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2018 年 9 月 2１日 

報道機関各位           

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構 

 

けいはんなオータムフェア２０１８ 

「けいはんなビジネスメッセ 2018」開催のお知らせ 
１０／４～５ 京都スマートシティエキスポと初の同時開催 

 

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構（京都府相楽郡精華町、理事長 柏原康夫）は、２０１８年     

１０月４日（木）・５日（金）に「けいはんなビジネスメッセ 2018」を開催いたします。 「つながる技術、共創する未来

へ」をテーマに、産業機械、金属製品、化学、環境、ICT や医療、ヘルスケア等の幅広い分野から、けいはんな学

研都市に拠点を置く企業を中心に計 120 の企業や大学・研究機関が出展します。 本年は「京都スマートシティエ

キスポ」と初の同時開催となることから、祝園駅と学研奈良登美ヶ丘駅から両会場を経由するシャトルバスに加え

て、会場間を行き来するジャンボタクシーを運行します。また、双方の出展者が遠隔で商談できる仕組みを導入す

るなど、ビジネスマッチングの機会増大と相乗効果を期待しています。 

なお初日 10/4 の展示会開催前に報道向け説明会を行います。 

＜「けいはんなビジネスメッセ 2018」開催概要＞ https://khn-messe.jp/ 

＜会期＞ 2018 年 10 月 4 日（木）13:00～17:00、5 日（金）10：00～17：00 

＜会 場＞ けいはんなプラザ（京都府相楽郡精華町光台 1－7）  

   交流棟１階「イベントホール１・2」「アトリウム」 

＜入場料＞ 無料  

＜展示会構成＞ （別紙パンフレットをご参照ください） 

（１）ビジネスマッチング展示会 （会場：イベントホール） 

 出展数： 120 社・機関（企業・大学・研究機関等） 

（２）出展企業・機関によるプレゼンテーション（会場：アトリウム） 

計 22 の企業と機関が各 7 分間のショートプレゼンテーションを行います。 

 開催時間：10/4(木)14：30～、10/5(金)11：00～・13：30～ (登壇企業・機関は当日のガイドブックご参照) 

（３）けいはんなｅ２未来（イーミライ）スクェア見学会 

環境エネルギー関連の取組みについて「見て、触れて、体験」していただく約 60 分間のツアーです。 

会場： けいはんなプラザ ラボ棟 11 階 ／ 参加人数：各回 20 人 

開催日時： 10 月 5 日（金） ①11:00～  ②13:00～  ③15:00～ （約 60 分間） 

予約方法： ビジネスメッセホームページから（またはチラシに記載の QR コードを利用） 
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【本件のお問合せ先】  公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構 https://www.kri.or.jp/ 

新産業創出交流センター けいはんなビジネスメッセ事務局：村山 Email:messe2018@kri.or.jp 

広報担当 ：高田、反田、佐竹  

TEL：0774-98-2230  FAX：0774-98-2202  

京都府相楽郡精華町光台1丁目7 けいはんなプラザ ラボ棟３Ｆ 

 

＜アクセス：シャトルバスの運行と駐車場について＞ 

会期中はけいはんなビジネスメッセ会場と京都スマートシティエキスポ会場と最寄り駅を結ぶ無料シャトルバスを

運行します。けいはんなプラザと KICK 間は、無料ジャンボタクシーを運行しますのでご利用ください。 

車でご来場される方は無料駐車場をご利用ください。 （パンフレットおよびホームページをご参照ください。） 

 

・主 催： 公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構 

・共 催： 株式会社 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 (予定、順不同) 

 

 【 けいはんなビジネスメッセ 2018 報道向け説明会（プレスツアー）のご案内 】 

けいはんなビジネスメッセ 2018 の全会場（けいはんなプラザ交流棟１階「イベントホール１・２」「アトリウム」     

「ホワイエ」および、けいはんなプラザ ラボ棟 11 階）を展示会開催前のご案内し、見どころなどをご説明します。 

・開催日時：2018 年 10 月 4 日（木）12:00～12:45 （12:00 に集合場所にお越しください） 

・集合場所：けいはんなプラザ 交流棟１階 受付（南）前 

 

【報道関係の皆様へのお願い】 

[告知のお願い] 「けいはんなビジネスメッセ 2018」開催告知にご協力頂きます様お願い致します。 

[当日のご取材に関して] 来場の際は、会場入口の総合受付でお名刺をお渡しください。会期中のご質問

等は会場におります広報担当または受付（南）へお問合せ下さい。（広報担当：高田、反田、佐竹） 

 

【同時開催】 「京都スマートシティエキスポ 2018」 について https://expo.smartcity.kyoto/ 

会期 ： 2018 年 10 月 4 日（木）、5 日（金） 各 10:00～17:00  

会場 ： けいはんなイノベーションセンターKICK、国際高等研究所、けいはんなプラザ 

主催 ： 京都スマートシティエキスポ 2018 運営事務局 
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【ご参考︓けいはんなビジネスメッセ ビジネスマッチング展 注⽬企業のご紹
介】 
 
株式会社マサインタナショナル（ブース #31、京都府）  
https://www.mic-masainter.com/ 
MIC-100 光合成測定⾼速測定装置は、植物葉の光合成能
⼒の測定に特化し、測定時間の⾼速化を可能にした画期的
な装置です。各種検体⽐較データーの⼤量収集に最適な装
置となっています。 
実測例 稲500 検体/5 時間/1 台当たり 
 
 
 
