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イノベーションが起きるとき研究であれビジネスであれ

当初の意図やねらいを超越した‘何か’が生じている。

そのような、‘創発の瞬間’をK R P地区の入居企業様・

機関様や国内外のイノベーションプレーヤーが集う

‘K R Pコミュニティ’で体感してください。

私たちは、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を提供することを通じて

‘創発の瞬間’が生まれることに貢献します。

さぁ、一緒に世界を変える新たな事業を創りましょう。
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1980年代、大阪ガス株式会社の京都工場跡地利用プロジェクトとし
て、京都産業界や京都府、京都市、大学とも協議し、米国のサイエン

スパーク「UCSC」をモデルにリサーチパーク構想を検討しました。そ
して1989年、全国初の民間運営による都市型サイエンスパークとし
て「京都リサーチパーク」を開設。研究開発型企業や京都府・京都市
の産業支援機関が軒を連ねる、産学公連携による新産業創出拠点を

実現しました。その後、東地区、西地区と順に開発を行い、今では18
棟の建物が立ち並ぶ一大ビジネス拠点となっています。
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私たちは、京都からの新ビジネス・新産業の創出に貢献するため、KRP地区の開発・運営に取り組み、
イノベーションを志す方々に魅力的な交流の舞台を提供しています。
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京都リサーチパークについて
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KRPでは年間を通じて多数のイベントが開催されています。
KRP主催のみならず、外部機関が主催するイベントも開催され、コンテンツは
多岐にわたります。興味のあるイベントがありましたら、ぜひご参加ください。

■ 2021年度の主な開催イベント
近日開催
イベントは
こちらで
チェック

世界中の研究者、起業家、新事業開発者や学生など

イノベーティブな人々が集まる機会と交流の場を創ります。

そして、国内外の産学公連携を促し、

有機的なつながりとなる「KRPコミュニティ」を育みます。

このような魅力的な交流の舞台を提供することを通じ、 

‘創発の瞬間’が生まれることに貢献します。

社会を変えるアイデアの実現に挑戦するプレーヤーたちが増え、

世界に羽ばたけるよう支援を行うことで、

京都からの新産業・新ビジネスの創出を目指す活動です。

現在は、関西産業の要となる「ウェルネス・ヘルスケア」「ものづくり」分野に着目し、

イノベーション・エコシステムの形成に向けた活動に注力しています。

2021年度
イベント参加者属性

7,954名

参加者数

135件

イベント数

457名
登壇者数

■ 2021年度実績

会社員（新規事業部門 / 研究開発部門）

会社員（それ以外）

スタートアップ

学生

行政・大学等

その他

14.0%

33.7%

3.2%

10.3%

7.1%

31.5%

spring
time
events
March
April
May

ふれデミックカフェ with立命館大学（定期開催中）

100年続くベンチャーが生まれ育つ都研究会

ふれデミックカフェ with京大オリジナル（定期開催中）

COM-PJ説明会

miyako起業部@KRP 2021年度 部員募集説明会

インデペンデンツクラブ 

主催

協力

主催

共催

主催

主催

summer
time
events
June
July
August

autumn
time
events
September
October
November

winter
time
events
December
January
February

HVC KYOTO 2021

京都試作ネット　SHISAKU WORLD SUMMIT

京都精華大学-KRP 包括連携シンポジウム

Researchers’　Co-Learning Community @ KRP

miyako起業部@KRP　VCピッチ

MOVE ON Vol.4
写真家 小平尚典『THE THINKERS STEVE JOBS+』展

アカデミックセミナー「感性計測の社会実装」

Little You 2021

主催

共催

主催

主催

主催

主催

主催

主催

会場提供

Re:VIVE

BEYOND2021（COM-PJデモデイ）

京都から始まる新しい食の生産

ミギウデラボ

inochi Mirai

KRP Supporters day for business （不定期開催）

KRP ナイトVol.8「これからの時代に求められるコミュニティとは？」
大学グローバルベンチャーコンテスト

HVC KYOTO ポストイベント1 ウェルネスシンポジウム

HVC KYOTO ポストイベント2 「イノベーションエコシステム形成に向けて」

共催

共催

協力

共催

会場提供

主催

主催

共催

主催

主催

モノづくりPromotion meet-up デモデイ

HVC KYOTO ポストイベント3 「京阪神でバイオテック・エコシステムを発展させるには」

KRPナイトVol.10 「企業と学生の『共創』、成功の秘訣を探る！」

KRPナイトVol.12 「企業によるSNS活用・ツイッター運用術」

Monozukuri Hardwarecup

KRPナイトVol.13 「コロナ禍で交流の場はどう創る？」

miyako起業部  LAC杯

主催

主催

主催

主催

主催

主催

主催

CHAPTER 02

イノベーション創発活動について
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モノづくりPromotion 
Meet-up
[ モノヅクリ プロモーション ミートアップ ]

