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振興機構大阪本部、（独）都市再生機構、関西国際戦略総合特別区域地域協議会　（前回実績）後　援

E-mail：info@expo.smartcity.kyoto

●主催者は、天災その他、不可抗力によるやむを得ない事情で会期を変更し、または開催を中止する場合があります。この場合、主催者は中止によ
って生じた損害の補償の責めを負いません。また、それまでに要した経費は、申込小間数に応じて出展者に負担していただきます。

●やむを得ぬ事情により、会期または開場時間を変更することがあります。この変更を理由として出展申込の取消、出展解約はできません。また、
主催者はこれにより生じた損害の補償の責めを負いません。

不可抗力等による開催中止等

2017.9.28［Thu］・29［Fri］

https://expo.smartcity.kyoto/

アクセス

●小間の譲渡･転貸･交換はできません。
●会期中いかなる理由によっても、出展物･装飾物を即売することはで
きません。

●小間周辺の通路において、来場者を大量に滞留させるような行為はで
きません。

●自社小間外において、来場者の誘引、アンケート、抽選、チラシ･景品の
配布等これに類する行為はできません。

●照明、音量･音質は他の出展者の迷惑にならないようご配慮ください。
●小間内において、説明または実演のためにAV機器を使用することが
できますが、スピーカは自社小間の外側に向けて配置することはでき
ません。必ず自社小間内に向けて設置してください。

禁止・制限事項

出展物の保護管理
●主催者は会場全般の管理保全にあたります。
●出展者は、準備時間中および開催時間中自社小間内に常駐し、出展物
の保護、管理の責任を負うものとします。

●天災その他不可抗力による損傷、紛失、火災、盗難等の事故について、
主催者はその責めを負いません。したがって、出展者は出展物保護に
あたるとともに、保険を付す等の措置をとってください。

安全の確保
●出展者は、搬入･搬出、施工、実演等作業の全般について事故防止策を
講じてください。

●出展者の行為により事故発生の場合は、当該出展者の責任において
解決するものとします。

●消防法等、法令による展示規制に基づく、安全確保のための展示装飾
の改修と費用は、出展者負担とします。

●展示･防災等主要事項については、出展者説明会にて配布の出展要綱
に記載します。

●日時および場所は、後日ご案内します。
●搬入・搬出、防火・防災、諸工事、その他に関する出展要項・規程および届出・申込
書等を収載した「出展要綱」（当日配布）により、出展に関する詳細説明をします。

京都議定書誕生20周年記念・けいはんな学研都市30周年記念　京都スマートシティエキスポ2017出展に関する主な日程

9
28（木）

9
29（金）

6
30（金）

出展申込締切り

7
28（金）

出展料払込期日

9
27（水）

搬入・装飾施工

9
29（金）

撤去・搬出出展者説明会
7月下旬

京都スマートシティエキスポ運営協議会 運営事務局
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協賛・出展のご案内

京都議定書誕生20周年記念・けいはんな学研都市30周年記念

京都スマートシティエキスポ 2017

会場：けいはんな学研都市

■けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）
【最寄駅から】
●近鉄京都線「京都駅」から急行で30分、「新祝園駅」下車。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します。
【京都駅から】
●京阪バス又は奈良交通バス、京都駅八条口（Ｈ４乗降場）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）

■けいはんなプラザ
【最寄駅から】
●近鉄京都線「京都駅」から急行で30分、「新祝園駅」下車。奈良交通バス
「36」「56」号系統乗車、「ATR」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」
「59」号系統乗車、「けいはんなプラザ」で降りてください。
【京都駅から】
●京阪バス又は奈良交通バス、京都駅八条口（Ｈ４乗降場）から「けいはんな
学研都市」行き乗車、「けいはんなプラザ」で降りてください。（直通バス）

■国際高等研究所
【最寄駅から】
●近鉄京都線「京都駅」から急行で30分、「新祝園駅」下車。奈良交通バス
「36」「56」号系統乗車、「けいはんな記念公園」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、「けいはんな記念公園」で降りてください。

【京都駅から】
●京阪バス又は奈良交通バス、京都駅八条口（Ｈ４乗降場）から「けいはんな
学研都市」行き乗車、「木津川台九丁目」で降りてください。（直通バス）
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精華大通り

安寧で持続的な未来を創る地域と産業
～「超快適」スマート社会の創出～

ねいあん

（けいはんなオープン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）

【お車をご利用のお客様】
●京奈和自動車道「精華学研IC」より精華大通りを西へ
※新名神高速道路（八幡京田辺JCT・IC～城陽JCT・IC）は平成29年4月30日（日）に開通しました。



