメッセは、
けいはんな学研都市で開催される
最大規模のビジネスマッチング
展示会です。

お申込みはコチラから https://expo.smartcity.
kyoto/autumnfair2021.html

来場者
募集中



ビジネスマッチング展示会
11.11木 12.３１金

■ 環境・エネルギー・防災
■ アグリ・バイオ
■ 産業機械・電気機械・器具

■ 医療・介護・ヘルスケア

■ 化学・合成樹脂・印刷
■ 金属製品・部品

■ 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）

特別講演会　 最新のビジネス情報を期間限定で配信します！
けいはんなDX推進セミナー 入門編 第4回 AI・IoT・ロボット導入による生産性向上支援セミナー

DX をデザインする「攻めのDX」と「守りのDX」
講師：竹林一氏　　京都大学経営管理大学院　客員教授
　　  オムロン株式会社　イノベーション推進本部 インキュベーションセンタ長

基調講演 11/11（木）～11/17（水）

世界で注目される最先端生成AI技術「GAN」の社会実装
講師：岡田侑貴氏
　　  株式会社データグリッド　代表取締役CEO

講演1 12/9（木）～12/15（水）

AIを応用した農作物などの画像検査装置とAI学習について
講師：池田豊氏
　　  ワイエムシステムズ株式会社　代表取締役社長

講演2 12/16（木）～12/22（水）

オープンソースのスモールトレインでAI開発、
　キャッシュAIでAIの運用費用を削減
講師：尾藤美紀氏　　株式会社Geek Guild　代表取締役

講演3 12/23（木）～12/31（金）

ものづくり企業の“攻めのDX”事例
講師：辻野一郎氏
　　  公益財団法人大阪産業局　技術支援チーム サブリーダ

事例紹介1 11/18（木）～11/24（水）

最新のスマートファクトリーの実際とDX成功のための
　ロボットSIer との付き合い方
講師：天野眞也氏　　株式会社FAプロダクツ　代表取締役会長

事例紹介2 11/25（木）～12/1（水）

事例から見る、製造業DX 成功に必要な準備
ファシリテータ：竹林一氏　　パネラー：辻野一郎氏、天野眞也氏

パネルディスカッション 12/2（木）～12/8（水）

イーセップ株式会社

五和工業株式会社

AC Biode株式会社

株式会社オクダ・コーポレーション

株式会社カスタネット

株式会社環境総合リサーチ

一般社団法人京都知恵産業創造の森

CONNEXX SYSTEMS株式会社

株式会社自然力研究所

篠田株式会社　

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学

日本ニューロン株式会社

株式会社Plan Be

株式会社三ツ星産業

株式会社monotone technology

e-fuelを合成するためのメンブレンリアクターを開発

注目すべきは湿度制御管理：空調省エネ化・快適性・品質管理

石炭灰、バイオマス灰、下水汚泥灰を吸着材、抗菌材にリサイクル

既存のダンボールと価格差が少ない抗菌ダンボールをご提案します

自分で中身を考える、私(家族)らしい「防災絆BOX」

環境調査・各種分析の紹介

中小企業の皆様等の様々な課題に対しオール京都で支援を行います

次世代型蓄電システムで未来のエネルギー活用をご提案

SDGs経営は必須！再エネ電力100％化等脱カーボン化ご提案

自然と人をつなぐ木のぬくもり　木製防音壁「安ら木」

テーラーメード”着せ替えバイオ触媒”の開発

管路の耐震・防災に特化した未来を支える『管路防災研究所』

使ってください！電池開発35年の実績　素材でもシステムでも

太陽電池と電気二重層コンデンサを使った電源でIoTをサポート

高速応答のパイオニア！ワイヤレスpH測定ならお任せください！

株式会社ヤマコー
アイデアが湧く！組み立て簡単わくわくワーキングブース

有限会社イーダブルシステム

