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先端技術を持つ企業がけいはんな学研都市に集結
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

WEB上にてバーチャル展示会形式で開催

事前申込制/入場無料

来場のご案内

同時開催

まず登録画面にアクセス
https://www.keihanna-digital.com

お申込みはコチラから https://www.keihanna-digital.com

自動返信メールから
来場者登録をしていただき、会場入場画面へ

会場イメージ

ビジネスメッセ2020Virtualのバナーよりご来場ください。 
出展分野ごとにブースがわかれています。

チャット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。
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水10.27    28火

15th けいはんな
ビジネスメッセ2020 Virtual

新たな時代のビジネス創造

（以降11月13日まで展示会場を公開）

10：00～
17：00

企業名
クリックすると各社ホームページにリンクします。

事業内容のご紹介資料・動画
クリックすると拡大表示されます。

チャットシステム
お問い合わせはこちらから。

製品カタログダウンロード
パネルで紹介している製品カタログ等をこちらから
ダウンロードいただけます。

お問合せ

内容
開催場所

主催

後援



ビジネスマッチング展示会
10.27火 28 水

■ 環境・エネルギー・防災
■ 産業機械・電気機械・器具
■ 医療・介護・ヘルスケア
■ 金属製品・部品
■ 化学・合成樹脂・印刷

■ アグリ・バイオ
■ 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）

イーセップ株式会社

有限会社岩本製作所

AC Biode株式会社

株式会社エコ革

環境衛生薬品株式会社

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

株式会社　丹　宇

日産スチール工業株式会社

日本精線株式会社

日本ニューロン株式会社

株式会社プラズマイオンアシスト

メディソニック株式会社

株式会社monotone technology

株式会社イオンテクノセンター

株式会社イチグチ

エス.ラボ株式会社

オオクマ・ソリューション関西株式会社

株式会社Keigan

有限会社ケイツー電子工業

ComScience, Inc.

株式会社ごんた屋

株式会社ジーネス

深空株式会社

株式会社テック技販

東英産業株式会社

株式会社東洋レーベル　

株式会社TOP

様々な混合化学物質を分離する分離膜およびその分離技術を紹介

モノ作りからコト作り企業へ

有機ごみとプラスチックが混ざったごみを分散型、低温で炭化

CAE受託解析～設計試作までトータルにサポート（オンライン相談実施中）

新型コロナウイルス対策

環境調査・各種分析の紹介

京都知恵産業創造の森－知恵の交流と融合による新たな価値の創造

建築物の風合いを保ちながら保護する「タウンガード」の販売促進

化学的に検証された新たな鮮度保持包装

水素精製用Pd分離膜モジュール、耐水素脆性ばね材、他

環境・エネルギー・防災の未来を支える塑性加工技術

i-DLCコーティングで高付加価値を!!

もし、夜間に災害が発生したら・・・災害用照明塔

ワイヤレスケミカルセンサシステム「pHAI」関連新製品の展示

イオン注入と成膜・分析サービスのご紹介

研削研磨のプロフェッショナルツールメーカー

樹脂成型に使われているペレットが直接使える3Dプリンター

服薬介助支援システムにより作業者の心理的ストレスを和らげます

遠隔操作ロボット及びKeiganMotorの展示

920MHz無線センサによる工作機械稼働状況のモニタリング

COMOSS社製 マシンビジョン ケーブル

超音波切断装置及び次亜塩素酸水溶液の展示

超音波検査装置

そろそろドローンを導入しませんか

世界初負荷制御型トレッドミルと新しい触感計測システムのご紹介

様々な粉体を【静電気】で操ります

非接触スイッチ・静電容量タッチスイッチ・エビデンスカメラ

アシストスーツで作業者を笑顔に

ハムス株式会社

株式会社パリティ・イノベーションズ

PicoTechnology

株式会社PROTEC

有限会社ミネルバライトラボ

株式会社メカニック

モリテックスチール株式会社

株式会社　吉川電機製作所

株式会社クリーンバブル研究所

株式会社自然力研究所

有限会社シバタシステムサービス

フィトンチッドジャパン株式会社

枕の吉川ふとん

アクテック株式会社

アドコート株式会社

オーケーディー株式会社

株式会社カキモト

関西村陽株式会社

京都プレス工業株式会社

中途半端net

株式会社戸田精機

株式会社ナンゴー

日本計測システム株式会社

HILLTOP株式会社

株式会社吹野金型製作所

株式会社丸山製作所

公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構(奈良県事業)

