
学研都市記者クラブ各位 
２０２１年４月２８日 

株式会社けいはんな 

 
 

<けいはんなプラザにスタートアップルーム10室および他機関との連携交流施設を開設、 

御披露目会開催のご案内> 

 
 

当社は、４月より「スタートアップルーム10室と新交流施設」を開設致しました。 

昨年、「大阪・京都・ひょうご神戸コンソーシアム」は、国の「世界に伍するスタートアップ・エコシス

テム拠点形成戦略」に係るグローバル拠点都市に採択されました。この度当社は京都府の協力を得て、けい

はんな学研都市の中心部に位置するけいはんなプラザ内に、約40㎡/室のレンタルラボ10室をラボ棟11階フロ

アに開設、また約160㎡の交流室を新設し、京都市や他地区の支援機関と連携したイベントを開催するなど、

世界に羽ばたくスタートアップの創出支援に取り組みます。その取り組み内容について説明すべく、下記日

程にて立地企業様宛に御披露目会を開催いたします。 

皆さまにおかれましては、ぜひご取材いただきますようお願い申し上げます。 

記 
 

１．日 時 ２０２１年５月２７日(木) １４：００～１５：３０(開場１３：３０) 

２．場 所 けいはんなプラザ 11階 新交流室『天の川＋PLUS』 
  (京都府相楽郡精華町光台1-7 けいはんなプラザ 11階 ) オンライン併用 

３．主 催 株式会社けいはんな 
４．共 催 京都府、(公財)関西文化学術研究都市推進機構 

 

５．プログラム（予定） 

14:00－14:15 京都府のスタートアップ・エコシステムへの取組   
                   京都府副知事 山下 晃正 

14:15－14:30 けいはんな学研都市におけるスタートアップ支援について   

 (公財)関西文化学術研究都市推進機構 常務理事 中川 雅永 

14:30－14:45 けいはんなプラザ スタートアップルームのご紹介   

 ㈱けいはんな 代表取締役社長 荒木 康寛 

14:45－15:00 会社紹介およびけいはんなプラザを選んだ理由   

 株式会社FACT.Vision 代表取締役社長  金 埈範 

15:00－15:30 スタートアップルーム他ご見学、解散   

(ご見学は2組に分けさせて頂きます。コロナ対策上、本会の現地ご参加は先着35名と致します。) 

 

６．備考 取材・参加申込書に必要事項を記入の上、メール・ＦＡＸにてご連絡お願い致します。 

以 上 

 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

㈱けいはんな  営業部 ：石川・横山       TEL：0774-95-5117 



ＦＡＸ返信先：０７７４－９８－２２０５（㈱けいはんな 行） 

 メール返信先：yokoyama.nobuhiro@keihannna-plaza.co.jp

（送信先：㈱けいはんな 横山） 

 

５月２１日(金)１７時締切 

けいはんなプラザ スタートアップルーム御披露目会（2021年5月27日(木)） 

取材・参加 申込書 
 

＜貴社名＞ 

＜所属・氏名(全参加者名をご記入くださいませ)＞ 

 

 

 

 

 

 
 

リアル  名、Web   名（計  名） 

＜ご連絡先＞（複数名申込みの場合は、代表者１名分で結構です） 
お名前： 

  メール： 

お電話： 

＜カメラ撮影＞ 別途撮影スタッフが来られる場合は、以下にもご記入ください 

 
□ スチールカメラ 台 □ ビデオカメラ 台 

＜カメラスタッフ氏名＞ 

 

 

 

計 名 
 

mailto:yokoyama.nobuhiro@keihannna-plaza.co.jp（送信先：㈱けいはんな
mailto:yokoyama.nobuhiro@keihannna-plaza.co.jp（送信先：㈱けいはんな


https://www.keihannna-plaza.co.jp/ 

 2021年4月、けいはんな学研都市に 

お問い合わせは…             labo@ml.keihanna-plaza.co.jp 

（株）けいはんな 営業部まで      ☏ 0774-95-5117 

〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台１丁目７     

    
   ●入居対象 ： 創業を目指す、もしくは創業（起業）まもない法人または個人。３年間入居可能。入居審査あり。 
              
   ●入居ルーム ： けいはんなプラザ・ラボ棟11階、全10室がウエット対応仕様  
     ・１区画＝約40㎡（水使用可）、24時間365日使用可能 
  
   ●料金  ： 月額45,000円／室(光熱水費別)。精華町の補助制度あり、詳細は下記をご参照ください。 
              https://www.town.seika.kyoto.jp/kakuka/sangyo/1/3/1_1/12465.html 
                  
   ● プラザ内施設（ラボ棟・交流棟） 
      ピッチ会等可能なフリースペース、商談室、リフレッシュコーナー、Web会議室、 
      会議室（39㎡～502㎡）、 レストラン、和食店、郵便局、ホテル、イベントホール、コピー機等あり  
    
   ●アクセス  ： 近鉄学研奈良登美ヶ丘駅、近鉄新祝園駅／JR祝園駅よりバス約10分 
            (詳しくは https://www.keihanna-plaza.co.jp/access/ をご参照ください。）  
 

京阪神地域が”世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点都市”に選定 

（上記の什器等は入居者様ご自身で購入されたものです。） 

スタートアップルーム 10室新設 

もっとキャッチコピー的な文言が良いと感じます。（利用者から見れば選定されたからどうなの？と思います。） 
例：あなたのアイデアを●●しませんか！ けいはんなが全面的にバックアップします！ 