開催趣旨
これまでの京都スマートシティエキスポの成果を踏まえ、スペイン・バルセロナが世界展開する「スマートシティエキスポ
世界会議」との連携のもとで、国際的な地域間交流やビジネス交流・技術交流によるネットワークの形成を通じて、京都・け
いはんなからスマートシティを共創・発信し、持続可能社会の実現に貢献する。

ごあいさつ
ＩｏＴ（Internet of Things）やビッグデータ、ＡＩ（人工知能）など、ＩＣＴ（情報通信技術）の急速な
進歩は、社会・経済構造の大きな変革を促しており、我々は、新たな「産業革命」を目の当たりに
しようとしています。
ＩＣＴは社会の基盤として、環境･エネルギー、交通システムなどのインフラはもとより、健康･
食、文化･教育など、裾野の広い多面的な産業分野に関連しています。
また、けいはんな学研都市で取り組む、脳科学とＩＣＴの融合による「『超快適』スマート社会」
の創出は、人口減少や少子高齢化による社会活力の低下など、我が国が抱える喫緊の社会的な
課題を克服するテーマであり、その「『超快適』スマート社会」の実現は新たな産業の創出に大
きく寄与するものと考えています。
京都スマートシティエキスポ2017では、ＩＣＴを基盤とした産業に関連する、多くの企業、団体
及び研究者等が集い、交流し、お互いに刺激を受ける場を設け、新たなビジネスに繋がるチャン
スを提供いたします。皆様の御参加、心からお待ちしています。

京都スマートシティエキスポ
運営協議会

会長　依田 誠

運営事務局 京都スマートシティエキスポ2017運営事務局
〒604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1（株式会社 島津アドコム内）
電話 075-823-1109　FAX 075-823-3659
E-mail： info@expo.smartcity.kyoto

入 場 料 無料

開催概要

京都議定書誕生20周年記念・けいはんな学研都市30周年記念
京都スマートシティエキスポ2017

プレイベント

会 期

開催時間

会 場
京都リサーチパーク 1号館
サイエンスホール＆ホワイエ

２０１７年８月２４日（木）

１３：００～１７：１０

京都駅周辺で調整中

２０１７年９月１１日（月）

調　整　中

“京都スマートシティエキスポ2017”「京都・けいはんな」の6つの提案

Strong Points

世界各地域が共同・連携して開催する国際イベント
「スマートシティエキスポ」

International1

バルセロナ（スペイン）、京都けいはんな（日本）、プエブ
ラ（メキシコ）、ブエノスアイレス（アルゼンチン）など国
際的ネットワークでビジネスを支援

海外・国内から第一級のスマートシティの専門家を
招聘し、基調講演やセッション、セミナーなどを展開

Professional3

企業のスマートシティ戦略をブラッシュアップ

アジアの行政、大学・研究機関や企業に呼びかけ、
スマートシティ関連の研究シーズや技術を有する
日本の大学・研究機関、企業との交流を企画

Win-Win

アジア・スマートシティ交流連携プログラムの開催

国家戦略特区、国際戦略総合特区の地域指定
など、日本最先端のイノベーション環境の中で、
スマートシティの最新の研究・技術開発に触れる
機会を提供

Technology5

各種スマートシティプロジェクトの発表

拡大するスマートシティ市場に関する最新の世
界動向や研究・技術開発、都市政策などをテーマに、
世界各地からの参加者が多面的な議論と情報
交換を実施

Communication2

企業のグローバルな技術交流、企業間連携を促進

BtoBを目的とした100社以上の企業展示、ビジ
ネスマッチングの場として展示会を開催

Enterprise4

国際的なオープンイノベーション拠点としてスタートし
たKICKなどに多くの企業・団体が出展し、新たなビジネ
スチャンスを創出（KICK発スター創生事業同時開催予定）

02 03

国内・海外のキーパーソン

ワールドワイドな
ビジネスマッチングの機会を提供

来場者・出展者の95％が、
大きな成果があった・成果があったと回答

◎ 前回は延べ10,221人、（海外28か国、474人）が来場、
　 124企業・団体が出展

10,000人 が 京都・けいはんな に集結

▶ 企業のみならず、国・自治体のプロジェクトリーダーや研究者が来場
▶ 環境・エネルギー、ICT、健康・食、文化・教育など、多様な業種が出展

一応の成果があった
70.4％

特に成果がなかった
5.1％

大きな成果
があった 
24.5％

6

京都市内において、ビジネスマッチ
ングイベントを開催します。 本イベント

けいはんなオープンイノベーション
センター（KICK）
国際高等研究所

けいはんな各研究機関

けいはんなオープンイノベーション
センター（KICK）
けいはんなプラザ

けいはんな各研究機関

2017年9月28日（木）

10：00～17：10

2017年9月29日（金）

10：00～17：00
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ネスマッチングの場として展示会

Enterprise4

国際的なオープンイノベーション拠点としてスタートし
たKICKなどに多くの企業・団体が出展し、新たなビジネ
スチャンスを創出（KICK発スター創生事業同時開催予定）