株式会社ATR-Sensetech & オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 
（ブース #50、京都府 けいはんな学研都市） 
ATR-Sensetech は交通事故を起こさない⼈つくりのためのソ
フトからハードまでをトータルサポート。 
オムロン ソーシアルソリューションズ社は世界中の⼈々が安
⼼・安全・快適に⽣活できる社会を創造する。 
 
ATR-Sensetech の Driverʼs Doctor Objet は、モーションセ
ンサを⽤いて運転者の運転⾏動を数値化し、運転⾏動を客観的
評価から「気づき」を与える。（写真 右） 

 
オムロン ソーシアルソリューションズの DriveKarte は、ドライバ
ーモニタリング技術と安全運転教育で事故を未然に防⽌する安全運
転管理サービスを提供する。（写真 左） 
 
・ATR-Sensetech ホームページ https://www.sensetech.jp 

・オムロン ソーシアルソリューションズ ホームページ 

http://www.oss.omron.co.jp/drivekarte/ 
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株式会社 服部商店 （ブース #62、京都府） 
http://www.hattori-shoten.co.jp/ 
創業70 年。建築⽤シーリング材、接着剤や防⽔材等を製造・販売するメーカーです。今回の展⽰会には、低
臭気エポキシ樹脂「NEO ONE」シリーズを出展いたします。NEO ONE は、硬化前のにおいを従来の１／３
に低減した、施⼯環境に配慮した製品です。NEO ONE には、⼯場の床に適した塗床材（F シリーズ）、トン
ネル・ピット等の閉鎖空間で有効なコンクリート躯体のひび割れ注⼊材（G シリーズ）や下地の補修材（S シ
リーズ）をラインアップしています。また、今回はこの NEO ONE の改良研究の中で開発した補強剤、増粘
剤としてセルロースナノファイバー分散材「セナフ」を展⽰しています。セルロースナノファイバーは、現在
注⽬されている植物由来のカーボンニュートラルの新素材で、軽量、⾼強度の特性を有しています。しかしな
がらCNF は親⽔性が強く、疎⽔性の材料への混⼊やナノサイズまで解繊するのが難しいなどの問題を抱えて
いました。我々は今回、⽔を⽤いずに可塑剤や希釈剤などのオイルの中で直接解繊する技術を開発し、⾮⽔系
の各種媒体の中でのCNF 分散材「セナフ」を作ることに成功しました。この「セナフ」は、油性の樹脂、塗
料、接着剤などに容易に分散し、強度アップ、粘度アップなど特性を付与できます。 

（写真︓「NEO ONE」F-110 ⼯場床、においを⾒える化した検知管） 

 
株式会社MONA コーポレーション（ブース #64、京都府 けいはんな学研都市） 
http://www.mona-corpo.co.jp/   （写真︓樹脂成型品に加飾フィルムを適⽤した例） 
㈱ＭＯＮＡコーポレーションはプラスチックフィルムへ
のコーティング技術を⽤い、機能性フィルムの開発、販
売、受託加⼯を⾏っております。私共の製品は、電⼦部
品から⾃動⾞・建築材まで幅広く利⽤頂いてます。 
当社の機能性フィルム製品の中から、電⼦機器や⾃動⾞
の外装部分の保護を⽬的とした、キズの付きにくいハー
ドコートフィルムや加飾フィルムへの応⽤例、キズを⾃
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⼰修復するフィルム、光学フィルムを紹介いたします。お客様のご要望に合わせて製品化した、防指紋コート、
撥⽔コートも紹介します。そして受託加⼯事業についても詳しくご紹介いたします。 
 
清栄薬品株式会社 （ブース #82、奈良県 けいはんな学研都市） 
独⾃性を追求した技術をいかした⾷品と化粧品を製造し
ています。清栄薬品株式会社は、1960 年に医薬品メーカ
ーとして設⽴しました。その後は、健康⾷品を中⼼に化粧
品や医薬部外品など幅広く製造を⾏ってきました。現在
は、独⾃性をいかした化粧品のＯＥＭ製造を⾏っていま
す。2015 年に奈良県が設⽴した「漢⽅メッカ推進協議会」
の会員となり現在、県内の薬草栽培業者と連携した新しい
商材の開発に取り組んでいます。今回、成功しているその
商品の⼀例を⾒て頂けます。（写真「嫌煙飴」） 
 
⽇本計測システム株式会社 （ブース #83、奈良県） 
http://www.jisc-jp.com/ 
「⼒の測定で、⼈の感覚を数値化します」 当社の⾃動ばね試験機や⾃動荷重試験機は、⼤変ご好評をい
ただいております。これらで培ったノウハウを⽤いて開発されたテクスチャー試験機は、テクスチャープロフ

ァイル分析法に基づいた演算処理に

より、固さや付着性などのデータを⼿軽に知ることが可能です。  ⾷
品業界だけでなく、荷重、回転トルクの測定はご相談下さい。 
 
【ご参考︓けいはんなオータムフェア2018 について】 
2018 年 9 ⽉〜11 ⽉にけいはんな学研都市内で開催するシーズンイベントに「けいはんなオータムフェア 2018」
の冠をつけ、イベント相互で訴求⼒を⾼め、集客やけいはんな域内・域外に広くPR する取組です。 
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京都スマートシティエキスポ、けいはんなビジネスメッセ、けいはんな情報通信フェアの他、関⻄光科学研究所の
施設公開や⾼⼭サイエンスタウンフェスティバルなど各⽴地機関によるイベントも多数参加しています。 


