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2021 年 6 月９日 

京都リサーチパーク株式会社   
KRP 地区を挙げた一大イベント集中期間、 
「KRP フェス 2021」 を 7 月に実施します。 

 

■10 年目を迎える KRP 地区最大の企画 

KRP 地区では、2011 年から 2019 年まで、行政や関係者の方々のご協力を頂き「KRP WEEK」を毎年開催し、多く

の方のご来場をいただきました。「KRP フェス 2021」はこの流れを汲む、KRP 地区最大のイベント集中期間です。 

KRP 地区との関わりが深い産学公の各機関が主催する約 30 件のイベントを、「KRP フェス 2021」特設サイトにて一斉

にご紹介いたします。イベントの多くは無料で、特設サイトから簡単なお申込みにより、気軽に参加いただけます。 

「KRP フェス 2021」で開催されるビジネス、テクノロジー、サイエンス、アート、カルチャーなどの多様なイベントを通して、

KRP 地区でおこなわれているイノベーティブな活動の一端を体感してください。 

 

■KRP フェス 2021 メインビジュアル  

 四神をモチーフに制作しました。KRP フェス 2021 は“朱雀”。 

 

 

京都リサーチパーク株式会社（以下、KRP:代表取締役社⾧ 小川信也）は、7 月２日から約 1 か月

間、「KRP フェス 2021」を開催します。KRP 地区は 18 棟の施設に、約 500 組織・6400 人が集まる、イ

ノベーションが生まれる「まち」です。「KRP フェス 2021」ではこの KRP 地区にゆかりがある企業・組織の取り組

みやサービス・技術に関連するシンポジウム、セミナーやハッカソンのほか、小中校生を対象とした実験・体験型

ワークショップなど約 30 件のイベントを集中開催します。（※別紙参照） 

ビジネス、テクノロジー、サイエンス、アート、カルチャーなどの多様なジャンル、多様な年代や立場の方々が

集まり、交わる、地区最大の企画です。KRP 地区での現地開催とオンライン配信を活用し、全国へ発信しま

す。各イベントのお申込みは、特設サイトにて順次開始いたします。皆さまのご参加をお待ちしております。 

【KRP フェス 2021 特設サイト URL: https://www.krp.co.jp/krpfes/2021/】 
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■魅力的な交流の舞台として 

昨年度はイベントのオンライン化が進み、KRP フェス 2020 では今まで以上に全国各地からのご参加が増え、オンライン

開催イベントにおいては延べ 1 万回以上の参加を頂きました。本年も、KRP 地区での現地開催とオンライン配信をご用意

し、全国の方々にご参加頂ける環境をご用意しております。 

「KRP フェス 2021」に続き、テーマ別の企画として、「KRP 活きフェス!」（9 月予定）「KRP ウェルネスフェス」（11 月

予定）「KRP モノづくりフェス」（2022 年 2 月予定）も準備中です。 「ここで、創発。～Paving for New Tomorrow

～」をブランドスローガンとして、KRP は新ビジネス・新産業創出に繋がる様々な活動を実施してまいります。 

 

■KRP フェス 2021 

 
開催概要 ■KRP フェス 2021 

開催期間:2021 年 7 月 2 日（金）から約 1 か月 

開催場所:オンライン他（イベントにより開催方法が異なります） 

主催 京都リサーチパーク株式会社 

後援 近畿経済産業局、京都府、京都市、京都商工会議所、 

公益社団法人 京都工業会、一般社団法人 京都経済同友会、 

一般社団法人 京都知恵産業創造の森、公益社団法人 大学コンソーシアム京都 

問合せ先 KRP フェス事務局  渡辺・田中 

 (TEL : 075-315-8485 ／E-mail : krpfes@krp.co.jp) 

特設サイト https://www.krp.co.jp/krpfes/2021/ 

備考 特設サイトにて情報を順次公開中。 

以下の KRP 公式 SNS アカウントでも更新情報を発信。 

■Twitter https://twitter.com/krp_innovation 

■Facebook https://www.facebook.com/krp.corp/ 

 

■京都リサーチパークについて 

全国初の民間運営によるサイエンスパークとして 1989 年に開設。京都府・京都市の産業支援機関などを含めて 500

組織・6,400 人が集積。オフィス・ラボ賃貸、貸会議室に加え、起業家育成、オープンイノベーション支援、セミナー・交流

イベント開催など、新ビジネス・新産業創出に繋がる様々な活動を実施。「ここで、創発。～Paving for New 

Tomorrow～」をブランドスローガンとして、イノベーションを起こそうとする世界中の方々に、魅力的な交流の舞台、事業

環境を提供することを通じて、世界を変える新たな事業が生まれることに貢献します。 

 

 

 

 

【本リリースに関するお問い合わせ】 
京都リサーチパーク株式会社 KRP フェス事務局 担当:渡辺、田中 

TEL:075-315-8485 FAX:075-322-5348 Email:krpfes@krp.co.jp  
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※別紙:KRP フェス 2021 主要イベント 

HVC KYOTO 2021  

日時 7 月 2 日（金）9:30～18:30 

場所 オンライン配信 

対象者 ヘルスケア分野のイノベーション・起業・産学公連携に関心のある方（起業家、研究者、製薬企業、医

療機器メーカー、ベンチャーキャピタル、金融機関、行政、学生など） 

概要 

 