井上株式会社

株式会社エイ・エス・ピー

HPCシステムズ株式会社

株式会社オークレイ

カゴヤ・ジャパン株式会社

KyotoSolutionWorks

株式会社Coolware

株式会社三技協

有限会社サンケイビジネス

シスポート株式会社

株式会社誠勝

株式会社チャンピオンシップス M&Pセンター

デジタルアシスト株式会社

テルモピレー株式会社

柔らかい高柔軟センサ、分布型触覚センサを提供します

様々な応用が可能なAI物体検出システム『Deep i』

中小企業様向け　工程管理ができる機械加工製造業システム

コンピュータサイエンスを駆使し、研究開発を加速支援します！

オンライン対面システムの導入とウィルス除去技術

スパコンが月額8万円から利用できる業界随一のクラウドサービス

貴社の熟練技術者のカン、コツを見える化してみませんか。

【SHAER info】ユーザー投稿型サイトを簡単作成

LED通信機器、アンテナになるケーブル、テレワーク製品を紹介

テレワーク 請求書発送が自宅のPCからメールで送信

私たちは業務効率改善業です！

御社の業務を効率化！電子化サービス｢そのままスキャン｣の紹介

マーケティング・PRの効果的な施策をワンストップでご提案

フォーム作成ツールでフロントエンドからバックエンドまで構築

AWExionはデジタルデータ・コンテンツの取引市場型SNS

とめ研究所

フロムデータ株式会社
ポスドク相当のエンジニアが研究開発の加速推進に貢献します

設備・機器の見える化や業務のコスト管理で生産性UP

ムサシ技研合同会社
電解(めっき)槽の電流分布解析技術で社会に貢献します。

株式会社amirobo tech

地方独立行政法人大阪産業技術研究所

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構

国立大学法人京都工芸繊維大学

公益財団法人京都産業２１

京都府公立大学法人京都府立大学精華キャンパス

国立国会図書館関西館

精華サンライズ・コミュニケーション（SSC)

ＳＴＡＤ

精華町商工会

D-egg（同志社大学連携型起業家育成施設）

奈良県

奈良県産業振興総合センター

奈良工業高等専門学校

大学発ベンチャーによる対話ロボット技術のアプリ応用

当研究所の技術支援の内容についてのご紹介

けいはんな学研都市の概要、当機構の事業についてご紹介します

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 

京都企業の発展をサポートする総合支援機関

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　

調査研究・ビジネスに役立つサービスや電子図書館事業のご紹介

共に考え実践する異業種交流会SSCのご紹介

STADがお届けするDX・SDGS・AIのベストプラクティス

セイカが見える支援を目指します！

新たなアイデアや技術の実現を目指す起業家へ

奈良県の用地情報、優遇制度等のご紹介

当センターの企業支援・研究活動についてご紹介します！

産学官金連携活動と教員シーズ照会。技術相談承ります。

国立大学法人奈良女子大学

一般財団法人日本規格協会
社会連携センターより大学の研究・地域連携の事例を紹介します

標準化活用支援で新しい市場のスタンダードを作り競争力を強化！

京田辺市・木津川市・精華町・生駒市・奈良市
学研都市を構成する各市町の産業支援策をご紹介します

日本計測システム株式会社

有限会社光電子設計（精華サンライズコミュニケーション）

計測技術でものづくりを支えます

～共創でものづくり～

株式会社ユニオン・エー
自発的な学生に出会える！就職情報誌「おっちゃんとおばちゃん」

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構　関西光科学研究所
光の量子：レーザーで最先端の学術や産業・医療に貢献する

