
 
 

 

 

報道関係各位                                               令和 5 年 3 月 3 日 

                           （公財）関西文化学術研究都市推進機構 

「けいはんなスタートアップチャレンジ」の開催について 

けいはんなの起業家たちが一堂に会し経験談を語り合う 

                                                                       

（公財）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 堀場厚）は、けいはんな学研都

市を代表する経営者・起業家たちがディスカッションやピッチイベントを行う「けいはんなスタートアップ・チャ

レンジ」を令和 5 年 3 月 17 日（金）にけいはんなプラザで開催します。 

今年度から「挑戦するスタートアップを応援します！」をコンセプトに「チャレンジ」と名付けたイベントを開

催しています。2 回目となる今回は 2 部構成にしており、第 1 部は、けいはんなを代表する経営者 4 名が  

パネルディスカッション形式で創業経験や失敗談、けいはんなの魅力や未来について語り合います。第 2 部

ではスタートアップ 5 社が登壇するスタートアップピッチを行います。会場内では、「京都府スマートけいはん

な実証促進事業補助金」の採択企業の特別展示ブースを設置し、実証事業の成果を紹介します。 

本イベントはスタートアップ企業やこれから起業を考えている方、支援機関の方など、多くの皆さまからの

お申込みをお待ちしております。 

記 

 

１ 日 時   令和 5 年 3 月 17 日（金） 14：00～18：00 

２ 開催方式 ハイブリット開催 

（会場）けいはんなプラザ 交流棟 3 階ナイル （京都府相楽郡精華町光台 1-7） 

   （オンライン）zoom webinar での参加 

  参加費 ： 無料  ／  定員：会場 100 名 

  参加申込フォーム https://www.kri.or.jp/contact/317challenge.html 

 

３ 内 容 （詳細は別紙参照） 

 [第 1 部] 14：00～15：45 パネルディスカッション 

・モデレーター： 京都信用金庫 常務理事 竹口 尚樹 氏 

・パネリスト：ミツフジ（株）代表取締役社長 三寺 歩 氏 ／テンフィールズファクトリー（株）代表取締役社長 

市川 裕 氏 ／ （株）Keigan 代表取締役 徳田 貴司 氏 ／ （株）ｄTosh 代表取締役 平尾 俊貴 氏 

 

[第２部] 16:00～17：00 スタートアップピッチイベント 

・登壇者：（株）プロキダイ 代表取締役 柴田 和明 氏 ／（株）Halle Game Lab 代表取締役 坂井 樹 氏 

／（株）ててかむ 代表取締役 小島 敬久 氏 ／ （株）CCH サウンド 代表取締役 河野 猛 氏 ／      

（株）フォトンラボ 代表取締役社長 木暮 繫 氏 

 

[情報交換会] 17:00～18：00 登壇者と会場参加者の方との情報交換会 

 

学研都市記者クラブ、京都経済記者クラブ、京都府政記者クラブ 
奈良県県政･経済記者クラブ、大阪経済記者クラブ （14:00 同時資料配付） 



 
＜報道関係者の皆さまへ＞ 

 

１． 告知協力のお願い 

本イベント 「けいはんなスタートアップチャレンジ」開催についての告知ご協力をお願い致します。 

 

２． 会場でのご取材について 

本イベント「けいはんなスタートアップチャレンジ」は会場でご取材いただくことができます。 

イベントに関するご取材および登壇者への会場内でのご取材については、事前に申込みください。 

登壇者のスケジュールによっては当日に取材をお受けできない場合がございますが、予めご了承下さい。 

 

会場では登壇者以外にも、けいはんな学研都市の経営者・起業家が参加される予定です。参加者へのイン

タビュー等については当日に会場内で当機構担当にお申し出ください。 

 

 

[取材お申込み・お問合せ先] 

（公財）関西文化学術研究都市推進機構 イノベーション推進室 加納 

     ＴＥＬ：0774-95-5047  Ｅmail：startup2@kri.or.jp  

 

 

 

