
詳しい情報およびお申込みはこちらから https://smartcity.kyoto/expo2022/

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～

2022. [Thu] [Fri]10/6 .7 
会場 けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）

K Y O T O
SMART CITY 2022EXPO

京都スマートシティエキスポ

3 年3 年ぶりぶりにけいはんけいはんなで開催。開催。

京都府精華・西木津地区

協賛・出展のご案内

京都スマートシティエキスポ運営協議会
主　催 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、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） 京都知恵産業創造の森、
（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

環境・脱炭素 自治体DX

メタバーススマートライフ
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世界トップクラスの研究開発型オープンイノベーション拠点「けいはんな学研都市」において、スマートシティ
の新たなイノベーションを創出する国際イベントとして2014年から毎年開催し、今回で9回目となります。
スマートシティに関する最新技術・サービスの紹介、セミナー・シンポジウム等を通じて、スマートシティの推進とビ

ジネス交流を行います。

先進的な自治体の取組事例やデジタル田園都市国家構想などの全国的なトレンドが集約され、BtoB、BtoGなど、
全国の自治体と民間企業との交流の場が実現

国内外のスタートアップ企業によるピッチ会、アイデアソン、ハッカソンなどにより、グローバルなオープンイノベー
ションによる事業創出

参加者情報
来場目的

11,873人
出展者数 企業・団体

企業

2019イベント時

来場者数

契約の成立・または確実 24件

ビジネスマッチング件数

今後のセールスにつながる見込 106件

取引先・提携先の招待 

全国自治体交流シンポジウム

11.3％

7.4％

企業展示に興味があった

7.2
   ％

最新技術の
調査・情報収集
44.7％

市場調査
14.7％

講演者・講演内容に
興味があった

8.5％

その他 6.2％

63.0％
企業等

NPO・地域住民等

大学・教育
機関等 6.0％

2.7％

国・自治体・
公的団体等
23.2％

経営・管理

12.9％

その他
23.8％

営業・販売
24.6％

企画・マーケティング
19.6％研究

開発10.5％

SE 2.5％
設計 4.4％

資材・購買
0.6％

製造
1.1％

その他 5.1％
所属先 職種

96
協賛企業数 37

※円グラフは2017年～2019年のデータの平均です。

150を超える研究・教育・文化施設などが集積し、オープンイノベーションの拠点として次世代スマートシティに取り
組む「けいはんな学研都市」において、国内外のスマートシティに関する最新技術・サービスの情報収集
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　世界トップクラスの研究開発型オープンイノベーション拠点「けいはんな学研都市」において、スマートシティ
の新たなイノベーションを創出する国際イベントとして2014年から毎年開催し、今回で9回目となります。
　スマートシティに関する最新技術・サービスの紹介、セミナー・シンポジウム等を通じて、スマートシティの推進とビ
ジネス交流を行います。

先進的な自治体の取組事例やデジタル田園都市国家構想などの全国的なトレンドが集約され、BtoB、BtoGなど、
全国の自治体と民間企業との交流の場が実現

国内外のスタートアップ企業によるピッチ会、アイデアソン、ハッカソンなどにより、グローバルなオープンイノベー
ションによる事業創出

参加者情報
来場目的

11,873人
出展者数 企業・団体

企業

2019イベント時

来場者数

契約の成立・または確実 24件

ビジネスマッチング件数

今後のセールスにつながる見込 106件

取引先・提携先の招待 

全国自治体交流シンポジウム

11.3％

7.4％

企業展示に興味があった

7.2
   ％

最新技術の
調査・情報収集
44.7％

市場調査
14.7％

講演者・講演内容に
興味があった

8.5％

その他  6.2％

63.0％
企業等

NPO・地域住民等

大学・教育
機関等 6.0％

2.7％

国・自治体・
公的団体等
23.2％

経営・管理

12.9％

その他
23.8％

営業・販売
24.6％

企画・マーケティング
19.6％研究

開発10.5％

SE 2.5％
設計 4.4％

資材・購買
0.6％

製造
1.1％

 

