
 

 

報道機関各位 

2022 年 5 月 31 日  

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構  

 

「第 17 回けいはんなビジネスメッセ 2022」出展者募集について 

 

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

2022 年 10 月 6 日(木)・7 日(金)の２日間、「WITH コロナ時代のビジネス創造」をテーマに「けいはんな 

ビジネスメッセ」を開催します。KICK（けいはんなｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）を会場に 3 年ぶりのリアル開催に加えて

WEB でも出展者の「強み」を紹介します。 

本ビジネスメッセ開催にあたり、下記のとおり出展者を募集いたします。 

 

＜けいはんなビジネスメッセ 2022 について＞ 

「けいはんなビジネスメッセ 2022」は、けいはんな学研都市をはじめとする中小・ベンチャー企業や、最先端の研究

シーズを有する研究機関・大学等が一堂に集結する学研都市最大規模のビジネス展示会です。 

今回で 17 回目を迎え 2019 年度以来のリアル開催によりビジネスマッチング機会の拡大と出展者の新規販路や

受注獲得、新規事業の創出支援に繋げます。「京都スマートシティエキスポ 2022」と同時開催（予定）とすることで

大きな集客効果が期待されます。 

 

1. けいはんなビジネスメッセ 2022 募集概要 

(1) 出展対象者   ビジネスマッチングを求める「法人」、「個人事業主」、「大学」、「研究機関」 

(2) 出展分野    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)  

 

(3) 出展料   5,000 円（消費税込）／ブース  

※京田辺市、木津川市、精華町（京都府）及び奈良市、生駒市（奈良県）に拠点 

（法人は本社又は支社等の事業所、個人事業主は住所又は事業所）を有する方は、 

当該各自治体からの助成により出展料は無料です。大学、研究機関も出展料は無料です。  

 

（4）出展方法 会場でのブース出展および WEB 展示 

（5）募集数 約 100 企業・団体等を予定 

(6) 募集期間 2022 年６月１日（水）～７月 15 日(金) 17：00＜必着＞  

(7) 申込方法  本ビジネスメッセ WEB サイト「出展申込フォーム」 からお申込みください。 

   https://khn-messe.jp  (6 月 1 日開設) 

 

  

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


 

2. けいはんなビジネスメッセ 2022 開催概要  

(1) 開催日   2022 年 10 月 6 日(木)～7 日(金)（2 日間） 10:00～17:00 

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

（京都府木津川市木津川台９丁目６番地／相楽郡精華町精華台７丁目５番地） 

(4) 入場料   無料（入場にあたっては、来場者登録が必要です。)  

(5) 主 催   公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構  

(6) 運営事務局 公益財団法人 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  

「けいはんなビジネスメッセ 2022」事務局 冨山・大山・池村  

〒619-0237 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 3 階  

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

Email: messe2022@kri.or.jp 

URL:  https://khn-messe.jp 

 

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 

 

 

tel:0774-98-2230
mailto:messe2022@kri.or.jp
https://khn-messe.jp/
https://khn-messe.jp/
https://jka-cycle.jp/


けいはんなビジネスメッセ
出展者募集！

17th

2022化学・合成樹脂・印刷
Chemical Synthetic resin&Printing 

金属製品・部品
Metal Products Metal Parts

ICT関連システム・ソフトウェア
ICT Systems Software

アグリ・バイオ
Agri & Bio

環境・エネルギー・防災
Environment/Energy / Disaster Prevention

医療・介護・ヘルスケア
Medical care & Nursing Health care

産業機械・電気機械・器具
Industrial Machinery Electric Machinery Equipment

産学連携(大学等)
Industry Collaboration

繊維・生活関連
Textile Lifestyle Related

申込み
締切 

     

7月15
日（金

）

W ITHコロナ時代のビジネス創造

10月6日（木）・7日（金）

7月15日（金）

10:00~17:00（予定）

17:00まで

申込み締切（募集開始6月1日）

※応募多数の場合は定数（100ブース）になり次第、募集を終了することがあります。

日程 ＫＩＣＫ けいはんな
オープンイノベーションセンター

1階 けいはんなロボット技術センター
会場

展示ブース:100ブース（企業・団体） 5,000円（消費税込）募集

ビジネスマッチングを求める法人、個人事業主、大学、研究機関対象

出展料
※京田辺市、木津川市、精華町、奈良市、生駒市に本社等がある企業は、
　当該各自治体からの助成により無料。

3年ぶりの
リアル会場開催！（予定） と同時・同会場開催

京都スマートシティエキスポ リアル展示に加え、
WEBでも出展企業の
「強み」がわかる！

下記QRからアクセスいただきお申し込みください。

TEL.0774-98-2230
E-mail : messe2022@kri.or.jp URL : https://khn-messe.jp

■ 申込方法　
けいはんなビジネスメッセ事務局（冨山・大山・池村）
公益財団法人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

■ お問い合わせ

※原則として先着順ですが、出展申込書にご記入いただいた内容
等に基づき、事務局にて出展者を選考させていただくこともござ
いますので、ご了承ください。

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/主催

けいはんなビジネスメッセ 2022



申込み
締　切

■ 基本ブース仕様

■ 出展に関する主な日程

■ 会場アクセス

https://khn-messe.jp/pdf/khn-messe2022_call_for_exhibitor.pdf

■ 応募要領

空間寸法 内寸で間口2,000mm、奥行き1,000mm、
高さ2,500mm（1小間）

■ 社名板（幅1,000㎜、高さ250㎜、ベース色付け・白文字・
　 ゴシック体、出展タイトル併記）付きパラペット 2m
■ 机（幅1,500㎜、奥行き600㎜、高さ700㎜、白布1枚付き）
　 1台及び椅子1脚
■ 40W蛍光灯１灯
■ コンセントは、1ヶ所（一般的な家庭用コンセント2つ口、
　 100Ｖ/３00Ｗ以下）までは
　 基本仕様として提供が可能（ただし事前申込が必要）。
■ 小間は後壁・側壁ともシステムパネルで、主催者側で
　 仕切りを設けます。

基本仕様

その他
注意事項

■ 基本仕様以外の装飾・追加部品等は出展者の
　 別途負担となります。
■ 壁面パネルには釘・ビス、接着剤等打ち込み、ねじ込み貼り付け、
　 切断、穴あけ、表具等の加工はできません。
■ パネル吊り下げ・ポスター貼付け用のチェーンフック及び
　 マジックテープは無料レンタルできます。

※出展規約、出展に関する詳細は応募要領（下記QR）をご確認ください。

出展申込締切

7/15（金）
出展料払込期日 開催日
8/31（水） 10/5（水） 10/6（木）7（金）

出展者説明会
日時および場所は
後日ご案内します

搬入・装飾施工
14：00 ～17：00（予定）

10/7（金）
撤去・搬出

8月中旬
出展確認書
提出期限

9月上旬

7月15日（金）17:00
まで

【最寄駅から】

【京都駅から】

〒619-0225
京都府木津川市木津川台 9 丁目 6 番地 ／ 京都府相楽郡精華町精華台 7 丁目 5 番地 1

けいはんなビジネスメッセ 202217th

○ 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、最寄駅から無料シャトルバスを運行
する予定です。

○ 京阪バス又は奈良交通バス、京都駅八条口（Ｈ4
のりば）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）

応募要領はこちらから
ご確認ください。

けいはんなビジネスメッセ 2022　応募要領
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