今年 6 回目を迎える日本最大級のヘルスケア分野に特化した英語ピッチイベントです。当該分野で世界

をリードするエコシステムからプロフェッショナルを講師としてお招きするほか、国内外のヘルスケアベンチャー

22社がピッチに登壇します。ヘルスケア分野での起業や産学公連携に関心のある方は、奮ってご参加くだ

さい。（参加無料、事前申込要:https://hvckyoto2021.peatix.com） 

主催 JETRO(日本貿易振興機構)、京都府、京都市、京都リサーチパーク㈱ 

共催 関西イノベーションイニシアティブ、京都大学産官学連携本部、京都大学イノベーションキャピタル㈱ 

お問合せ先 HVC KYOTO 事務局 E-Mail: hvckyoto@krp.co.jp 

 

京都アプリ・ハッカソン 

日時 Day1:7 月 10 日(土)(仮)、Day2-19:7 月 11 日(日)～29 日(木)(仮)、 

Day20:7 月 30 日(金)(仮)  

場所 京都リサーチパーク 他 

対象者 中学生 ～ 社会人 ※PC 操作ができれば OK! 

概要 だれでもアプリケーションを作れる、そんな時代がすでに来ています。 

「自分でアプリを作りたい」そんな方に最適です。 

アプリケーションハッカソンでは、京都府内で使ってみたいアプリケーションを考え、コードを書かずにアプリが

作れるツールと、京都府に関するデータを使って、実際に作ってみようというイベントです。NoCode というプ

ログラミング不要のツールを使いますので、PC 操作ができればどなたでもトライ可能です! 

主催 株式会社ラック 

お問合せ先 株式会社ラック TEL:070-3821-7328 E-Mail:ryo.takahashi@lac.co.jp 

 

留学キャラバン隊 2021 in 京都 

日時 7 月 22 日（木） 

場所 京都リサーチパーク 他 

対象者 中学生・高校生・高校既卒生（保護者，教員の方々のご見学も歓迎します） 

概要 【進路ってどうやって決めるの?海外大学ってどんなところ?】 

迫る進路選択に大学選び...。私の「やりたい」「なりたい」はどこにあるんだろう?海外大学の授業や生活

の様子、海外大学生の進路開拓ストーリーを聞くのみならず、海外大学生メンターと一緒に「自分らしい

進路開拓」について考えるワークショップにも参加できます。個別相談会で自分の悩みもぶつけてみよう!

ご参加お待ちしております。 

運営 特定非営利活動法人グローバルな学びのコミュニティ・留学フェローシップ 

お問合せ先 留学キャラバン隊 2021 担当者 E-mail : caravan-2021@ryu-fellow.org 
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島津ぶんせき体験スクール 「レントゲンでみるカラダの不思議」 

日時 7 月 26 日（月）15:00-17:00 （1.5 時間から 2.0 時間を予定） 

場所 オンライン配信 

対象者 中学生 （定員 20 名） 

概要 X 線に関する基礎知識の紹介と X 線画像診断装置を使って実際に模擬人体を撮影して 

体がどうなっているかを解説いたします。 

＊ZOOM を使用し、配信する予定です。事前にアプリの入手等、お願いいたします。 

＊事後報告を SNS 等で配信予定ですので、了解いただける方のみ申し込みください。 

主催 島津製作所 

お問合せ先 KRP フェス事務局 TEL:075-315-8485 E-mail:krpfes@krp.co.jp 

 

【参加無料・オンライン】まだ見ぬ水中の世界へようこそ!水中ドローンの世界! 

日時 7 月 29 日（木） 13:00-14:30 

場所 オンライン配信 

対象者 水中ドローンや ROV に関心ある方、水中作業をされている方、水中に従事する技術者・研究者の方等 

概要 いま注目を集めている水中ドローン。産業用水中ドローン（ROV）の MOGOOL シリーズを展開してい

る JOHNAN 株式会社が、水中ドローンや ROV の最新動向をご紹介いたします。産業用水中ドローン

（ROV）は何ができるのか、どのような利用ができるのか、どのような発展の可能性があるのか等、理解を

深めることができる機会をご提供いたしますので、ぜひお気軽にご参加ください。 

主催 JOHNAN 株式会社 

お問合せ先 JOHNAN 株式会社 事業推進カンパニー JOHNAN イノベーションラボ  

担当:田尻、上野 TEL:075 -632-8066 E-Mail: info.jil@johnan.com   

 

以上 

 

オープンソースカンファレンス 2021 Online/Kyoto 

日時 7 月 30 日（金）～31 日（土） 10:00-18:00（両日） 

場所 オンライン配信 

対象者 オープンソース、コンピューター、プログラミングなど、IT 全般に興味がある方。 

学生が楽しめるプログラムも多数。 

概要 オープンソースカンファレンスは、毎年多くの企業・団体・コミュニティが集まる IT の総合イベントです。 

昨年に続き、今年もオンラインで開催。今回も様々なテーマのセミナーやデモ展示を見ていただけるように

企画しています。タイムテーブルや展示の詳細はウェブサイトをご確認ください。Zoom での配信の他、

YouTube Live での連携配信もしますので、ぜひお気軽にご参加ください。 

2 日目の終了後にはオンライン懇親会も予定しています。 

主催 オープンソースカンファレンス実行委員会 

お問合せ先 オープンソースカンファレンス事務局 

https://event.ospn.jp/osc2021-online-kyoto/contact 