02 03

国内・海外のキーパーソン

ワールドワイドな
ビジネスマッチングの機会を提供

来場者・出展者の95％が、
大きな成果があった・成果があったと回答

◎ 前回は延べ10,221人、（海外28か国、474人）が来場、
　 124企業・団体が出展

10,000人 が 京都・けいはんな に集結

▶ 企業のみならず、国・自治体のプロジェクトリーダーや研究者が来場
▶ 環境・エネルギー、ICT、健康・食、文化・教育など、多様な業種が出展

一応の成果があった
70.4％

特に成果がなかった
5.1％

大きな成果
があった 
24.5％

アジアの行政、大学・研究機関や企業に呼びかけ、
スマートシティ関連の研究シーズや技術を有する
日本の大学・研究機関、企業との交流を企画

Win-Win
国家戦略特区、国際戦略総合特区の地域指定
など、日本最先端のイノベーション環境の中で、
スマートシティの最新の研究・技術開発に触れる

たKICKなどに
スチャンスを創出（KICK発スター創生事業同時開催予定）

6

京都市内において、ビジネスマッチ
ングイベントを開催します。 本イベント

けいはんなオープンイノベーション
センター（KICK）
国際高等研究所

けいはんな各研究機関

けいはんなオープンイノベーション
センター（KICK）
けいはんなプラザ

けいはんな各研究機関

2017年9月28日（木）

10：00～17：10

2017年9月29日（金）

10：00～17：00



メインテーマ 安寧で持続的な未来を創る地域と産業
～「超快適」スマート社会の創出～

ねいあん

協賛プランのご案内
協賛プランとして、下記4つのプランをお選びいただけます。

グローバルプレミアサポーター
〈海外公的機関等〉

ゴールドサポーター

シルバーサポーター

2017年6月30日（金）協賛申込締切日

●添付の協賛申込書に必要事項をご記入の上、下記宛に郵送、FAXまたはE-mailにてお申込みください。
●この協賛申込書を受付後、主催者から請求書を発行いたします。

協 賛 申 込

電話 075-823-1109　FAX 075-823-3659
E-mail： info@expo.smartcity.kyoto〒604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1（株式会社 島津アドコム内）

京都スマートシティエキスポ2017運営事務局

協賛金の払込 ●協賛金は主催者からの請求により2017年7月28日（金）までに、指定口座にお振込願います。
●振込手数料は協賛企業様にてご負担願います。

プラン内容
■プログラム、HP、事前告知用ツール、会場表示などの広報物
に貴社名・ロゴ（特別）を掲載

■京都スマートシティエキスポ2017での展示スペース（3小間）をご提供
■開催初日のレセプション（協賛企業様、スピーカー、主催者な
ど）にご招待

■会場内でのビジネスセミナーをご提供
■会場内に、グローバルプレミア・プラチナサポータールーム
をご提供

■エキスポ会期中の移動交通手段を確保（京都府内）
■京都・けいはんなに立地の研究機関や企業等への視察機会
をご提供

■エキスポ出展企業等との面談を優先的にご案内

3,000,000円以上ご協賛料金

プラチナサポーター

■プログラム、HP、事前告知用ツール、会場表示などの広報物
に貴社名・ロゴ（特大）を掲載

■京都スマートシティエキスポ2017での展示スペース（3小間）をご提供
■開催初日のレセプション（協賛企業様、スピーカー、主催者な
ど）にご招待

■会場内でのビジネスセミナーをご提供
■会場内に、グローバルプレミア・プラチナサポータールーム
をご提供

3,000,000円ご協賛料金

■プログラム、HP、事前告知用ツール、会場表示などの広報物
に貴社名・ロゴ（大）を掲載

■京都スマートシティエキスポ2017での展示スペース（2小間）をご提供
■開催初日のレセプション（協賛企業様、スピーカー、主催者な
ど）にご招待

■会場内でのビジネスセミナーをご提供
1,000,000円ご協賛料金

■プログラム、HP、事前告知用ツール、会場表示などの広報物
に貴社名・ロゴ（中）を掲載

■開催初日のレセプション（協賛企業様、スピーカー、主催者な
ど）にご招待500,000円ご協賛料金

前回の様子

プログラム

04 05

スマートシティが進化することにより、暮らしの利便性は向上し、安心・安全で快適なライフスタイルの実現に向けた取組
が進もうとしており、地域創生にも寄与しているが、一方で、デジタル技術の急速な進展による弊害など、人間とスマート技
術の共存にも大きな関心が集まりつつある。
今回の「京都エキスポ」では、こうした視点に立ち、これまでの取組に加え、我が国が抱える社会的課題、人口減少や少子
高齢化、生産年齢人口減少による社会活力の低下、地方衰退等の現在の喫緊の課題を克服するため、「モノ」から「ココロ」
の「豊かさ」を志向し「超快適」スマート社会の創出にチャレンジする。