その他 5.1％
所属先 職種

96
協賛企業数 37

開催概要

会期 2022年10月6日（木） 2022年10月7日（金）

10：00～17：00（予定） 10：00～17：00（予定）

けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK） ［京都府精華・西木津地区］

開催時間

会場

プログラム

京都スマートシティエキスポ2022 無料

イベント概要

・国内外の企業・団体によるスマートシティに関する最新技術・サービスの展示会

・スマートシティに関する国内外の企業トップや専門家によるセミナー

・スマートシティに関する国内外の専門家によるシンポジウム

・先進海外事例の紹介や海外トップからのメッセージ

・全国の自治体の取組事例を紹介する全国自治体交流シンポジウム

・スタートアップによるピッチ会やアイデアソン

・体験型 特別企画展示コーナー『Kyoto Smart City』 等

○ATR オープンハウス ○けいはんなビジネスメッセ2022 

併設事業・関連イベント

入場

○日本・スペイン・シンポジウム 等

K Y O T O
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※円グラフは2017年～2019年のデータの平均です。

150を超える研究・教育・文化施設などが集積し、オープンイノベーションの拠点として次世代スマートシティに取り
組む「けいはんな学研都市」において、国内外のスマートシティに関する最新技術・サービスの情報収集
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協賛プランをお選びいただけます。（いずれも税込）

協賛プランのご案内

グローバルプレミアサポーター

〈ご協賛料金〉3,000,000円以上
プラン内容

広報物への社名、ロゴ（特別サイズ）掲載

展示スペースの提供（通常スペース：3小間以上）

レセプションへの招待

記念講演枠等の優先提供

■

■

■

■

■

■

■

サポータールームの利用
（グローバルプレミア・プラチナサポーター共通控え室）

ビジネスセミナー枠の優先提供

京都府域等に設置するデジタルサイネージでの広告出稿
（掲載期間は8月～10月の3ヵ月）

プラチナサポーター ゴールドサポーター

〈ご協賛料金〉

3,000,000円

プラン内容

広報物への社名、ロゴ
（特大サイズ）掲載

展示スペースの提供
（通常スペース：3小間）

レセプションへの招待

記念講演枠等の提供

サポータールームの利用
（グローバルプレミア・
 プラチナサポーター共通控え室）

ビジネスセミナー枠の提供

京都府域等に設置する
デジタルサイネージでの広告出稿
（掲載期間は8月～10月の3ヵ月）

■

■

■

■

■

■

■

〈ご協賛料金〉

1,000,000円

プラン内容

広報物への社名、ロゴ
（大サイズ）掲載

展示スペースの提供
（通常スペース：2小間）

レセプションへの招待

講演枠の提供

サポータールームの利用

ビジネスセミナー枠の提供

京都府域等に設置する
デジタルサイネージでの広告出稿
（掲載期間は8月～10月の3ヵ月）

■

■

■

■

■

■

■

シルバーサポーター

〈ご協賛料金〉

500,000円
プラン内容

広報物への社名、ロゴ
（中サイズ）掲載

展示スペースの提供
（通常スペース：1小間）

レセプションへの招待

京都府域等に設置する
デジタルサイネージでの広告出稿
（掲載期間は8月～10月の3ヵ月）

■

■

■

■

共創パートナー

京都スマートシティエキスポに併せて、けいはんな学研都市やKICKをフィールドにした
実証実験をしていただける共創パートナー企業を募集！

協賛のお申込はP06へ

共創パートナーへのお問合せ先はこちら

京都府文化学術研究都市推進課
Tel: 075-414-5195 Mail: bunkaga@pref.kyoto.lg.jp
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出展プランのご案内

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趣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。

出展者の資格

1小間につき、100,000円（税抜）
※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。）

出展スペース

・［通常スペース］間口3m× 奥行3m× 高さ2.7m　

並列小間 ブロック小間
1小間

・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。
小間企画

100小間（協賛プランの小間数を含む）募集小間数

小間配置

基礎小間
基本設備

1小間パッケージブースレイアウト
・パラペット 3m
・社名板 1ヵ所
・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）

2小間 3小間 4小間
4小間 6小間

小間の割当は、申込順、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。

展示装飾 ・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を越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。

K Y O T O
SMART CITY 2022EXPO

京都スマートシティエキスポ

・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。



06 07

IoT・ICT技術を中心とした、これからの未来の街づくりや暮らしに関する最新技術や研究が体験できる特別企画展示
コーナーへの出展者を募集しております。

特別企画展示のご案内 協賛・出展お申込の流れ

出展に関する主な日程

さまざまな業界の最新技術や製品・研究内容を、未来のスマートシティをイメージした特設展示スペース

・交通
・5G/インフラ

・防災/防犯
・医療/介護

・オフィス/教育
・住まい

・モビリティ
・メタバース

特別企画展示の出展ゾーン

※写真はイメージです

［出展料］300,000円（税抜）

協賛・出展申込
締切

7/12（火） 9/16（金）
出展者説明会

8月上旬
出展料払込期日

10/5（水）
搬入・装飾施工

10/7（金）
撤去・搬出

10/6 7（木） （金）

開催日

■ 日時および場所（オンライン配信有）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
「出展マニュアル」（当日配布）により、出展に関する詳細説明をします。