旭光精工株式会社

株式会社イチグチ

株式会社イデヤ

株式会社呉竹

一般社団法人KEC関西電子工業振興センター

株式会社コムサイエンス

株式会社ごんた屋

秀峰自動機株式会社

合同会社竹とんぼ技術設計

有限会社パスワールド

株式会社メカニック

お客様のご要求に沿ったあらゆる自動省力化機械を提供します

株式会社吉川電機製作所
半田付け、圧着、組立・・・手のかかるものづくり当社にお任せ！

「研削」「研磨」を通してものづくりの未来をお手伝いします

めっき・表面処理の革新をお手伝いします！

あらゆる困りごとをペン容器で解決します！

EMCと製品安全試験はKECにお任せを！ 事前相談承ります。

マシンビジョンケーブル他、産業用各種コネクタ・ケーブルを供給

LED電子部品、超音波カッター、除菌消臭事業、学校教育の支援

株式会社魁半導体

株式会社ジーネス
気体から微粒子を生成！

「非破壊検査」で未来のモビリティと社会づくりに貢献します。

欲しかった機械にようやく出会えた！！

次世代偏加圧プレス機械－新設不要、既設機を改造します－

自動機・生産設備を機械設計～据付まで自社一貫にて対応

アドコート株式会社

MDプレス工業株式会社

オーケーディー株式会社

川十株式会社

京都プレス工業株式会社

サビでお困りではありませんか、防錆管理士に相談下さい！

地域と繋がるコワーキング木津川PORT併設★金属プレス工場★

超仕上げの試作開発～量産まで！面粗Ra0.004μ保証が可能

あらゆる金属鋼材の精密切断が可能！品揃えは京都一！！

GoTo モノ作り　お客様の「できるかな？」を形にします。

Jointevo合同会社
ツクリタイ！をツクレタ♡♡にする会社　創るコトも作るコトも

株式会社新和製作所
ステンレスホッパ－・タンクなど製缶板金部品お任せください！

中途半端net
金属のお悩み相談所

株式会社ナンゴー
金属機械加工・切削

HILLTOP株式会社
1個でも、難形状でもOK！アルミ加工はHILLTOPにお任せ

二九精密機械工業株式会社
新たな時代のものづくり提案型企業　4M+S＝FUTA・Q　

モリテックスチール株式会社
蒸気で洗浄する設備と薄板を200回/秒曲げる装置の提案

株式会社イデア

有限会社岩本製作所

有限会社グッドウッドKYOTO

株式会社丹宇

株式会社Future Glue

工業製品の試作モデル専門メーカー

柔らかい樹脂成型が得意です。データ作成、モデリングも。。。！

断らずに挑戦します！！

木質系建築物等を紫外線から守り経年劣化予防する

植物由来の原料を使用した強力接着剤で持続可能な社会に貢献する

株式会社モリシタ
コロナ対策商品からノベルティまで、提案、製造ならお任せ下さい

一般社団法人京都光科学研究所

株式会社恵葉＆菜健康野菜

有限会社シバタシステムサービス

清栄薬品株式会社

テンフィールズファクトリー株式会社

生物発光・化学発光・蛍光による環境・バイオ関連物質の視える化

植物工場生まれの高抗酸化値リーフレタス<従来の約10倍>

想いはきっと形にできる。「あったらいいな」を形にしよう。

真空乾燥システムで農業や食材の活用方法が変わります。

最近の流行は「農業事業！」しいたけ×コンテナってなんだ！？

株式会社飯田照明

株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所

オオクマ・ソリューション関西株式会社

UVと光触媒を利用したウイルス除菌装置の開発製造をしています

着衣の異物除去でアレルギー予防・クリーン作業環境向上！

介護職員の負担低減と業務効率化を実現する服薬介助支援システム

ほっこりんく

有限会社快適生活研究所
地球環境をまもり、身体に安心安全な製品を提供致します。

株式会社新生

株式会社パリティ・イノベーションズ

フィトンチッドジャパン株式会社

包み込むやさしさ、動くよろこび

空中映像表示・空中映像ユーザーインターフェース

自宅で森林浴…フィトンチッドのある暮らし！

話すだけでほっこり★こんがらがった今がクリアになる♪

枕の吉川ふとん
手づくり 息夢枕(いき ゆめ まくら)  ぐっすり快眠

メディソニック株式会社
【純日本製】皆様に、安心・安全な医療用サージカルマスクを！

東英産業株式会社

MURRAY

今市鉄工所

竹とガラスの夢の森工房
家庭菜園の便利グッズ  支柱立て用ハンマー

暮らしの中に潤いと彩を！

静電気を利用した色々なお掃除やってます。

イタリア製機械で編。特殊な縦編み！

多機能信号発生器でロボット用エンコーダ開発を支援します　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