プラン内容

プラン内容

プラン内容

けいはんなオープン
イノベーションセンター（KICK）等

9月28日（木）

けいはんなオープン
イノベーションセンター（KICK）等

9月29日（金）

～17：1010：00～

企業・団体等展示、ビジネスセミナー、ビジネスミーティング

スマートシティセミナー

レセプション
（国際高等研究所）

パネルセッション
（国際高等研究所）

国際シンポジウム

けいはんなラボトリップ（けいはんな立地研究機関視察）

～17：0010：00～

企業・団体等展示、ビジネスセミナー、ビジネスミーティング

スマートシティセミナー

けいはんなラボトリップ（けいはんな立地研究機関視察）

特別講演会
（けいはんなプラザ）

本イベント

京都リサーチパーク
1号館

８月２４日（木）
～17：1013：00～

交流会

基調講演、企業からのニーズ紹介、商談展示会

会場調整中
９月１１日（月）

時間調整中

交流会

基調講演、企業からのニーズ紹介、商談展示会

プレイベント



メインテーマ 安寧で持続的な未来を創る地域と産業
～「超快適」スマート社会の創出～

ねいあん

協賛プランのご案内
協賛プランとして、下記4つのプランをお選びいただけます。

グローバルプレミアサポーター
〈海外公的機関等〉

ゴールドサポーター

シルバーサポーター

2017年6月30日（金）協賛申込締切日

●添付の協賛申込書に必要事項をご記入の上、下記宛に郵送、FAXまたはE-mailにてお申込みください。
●この協賛申込書を受付後、主催者から請求書を発行いたします。

協 賛 申 込

電話 075-823-1109　FAX 075-823-3659
E-mail： info@expo.smartcity.kyoto〒604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1（株式会社 島津アドコム内）

京都スマートシティエキスポ2017運営事務局

協賛金の払込 ●協賛金は主催者からの請求により2017年7月28日（金）までに、指定口座にお振込願います。
●振込手数料は協賛企業様にてご負担願います。

プラン内容
■プログラム、HP、事前告知用ツール、会場表示などの広報物
に貴社名・ロゴ（特別）を掲載

■京都スマートシティエキスポ2017での展示スペース（3小間）をご提供
■開催初日のレセプション（協賛企業様、スピーカー、主催者な
ど）にご招待

■会場内でのビジネスセミナーをご提供
■会場内に、グローバルプレミア・プラチナサポータールーム
をご提供

■エキスポ会期中の移動交通手段を確保（京都府内）
■京都・けいはんなに立地の研究機関や企業等への視察機会
をご提供

■エキスポ出展企業等との面談を優先的にご案内

3,000,000円以上ご協賛料金

プラチナサポーター

■プログラム、HP、事前告知用ツール、会場表示などの広報物
に貴社名・ロゴ（特大）を掲載

■京都スマートシティエキスポ2017での展示スペース（3小間）をご提供
■開催初日のレセプション（協賛企業様、スピーカー、主催者な
ど）にご招待

■会場内でのビジネスセミナーをご提供
■会場内に、グローバルプレミア・プラチナサポータールーム
をご提供

3,000,000円ご協賛料金

■プログラム、HP、事前告知用ツール、会場表示などの広報物
に貴社名・ロゴ（大）を掲載

■京都スマートシティエキスポ2017での展示スペース（2小間）をご提供
■開催初日のレセプション（協賛企業様、スピーカー、主催者な
ど）にご招待

■会場内でのビジネスセミナーをご提供
1,000,000円ご協賛料金

■プログラム、HP、事前告知用ツール、会場表示などの広報物
に貴社名・ロゴ（中）を掲載

■開催初日のレセプション（協賛企業様、スピーカー、主催者な
ど）にご招待500,000円ご協賛料金

前回の様子

プログラム
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スマートシティが進化することにより、暮らしの利便性は向上し、安心・安全で快適なライフスタイルの実現に向けた取組
が進もうとしており、地域創生にも寄与しているが、一方で、デジタル技術の急速な進展による弊害など、人間とスマート技
術の共存にも大きな関心が集まりつつある。
今回の「京都エキスポ」では、こうした視点に立ち、これまでの取組に加え、我が国が抱える社会的課題、人口減少や少子
高齢化、生産年齢人口減少による社会活力の低下、地方衰退等の現在の喫緊の課題を克服するため、「モノ」から「ココロ」
の「豊かさ」を志向し「超快適」スマート社会の創出にチャレンジする。