K Y O T O
SMART CITY 2022EXPO
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・食/農業
・環境/エネルギー など

未来の暮らしを切り取った、街を模した特別展示。

生活の中に溶け込むIoT・ICT技術を軸に、さまざまな業界の最新技術や製品・研究内容の展示

異業種交流や出展者、来場者間などの様々な交流が生まれる場になる仕掛けづくり

募集について

※グローバルプレミア、プラチナ、ゴールドサポーターに協賛頂いた企業・研究機関さまで、
　特別企画展示に出展のご要望がある場合は別途ご相談ください。
※体験型や実証実験の場として活用可能です。 
※展示内容は、申込順、出展内容などを考慮、参加企業さまと相談のうえ決定いたします。

協賛・出展お申込 お問い合わせ先　

専用WEBサイトからのお申込となります。

協賛・出展お申込 URL ▶   https://miceform.jp/ksc-expo2022/

＜お申込の流れ＞

専用WEBサイトから協賛・出展のお申込
登録をしてください。

協賛・出展申込の確認メールが届きます。

　

京都スマートシティエキスポ2022 運営事務局（サクラインターナショナル(株)内） 
Tel：050-5804-1338（平日10～12時、13時～17時受付） Mail：  ksce2022@sakurain.co.jp

※出展について御不明なことは事務局までお気軽
にお尋ねください。   

※協賛金・出展料は主催者より請求書が発行され
ます。

※お申込完了後、確認メールが届かない場合は
エラーの可能性がありますので、運営事務局
までご連絡ください。
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協賛・出展お申込の流れ

出展に関する主な日程

協賛・出展申込
締切

7/12（火） 9/16（金）
出展者説明会

8月上旬
出展料払込期日

10/5（水）
搬入・装飾施工

10/7（金）
撤去・搬出

10/6 7（木） （金）

開催日

■ 日時および場所（オンライン配信有）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
「出展マニュアル」（当日配布）により、出展に関する詳細説明をします。

K Y O T O
SMART CITY 2022EXPO
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協賛・出展お申込 お問い合わせ先　

専用WEBサイトからのお申込となります。

協賛・出展お申込 URL ▶ https://miceform.jp/ksc-expo2022/

＜お申込の流れ＞

専用WEBサイトから協賛・出展のお申込
登録をしてください。

協賛・出展申込の確認メールが届きます。

京都スマートシティエキスポ2022 運営事務局（サクラインターナショナル(株)内） 
Tel：050-5804-1338（平日10～12時、13時～17時受付） Mail：  ksce2022@sakurain.co.jp

※出展について御不明なことは事務局までお気軽
にお尋ねください。   

※協賛金・出展料は主催者より請求書が発行され
ます。

※お申込完了後、確認メールが届かない場合は
エラーの可能性がありますので、運営事務局
までご連絡ください。



3 年ぶりにけいはんなで開催。

京都スマートシティエキスポ2022運営事務局（サクラインターナショナル内）
事 務 局

E-Mail : ksce2022@sakurain.co.jp
TEL 050-5804-1338  受付時間：平日10:00～12:00、13:00～17:00

近鉄京都線「新祝園駅」から奈良交通バス「36」「56」号系統乗車、
「公園東通り」で降りてください（所要時間7分）。
近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘駅」から奈良交通バス「56」
号系統乗車、「公園東通り」で降りてください（所要時間19分）。

今期中は、近鉄京都線「新祝園駅」・JR学研都市線「祝園駅」と近鉄
けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘駅」から運行しますので、ご利用
ください。

【最寄駅から】

【無料シャトルバスのご案内】

ご来場は公共交通機関をご利用ください。Access

出展に関する諸注意

不可抗力等による開催中止等
■ 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。

禁止・制限事項
■ 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。
■ 小間周辺の通路に置いて、来場者を大量に滞留させるような行為はできません。
■ 自社小間外に置いて、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。
■ 小間内に置いて、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、スピーカー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。

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、準備期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置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。