有限会社グッドウッドKYOTO

マスク自動製造ロボット

接触感染対策に効果的な非接触ユーザーインターフェースの実現

テレワークに最適、イギリス製PCオシロＰｉｃｏＳｃｏｐｅ

マイコン制御が得意な企業です。開発案件お手伝いします！

環境フレンドリーなマイクロ波反応装置の開発と提示

業界問わず、生産設備を機械設計～据付まで自社一貫にて対応

過熱蒸気装置とギガサイクル疲労試験機

電子機器の設計者のみなさんの定時退社を応援します！

オゾンマイクロナノバブルによるウイルス除菌装置

健康系貴社商材・サービスの差別化提案並びにSDGs経営支援等

再生医療やバイオ研究の支援ツールを開発・試作しています

自宅で森林浴…フィトンチッドのある暮らし

手づくり  息夢枕（いき  ゆめ  まくら）  ぐっすり快眠

金属加工のアクテック

サビでお困りではありませんか？防錆紙で解決できます。

超鏡面加工（超仕上げ磨きに挑み続けるエキスパート集団）

龍田古道に響く鉄の音。鉄工所が生み出す感性を育む金属製品

中国製、小ロット、多品種への対応が得意です

GoToモノ作り　お客様の　「できるかな？」　を形にします。

金属のお悩み相談所

精度よく使いやすい（精密治工具の設計・製造・組立）

金属機械加工・切削

計測技術がものづくりを支えます

アルミ切削部品の短納期対応

精密プラ金型設計製作・微細加工品受託加工はお任せください

１個から数万個まで、試作・単品加工から量産加工まで対応します

竹粉末を抗菌化し樹脂原料と混合・成形した試作品の抗菌特性紹介

樹脂・ゴム・特殊材料 切削加工全般 ご相談ください！　

プラスコート株式会社

プロ二クス株式会社

ユニケム株式会社

清栄薬品株式会社

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学

アイ・オーシステム株式会社

株式会社アクトワークス

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

株式会社エーディーディー

株式会社オークレイ

京都機械工具株式会社

KyotoSolutionWorks

株式会社Coolware

株式会社三技協

ジェイ・ジーエスオーデファインドネットワーク株式会社

株式会社シュルード設計

株式会社チャンピオンシップス

テルモピレー株式会社

株式会社とめ研究所

日本制御株式会社

電磁波シールド加工・樹脂へのコーティング加工全般

プラスチックの射出成形および金型製作、寸法測定

フッ素系高機能材料（界面活性剤、撥水・防汚材料、離型剤）

新しい乾燥技術で農業や食材の活用方法が変わります

酵母がプロリンを利用することによる酒類の製造方法

"withコロナ"対応ツール

テレワークをアシストするマネージキューブシリーズ

ウレタン素材を使った高柔軟面圧センサ

AI画像認識による目視作業代替システム『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

HPCシステムズのAIおよび科学技術計算の高速化支援

生産品の外観検査を画像処理により実現するシステム

AI搭載デジタルサイネージ＆ウィズコロナへの取り組み

スマートツール＆サービスによる「人作業のIoT化」

貴重なデータを眠らせていませんか？機械学習活用を提案します

【SHARE info】ユーザー投稿型サイトを簡単作成

光を使用した無線通信機器2種類をご紹介します

ネットスーパー用パッケージソフト

３Dの専門家　測定から点群処理ソフト開発まで

最先端のデジタルマーケティングをご提案します

デジタルコンテンツ取引市場 AWExion

ポスドク相当のエンジニアが研究開発の加速推進をお手伝いします

制御のプロがあなたの困ったを解決します

フロムデータ株式会社

ムサシ技研合同会社

株式会社ワンビリング

共栄社化学株式会社

株式会社モリシタ

地方独立行政法人大阪産業技術研究所

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

一般社団法人京都光科学研究所

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

京都府中小企業技術センター

京都府公立大学法人　京都府立大学　精華キャンパス

けいはんな知財組合

国立国会図書館関西館

合同会社システムステラ

精華サンライズ・コミュニケーション（SSC）

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

国立大学法人奈良女子大学

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構 

IoTモニタリング＆業務管理ソリューション

電解槽の電流分布解析ソフト「膜厚案内人」の紹介

アニメ・アーカイブのためのIT技術

身の回りを『清潔』に！強力抗菌洗剤シリーズを提案します

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

当研究所の技術・支援内容についてのご紹介

関西光科学研究所の研究成果とその産業応用等を紹介

生物発光・化学発光・蛍光発光に関する研究と教育で未来を照らす

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

技術のよろず相談所

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

中小・ベンチャ－企業による知財相互支援組合の活動紹介

調査研究・ビジネスに活用できるサービスや情報資源の紹介

今更聞けないパソコンやスマホのあれこれを学べる地域の猫の手

共に考え実践する異業種交流会SSCの会員企業及び活動内容紹介

精華町商工会に入って、事業の輪を広げよう！！

新しい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、支援制度等のご紹介

当センターの企業支援・研究活動についてご紹介します

奈良高専の産学官金連携活動と教員シーズ紹介

社会連携センターより大学の研究・地域連携の事例紹介

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

（以降11月13日まで展示会場を公開）
10：00～17：00