プラン内容

プラン内容

プラン内容

けいはんなオープン
イノベーションセンター（KICK）等

9月28日（木）

けいはんなオープン
イノベーションセンター（KICK）等

9月29日（金）

～17：1010：00～

企業・団体等展示、ビジネスセミナー、ビジネスミーティング

スマートシティセミナー

レセプション
（国際高等研究所）

パネルセッション
（国際高等研究所）

国際シンポジウム

けいはんなラボトリップ（けいはんな立地研究機関視察）

～17：0010：00～

企業・団体等展示、ビジネスセミナー、ビジネスミーティング

スマートシティセミナー

けいはんなラボトリップ（けいはんな立地研究機関視察）

特別講演会
（けいはんなプラザ）

本イベント

京都リサーチパーク
1号館

８月２４日（木）
～17：1013：00～

交流会

基調講演、企業からのニーズ紹介、商談展示会

会場調整中
９月１１日（月）

時間調整中

交流会

基調講演、企業からのニーズ紹介、商談展示会

プレイベント



出展プランのご案内

2017年6月30日（金）出展申込締切日

●予定小間数に達した場合は、申込締切日前でも締切らせていただくことがあります。
●出展申込後の取消･小間数削減は、原則として認めません。ただし、主催者がやむを得ないと認めた場合は、取消･削減を認め、
次の取消料を申し受けます。

出展料の50%相当額

出展料と同額

2017年8月31日（木）まで

2017年9月1日（金）から

出 展 申 込 ●添付の出展申込書に必要事項をご記入の上、下記宛に郵送、FAXまたはE-mailにてお申込みください。
●この出展申込書を受付後、主催者から請求書を発行いたします。

〒604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1（株式会社 島津アドコム内）
電話 075-823-1109　FAX 075-823-3659
E-mail： info@expo.smartcity.kyoto

京都スマートシティエキスポ2017運営事務局

●間口3m× 奥行3m× 高さ2.7m
●並列小間（4小間以下）、ブロック小間（4または6小間）を設けることができます。

小 間 規 格

3m

3m

3m

6m

3m

9m

3m

12m

並列小間 ブロック小間
1小間 2小間 3小間 4小間 4小間 6小間

6m

6m

6m

9m

「スマートシティプロジェクト」ゾーン
スマートシティプロジェクトに携わる企業・大学・自治体・団体などによ
る展示

「インターナショナル」ゾーン
スマートシティ関連事業に携わる海外企業、自治体などによる展示

「スマートイノベーション」ゾーン
環境・エネルギー、ICT、モビリティ、文化・教育などに関する企業の出展
電力他エネルギー機器・インフラ関連
太陽光・熱発電システム、風・水力発電システム、ガス他コージェネ
レーションシステム、ヒートポンプ、パワーコンディショナ、超電動
ケーブル、蓄電池、電気自動車関連、充電スタンドなど
エネルギー制御等
エネルギーマネジメントシステム、送電系統監視・制御システム他
各種制御システムなど
情報・通信機器・インフラ
スマートメーター、通信ユニット、光ファイバー、センサーなど
ICT関連
各種情報・通信機器、インフラ、ソフトウェア、インターネット等サー
ビスプロバイダーなど
環境ソリューション
環境測定・分析機器、省エネ関連機器、エコプロダクツなど

「けいはんなR＆D」ゾーン
けいはんな学研都市に立地・展開する企業、研究機関、研究開発
プロジェクトなどによる展示

「協賛企業」ゾーン
協賛企業による展示

「スマートライフ＆アグリ」ゾーン
今回の展示の特徴となるヘルスケア、食、植物工場などに関する展示
健康・医療
家庭用医療製品、健康検査機器（体重計、体組成計、血圧計等）、医療機
器、医療材料、検査機器、分析器、介護機器、ソフトウェアなど
アグリ
バイオ関連、植物工場（完全人工光型・太陽光利用型）、植物工場構成部
材、光環境装置（LED、CCFL、蛍光ランプ等）、温度・湿度・CO2等各種環
境制御装置、食品加工機械、包装／梱包機械・資材、冷蔵・冷凍機器、衛
生管理機器、ソフトウェアなど