あなたのアイデアを世界に発信しませんか！ 
けいはんなが全面的にバックアップいたします！！ 

＜↑新交流室『天の川＋Plus』(無料、70名収容)＞ 

https://www.town.seika.kyoto.jp/kakuka/sangyo/1/3/1_1/12465.html
https://www.keihanna-plaza.co.jp/access/
https://www.keihanna-plaza.co.jp/access/
https://www.keihanna-plaza.co.jp/access/


150超の施設が集積 
 

国会図書館、㈱国際電気通

信基礎技術研究所(ATR)、情

報通信研究機構、奈良先端

大、同志社大等、世界をリー

ドする研究機関や大学が立ち

並び、オープンイノベーション

に最適の環境です。 

多用途に使える全162室 

 

関西最大級の全162室。クラ

ス100レベルまでのクリーン

ルームに対応可能な階高（7

ｍ）を擁したスーパーラボ棟も

あり、スタートアップご卒業後

も40～550㎡までの多彩なス

ペースをご利用いただけます。 

真心こめたサポート体制 

 

資金調達、各種補助金制度

情報のお知らせ、ビジネス

マッチング等、当社スタッフが

各公的支援機関と連携して

入居企業様を全力でサポート

いたします。 

グローバル展開支援  

ATRが2019年に開始したス

タートアップ企業支援(3か月

の)プログラム(KGAP+)。海外

企業との協働で製品やコンセ

プトの実証への取組を支援い

たします。 

・・・RCのWeb見て修正する 

取引先開拓支援 

 

コーディネーター等による企

業訪問を通じて、入居企業様

のニーズとシーズを把握し、

販路開拓や事業化等を年間

約600件支援しています。毎

年秋にはビジネスメッセ（展示

会）も開催しています。 

オープンイノベーション支援 

 

未来社会やマーケットの想定

に基づく産官学・異業種連携

プロジェクトをオープンイノ

ベーションを基軸に推進する

『けいはんなR&Dイノベーショ

ン・コンソーシアム』への参加

により、研究開発・事業化の

加速を支援します。 

多彩な交流イベント 

 

各種ピッチ会、けいはんなサ

イエンスカフェ、若手研究者

交流会、けいはんな異業種交

流会、わいわいプラザなど、

入居企業様や近隣企業との

多彩な交流イベントを開催し

ています。 

Cｌｕｂけいはんな 

  （住民プラットフォーム） 

学研都市の住民を中心とした

約３千名の会員の皆様に、

Webアンケート、社会実証実

験への参加、試作品の評価

等に積極的に参加いただき、

住民様の意見を反映した研

究開発を推進することができ

ます。 

けいはんなプラザ 

 

資金調達、各種補助金制度

情報のお知らせ、ビジネス

マッチング等、当社スタッフが

各種公的支援機関と連携し

て入居者様を全力でサポート

いたします・ 

＜入居者支援機関＞ 
京都府、 (公財)京都産業21、京都府中小企業技術センター 
(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 
        

けいはんなリサーチコンプ
レックスでは世界のイノベー
ション拠点と繋がったネット
ワークを活用し、国内外のス
タートアップのグローバル展
開を目指すプログラム
『KGAP+』を進めています。 



XX University 

“世界を動かせ～けいはんな学研都市の鼓動～” 

 けいはんなプラザ スタートアップルームのご紹介 

株式会社けいはんな 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1-7 

TEL:(0774)95-5117 



XX University 

Hardware In The 11th Floor 

＜新交流室『天の川＋Plus』＞ ＜スタートアップルーム 
       (全10室)＞ 

＜8人用・４人用 
    打ち合わせ室等＞ 

・他機関との連携イベントを 
 続々と展開中！ 

・約40㎡、水仕様 

・24時間365日使用可能 

・無料オープンスペース 

・賃料45,000円/月 
 (町補助金制度有り) 

・70インチモニター設置 

・無料、Web予約可能 



Back Up Software 

・ビジネスマッチングのサポート 
・ピッチ会等登壇権利獲得 
・けいはんなビジネスメッセ出展 
・KYOTOスマートEXPO出展 
・Clubけいはんな活用 
 

事業支援 

・自治体家賃補助ご紹介 
・行政等各種補助金ご紹介 
・各種金融機関ご紹介 
・ファイナンス相談会 

資金調達面支援 

・けいはんな異業種交流会 
・若手研究者交流会 
・サイエンスカフェ 
・わいわいプラザ 
・KIP会ゴルフコンペ 
・京都市等の他機関イベント参加 

人脈拡大支援 

・スマートけいはんなPJ 
      ～スーパーシティPJ 
・やましろグリーンイノベーションPJ 
・2025年大阪・関西万博 
・K-PEP 
・リサーチコンプレックス後継事業 
・その他各種プロジェクト多数 

各種プロジェクト参画支援 

入居スタ-トアップ企業様 

2021/4/27 



[総合支援] 

㈱けいはんな 

[各種支援機能] 

ATR、京都産業21、 

学研都市推進機構等 

[行政支援] 

京都府(ものづくり振興課、 

学研課等）、精華町等 

Back Up Team  Support WG for Startup 



XX University 

けいはんなプラザ スタートアップルーム等賃貸施設のお問い合わせは 

株式会社けいはんな 営業部まで 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1-7 

TEL:(0774)95-5117 