 【本件に関するお問合せ先】 
 

（公財）関西文化学術研究都市推進機構 https://www.kri.or.jp/ 

イノベーション推進室  加納 、 広報戦略室 佐竹 

   ＴＥＬ：0774-95-5047 Ｅmail：startup2@kri.or.jp  

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 
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けいはんなを代表する経営者が創業からの経験、けいはんなの魅力、
未来について語り合います。

パネリストモデレーター

登壇者

特別展示
「京都府スマートけいはんな実証促
進事業補助金」の採択企業の展示
ブースを設けてます。

ご希望の方は申し込み時にお伝えください。オンラインでの参加も可能です。



竹口　尚樹氏
京都信用金庫
常務理事

「コミュニティ・バンク」京都信用金庫は、9月に
100周年を迎えます。創業期の資金供給はもちろん、
ベンチャーキャピタル子会社との連携、人と人・事
業と事業をつなぐビジネスマッチングで、地域のス
タートアップ企業を応援します。起業家などの多様
な人が共創する場「QUESTION」も運営しています。

モデレーター スタートアップピッチイベント登壇者

三寺　歩氏
ミツフジ株式会社
代表取締役社長

西陣織工場として創業し、現在では連続した正
確なバイタルデータを取得できるセンシング技
術とデータを解析するアルゴリズム開発に特化
し、従業員・幼児・高齢者の見守り、自治体で
の健康促進事業など社会課題の解決に向けた
次世代ヘルスケアの製品開発を行っています。

市川　裕氏
テンフィールズファクトリー株式会社
代表取締役社長

農業事業やEV事業、ビール事業など
多種多様な市場に参入する多面体経
営を実践し、10以上の市場で社会貢
献しています。2021年に経営手法が
評価されPHP研究所から出版し、
amazon１位を獲得。

徳田　貴司氏
株式会社Keigan
代表取締役

役に立つロボットを簡単につくる、使う
ことのできる仕組みを提供しています。
KeiganMotor モーターモジュール®
や、自律移動ロボットを開発。
工場やレストランなど幅広い分野で
活躍中です。

平尾　俊貴氏
株式会社 dTosh
代表取締役

ビッグデータ分析、システム開発支
援。中小中堅企業の経営企画・管理
者と共に、業務データから課題の解
像度を上げ、説得力ある解決まで。
顧客視点で分かりやすく説明できる
技術人材が強み。

Keihanna

柴田　和明氏
株式会社プロキダイ
代表取締役

プロキダイは、スポーツ環境下でも計
測可能な独自の生体センシング技術を
持ち、心拍計測やジャイロセンサー等
を用いたスポーツDX指導支援ツール
への取り組みを行っています。
生体センシング技術の国際特許を持つ。

坂井　冬樹氏
株式会社Halle Game Lab
代表取締役

株式会社Halle Game Labは、けいは
んなの強みであるロボット・脳科学
などの最先端技術を用いて、メタバー
スなどの新しいゲーム体験を研究・
開発しています。

小島　敬久氏
株式会社ててかむ
代表取締役

2016年に亀岡市で新規就農。現在は
京田辺市と亀岡市を拠点に養液栽培
で葉物野菜とイチゴを栽培。2022年
に京田辺市で新設した5200㎡の太陽
光併用型ハウスでは周年でリーフレ
タスを作っています。

河野　猛氏
株式会社 CCHサウンド
代表取締役

弊社は、「軟骨伝導」に関する知財の独占実施権を持ち、
民生用、産業用、ヘルスケア用聴覚機器のアプリケーショ
ン開発・製品化を事業としています。働き方改革、健康志向、
高齢化社会の中で「聴こえ」の課題に対して「軟骨伝導」
現象を活用した新規ヒアラブルデバイスの提案・実用化
を目指し、「聴こえ」に関するQOLの向上に貢献します。

木暮　繁氏
株式会社フォトンラボ
代表取締役社長

インフラ老朽化を検査するレーザー
打音検査装置を主軸に画像計測と組
み合わせた総合検査システムの製造
販売および計測サービスを提供する
理研発・QST認定ベンチャーです。

スタートアップの方

起業を目指している学生や社会人の方

企業にお勤めで新規事業の展開やスタートアップ
との協業創出を検討されている方

スタートアップや中小企業を支援されている方

パネリスト

こんな方に  オ ス ス メ

Challenge