インターナショナル
ゾーン

スマート
ライフ
&アグリ
ゾーン

協賛企業ゾーン

スマート
シティ
セミナー
会場

ビジネス
セミナー
ルーム

1F展示会場へ

協賛企業ゾーン
スマートイノベーション

ゾーン

けいはんな
R&Dゾーン・スマートシティ
プロジェクト
ゾーンシアター

入口

1F 2F

105小間（協賛プランの小間数を含む）募集小間数

出展者の資格 スマートシティに関連する事業を営む企業等、およびその関連団体・個人。
主催者が、出展内容が当展示会の主旨にそぐわないと判断した場合、出展をお断りすることがあります。

小 間 配 置 ●小間の割当は、申込順（出展申込時発行の受付番号）、出展規模、出展内容等を考慮のうえ、主催者が決定し、出展者に通知いた
します。ただし、開催会場や小間配置の関係で必ずしも申込順に小間位置を決定することとならない場合もあります。そのような
場合は、小間位置は主催者で決定させていただきます。

出 展 料 1小間につき、100,000円
※京都府内に主たる事業所を置く中小企業様は割引あり（1小間につき5万円）。
（中小企業の定義は中小企業基本法第2条で定めるところとします。）

・パラペット３m
・社名板１ヶ所
・アームスポット（2灯）

・床面カーペット（1小間）
・コンセント１ヶ（２口）
・電気幹線工事・使用量（1kWまで）

1小間パッケージブースレイアウト

基 礎 小 間
基 本 設 備

●オクタノルムシステムパネル（自由装飾可）
●小間の基本設備は、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。パネルは白ビニールコーティング合板システムです。
（パネルの切断、釘打ち、穴あけ、表具等の加工はできません。）
●パネル等の取り付けは、専用チェーンをご用意いたします。（無料）
※両面テープも可能です。

●小間内の展示装飾は、出展者側で施工してください。
●基礎小間には、直接装飾･加工を施すことができません。またパネル板･
ポール･ビーム等は、切断･釘打ち･穴あけなどの加工はできません。
装飾上、加工せざるを得ない場合は、事前にご相談ください。

●高さ2.7mを超える出展物については、事前に事務局へお届けください。
●その他レギュレーションに関する詳細は出展者説明会にて配布の出展
要綱に記載します。

展 示 装 飾

出展料の払込 ●出展料は主催者からの請求により2017年7月28日（金）までに、指定口座にお振込願います。
●振込手数料は出展者にてご負担願います。

会場レイアウト／ゾーニングイメージ

※会場レイアウトは、状況により変更する場合があります。
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※出展は、本イベントのみとなります。



出展プランのご案内

2017年6月30日（金）出展申込締切日

●予定小間数に達した場合は、申込締切日前でも締切らせていただくことがあります。
●出展申込後の取消･小間数削減は、原則として認めません。ただし、主催者がやむを得ないと認めた場合は、取消･削減を認め、
次の取消料を申し受けます。

出展料の50%相当額

出展料と同額

2017年8月31日（木）まで

2017年9月1日（金）から

出 展 申 込 ●添付の出展申込書に必要事項をご記入の上、下記宛に郵送、FAXまたはE-mailにてお申込みください。
●この出展申込書を受付後、主催者から請求書を発行いたします。

〒604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1（株式会社 島津アドコム内）
電話 075-823-1109　FAX 075-823-3659
E-mail： info@expo.smartcity.kyoto

京都スマートシティエキスポ2017運営事務局

●間口3m× 奥行3m× 高さ2.7m
●並列小間（4小間以下）、ブロック小間（4または6小間）を設けることができます。

小 間 規 格

3m

3m

3m

6m

3m

9m

3m

12m

並列小間 ブロック小間
1小間 2小間 3小間 4小間 4小間 6小間

6m

6m

6m

9m

「スマートシティプロジェクト」ゾーン
スマートシティプロジェクトに携わる企業・大学・自治体・団体などによ
る展示

「インターナショナル」ゾーン
スマートシティ関連事業に携わる海外企業、自治体などによる展示

「スマートイノベーション」ゾーン
環境・エネルギー、ICT、モビリティ、文化・教育などに関する企業の出展
電力他エネルギー機器・インフラ関連
太陽光・熱発電システム、風・水力発電システム、ガス他コージェネ
レーションシステム、ヒートポンプ、パワーコンディショナ、超電動
ケーブル、蓄電池、電気自動車関連、充電スタンドなど
エネルギー制御等
エネルギーマネジメントシステム、送電系統監視・制御システム他
各種制御システムなど
情報・通信機器・インフラ
スマートメーター、通信ユニット、光ファイバー、センサーなど
ICT関連
各種情報・通信機器、インフラ、ソフトウェア、インターネット等サー
ビスプロバイダーなど
環境ソリューション
環境測定・分析機器、省エネ関連機器、エコプロダクツなど

「けいはんなR＆D」ゾーン
けいはんな学研都市に立地・展開する企業、研究機関、研究開発
プロジェクトなどによる展示

「協賛企業」ゾーン
協賛企業による展示

「スマートライフ＆アグリ」ゾーン
今回の展示の特徴となるヘルスケア、食、植物工場などに関する展示
健康・医療
家庭用医療製品、健康検査機器（体重計、体組成計、血圧計等）、医療機
器、医療材料、検査機器、分析器、介護機器、ソフトウェアなど
アグリ
バイオ関連、植物工場（完全人工光型・太陽光利用型）、植物工場構成部
材、光環境装置（LED、CCFL、蛍光ランプ等）、温度・湿度・CO2等各種環
境制御装置、食品加工機械、包装／梱包機械・資材、冷蔵・冷凍機器、衛
生管理機器、ソフトウェアなど

インターナショナル
ゾーン

スマート
ライフ
&アグリ
ゾーン

協賛企業ゾーン

スマート
シティ
セミナー
会場

ビジネス
セミナー
ルーム

1F展示会場へ

協賛企業ゾーン
スマートイノベーション

ゾーン

けいはんな
R&Dゾーン・スマートシティ
プロジェクト
ゾーンシアター

入口

1F 2F

105小間（協賛プランの小間数を含む）募集小間数

出展者の資格 スマートシティに関連する事業を営む企業等、およびその関連団体・個人。
主催者が、出展内容が当展示会の主旨にそぐわないと判断した場合、出展をお断りすることがあります。

小 間 配 置 ●小間の割当は、申込順（出展申込時発行の受付番号）、出展規模、出展内容等を考慮のうえ、主催者が決定し、出展者に通知いた
します。ただし、開催会場や小間配置の関係で必ずしも申込順に小間位置を決定することとならない場合もあります。そのような
場合は、小間位置は主催者で決定させていただきます。

出 展 料 1小間につき、100,000円
※京都府内に主たる事業所を置く中小企業様は割引あり（1小間につき5万円）。
（中小企業の定義は中小企業基本法第2条で定めるところとします。）

・パラペット３m
・社名板１ヶ所
・アームスポット（2灯）

・床面カーペット（1小間）
・コンセント１ヶ（２口）
・電気幹線工事・使用量（1kWまで）

1小間パッケージブースレイアウト

基 礎 小 間
基 本 設 備

●オクタノルムシステムパネル（自由装飾可）
●小間の基本設備は、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。パネルは白ビニールコーティング合板システムです。
（パネルの切断、釘打ち、穴あけ、表具等の加工はできません。）
●パネル等の取り付けは、専用チェーンをご用意いたします。（無料）
※両面テープも可能です。

●小間内の展示装飾は、出展者側で施工してください。
●基礎小間には、直接装飾･加工を施すことができません。またパネル板･
ポール･ビーム等は、切断･釘打ち･穴あけなどの加工はできません。
装飾上、加工せざるを得ない場合は、事前にご相談ください。

●高さ2.7mを超える出展物については、事前に事務局へお届けください。
●その他レギュレーションに関する詳細は出展者説明会にて配布の出展
要綱に記載します。

展 示 装 飾

出展料の払込 ●出展料は主催者からの請求により2017年7月28日（金）までに、指定口座にお振込願います。
●振込手数料は出展者にてご負担願います。

会場レイアウト／ゾーニングイメージ

※会場レイアウトは、状況により変更する場合があります。
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京都スマートシティエキスポ運営協議会
京都府、京都市、京田辺市、木津川市、精華町、バルセロナ市、スペイン・バルセロナ見本市会社、バルセロナ・グローバル、スペイン大使館経済商務部、
デンマーク大使館、日西経済委員会、京都商工会議所、（公社）京都工業会、（公財）関西文化学術研究都市推進機構、（一社）京都産業エコ・エネルギー
推進機構、（公財）京都産業21、（公財）京都高度技術研究所、（公財）京都文化交流コンベンションビューロー、（一財）インターネット協会、（株）けいはんな

主　催

内閣府、総務省、外務省、経済産業省、国土交通省、環境省、日本商工会議所、（公社）関西経済連合会、（一社）京都経済同友会、（独）日本貿易
振興機構大阪本部、（独）都市再生機構、関西国際戦略総合特別区域地域協議会　（前回実績）後　援

E-mail：info@expo.smartcity.kyoto

●主催者は、天災その他、不可抗力によるやむを得ない事情で会期を変更し、または開催を中止する場合があります。この場合、主催者は中止によ
って生じた損害の補償の責めを負いません。また、それまでに要した経費は、申込小間数に応じて出展者に負担していただきます。

●やむを得ぬ事情により、会期または開場時間を変更することがあります。この変更を理由として出展申込の取消、出展解約はできません。また、
主催者はこれにより生じた損害の補償の責めを負いません。

不可抗力等による開催中止等

2017.9.28［Thu］・29［Fri］

https://expo.smartcity.kyoto/

アクセス

●小間の譲渡･転貸･交換はできません。
●会期中いかなる理由によっても、出展物･装飾物を即売することはで
きません。

●小間周辺の通路において、来場者を大量に滞留させるような行為はで
きません。

●自社小間外において、来場者の誘引、アンケート、抽選、チラシ･景品の
配布等これに類する行為はできません。

●照明、音量･音質は他の出展者の迷惑にならないようご配慮ください。
●小間内において、説明または実演のためにAV機器を使用することが
できますが、スピーカは自社小間の外側に向けて配置することはでき
ません。必ず自社小間内に向けて設置してください。

禁止・制限事項

出展物の保護管理
●主催者は会場全般の管理保全にあたります。
●出展者は、準備時間中および開催時間中自社小間内に常駐し、出展物
の保護、管理の責任を負うものとします。

●天災その他不可抗力による損傷、紛失、火災、盗難等の事故について、
主催者はその責めを負いません。したがって、出展者は出展物保護に
あたるとともに、保険を付す等の措置をとってください。

安全の確保
●出展者は、搬入･搬出、施工、実演等作業の全般について事故防止策を
講じてください。

●出展者の行為により事故発生の場合は、当該出展者の責任において
解決するものとします。

●消防法等、法令による展示規制に基づく、安全確保のための展示装飾
の改修と費用は、出展者負担とします。

●展示･防災等主要事項については、出展者説明会にて配布の出展要綱
に記載します。

●日時および場所は、後日ご案内します。
●搬入・搬出、防火・防災、諸工事、その他に関する出展要項・規程および届出・申込
書等を収載した「出展要綱」（当日配布）により、出展に関する詳細説明をします。

京都議定書誕生20周年記念・けいはんな学研都市30周年記念　京都スマートシティエキスポ2017出展に関する主な日程

9
28（木）

9
29（金）

6
30（金）

出展申込締切り

7
28（金）

出展料払込期日

9
27（水）

搬入・装飾施工

9
29（金）

撤去・搬出出展者説明会
7月下旬

京都スマートシティエキスポ運営協議会 運営事務局

2017

協賛・出展のご案内

京都議定書誕生20周年記念・けいはんな学研都市30周年記念

京都スマートシティエキスポ 2017

会場：けいはんな学研都市

■けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）
【最寄駅から】
●近鉄京都線「京都駅」から急行で30分、「新祝園駅」下車。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します。
【京都駅から】
●京阪バス又は奈良交通バス、京都駅八条口（Ｈ４乗降場）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）

■けいはんなプラザ
【最寄駅から】
●近鉄京都線「京都駅」から急行で30分、「新祝園駅」下車。奈良交通バス
「36」「56」号系統乗車、「ATR」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」
「59」号系統乗車、「けいはんなプラザ」で降りてください。
【京都駅から】
●京阪バス又は奈良交通バス、京都駅八条口（Ｈ４乗降場）から「けいはんな
学研都市」行き乗車、「けいはんなプラザ」で降りてください。（直通バス）

■国際高等研究所
【最寄駅から】
●近鉄京都線「京都駅」から急行で30分、「新祝園駅」下車。奈良交通バス
「36」「56」号系統乗車、「けいはんな記念公園」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、「けいはんな記念公園」で降りてください。

【京都駅から】
●京阪バス又は奈良交通バス、京都駅八条口（Ｈ４乗降場）から「けいはんな
学研都市」行き乗車、「木津川台九丁目」で降りてください。（直通バス）
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国際学院

オムロン
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国際高等研究所（IIAS）

国立国会図書館関西館

けいはんな
記念公園

けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）

けいはんなプラザ

精華大通り

安寧で持続的な未来を創る地域と産業
～「超快適」スマート社会の創出～

ねいあん

（けいはんなオープン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）

【お車をご利用のお客様】
●京奈和自動車道「精華学研IC」より精華大通りを西へ
※新名神高速道路（八幡京田辺JCT・IC～城陽JCT・IC）は平成29年4月30日（日）に開通しました。