ハードウェアの設計・開発段階から量産試作、製品化・社会実

装、サービス構築までの事業化の途上にある、ものづくりスター

トアップを対象とし、後手になりがちな「販路」の支援として技
術・製品のＰＲ動画制作支援やメンタリングを行います。さら

に、大企業等とのパートナリング・マッチング機会を提供し、成

長を促進します。

HVC KYOTO
[ ヘルスケア・ベンチャー・カンファレンス キョウト ]

HVC KYOTOは、ヘルスケア分野でグローバル市場を目
指すスタートアップの成長支援プログラムで、年間を通

じて機会提供に務めています。年1回のピッチイベント
では、案件の募集から当日の進行まで全て英語で行い、

海外スタートアップと同じ舞台でグローバル企業のイノ

ベーション統括やボストンの起業家から直接助言を貰

えます。大学・研究機関発の案件が多く、起業前の研究

者も登壇するので、京都にいながら優れた案件に早い段

階で会えると好評です。

■ HVC KYOTO 2021年度実績

オンラインおよび
KRP現地の参加総数 390名
ピッチ登壇 23件

個別面談 78件

パートナー企業 19社

大阪（伊丹）空港

蛍池 千里中央
阪大病院前

大阪大学吹田キャンパス

JR京都線

大阪モノレール

京都河原町

阪急京都線阪急京都線

阪急宝塚線阪急宝塚線

JR新大阪 JR京都

JR新大阪
大阪梅田駅

JR三ノ宮

JR岸辺

・ JR京都駅から        27分
・ JR新大阪駅から      7分
・ JR大阪駅から        11分
・ JR三ノ宮駅から    32分

岸辺駅まで

JR京都線
岸辺駅から
徒歩7分 JR岸辺駅

N国立循環器病
研究センター
国立循環器病
研究センター

国立健康・
栄養研究所
国立健康・
栄養研究所

ターンキーラボ健都

■ アクセス

6社

登壇
スタートアップ

171億円
資金調達額
（累計）

※上記にはプレイベント・ポストイベントの実績は含んでいません

過去登壇者
（分野）

創薬・バイオ

医療機器

再生医療

デジタルヘルス

その他

39%

22%

21%

14%

4%

ターンキーラボ健都
[ ターンキーラボ ケント ]

ライフサイエンス分野のイノベーション・エコシステム形成の一

助となるべく、機器付レンタルラボ「ターンキーラボ健都」を大
阪・健都でオープンいたしました。P2/BSL2対応の機器付レン
タルラボで、初期投資をおさえ、すぐに研究を開始することが出

来ます。創薬ベンチャーや大学の研究者だけでなく、製薬企

業、食品・化粧品メーカーと幅広いご利用を想定しています。ま

た、交流を目的に作られたサロンも併設しており、交流会、勉強

会等のイベントの開催も予定しています。

2022.04
OPEN!!

イノベーション創発活動についてCHAPTER 02
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miyako起業部@KRP
[ ミヤコ キギョウブ @ケーアールピー ]

本格的に起業を検討している社会人、学生を対象にした「部活動」実
践プログラムです。

将来的に、外部資金獲得、IPOや他企業とのM&Aを目指す事業・ビ
ジネスプランを有する次世代人材に対して、起業に必要なメソッド・

考え方・知見をシェアし、実践的な起業指導を実施。「起業部」の生
みの親である神戸大学熊野正樹教授を顧問にむかえ、KRPのネット
ワークとともに起業までのプロセスを強力に支援します。

月2回、土曜日に活動しています。

イベントスペース
Event Space

KRPでは2つのコミュニケーションスペースをご用意しています。 
「思いつきを話せる場所で、イノベーションは生まれる」というスローガンのもと、
新しいことに挑戦したい方々のアイデア実現を支援しています。 

たまり場GOCONC

4件

資金調達数
（2018～2021年）

5件

部員・卒業生
起業数（3か年計）

13件
部員・ビジコン等
受賞数（3か年累計）

103名
2021年度

説明会参加者数

15名
2021年度

PG参加者数

5件
2021年度

メンバー起業数

COM-Project
[ コン プロジェクト ]

社会課題の解決を目指し起業したい全国の25才以下の方を対象とす
る起業支援プログラムです。

定期的な進捗フォロー、起業家やVCなど豪華メンターからのフィード
バック、講演などを3ヶ月に集約させ、起業家に寄り添いながらも事業
化までのスピード感を大切に運営しています。京都に本社を置き、社

会起業家の発掘から事業拡大支援を行う㈱talikiとKRPが共同で企
画し、将来世代の持続的な支援・コミュニティ形成を行っています。

上ひかりさん

（　　　　　　　　　　   　　）京都工芸繊維大学 大学院生
Cocoro direct代表

奨励部員
miyako起業部＠KRP所属3年目

イノベーション創発活動についてCHAPTER 02
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大学連携
A l ignment

現在複数の大学と連携し、企業と大学をつなぐオープンイノベーションの場の提供や、共
同研究・委託研究の推進を行っています。また、「ふれデミックカフェ＠KRP」をはじめとす
るイベントやワークショップを開講するなど、交流の機会を提供しています。 

[ 締結先 ]

■ 京大オリジナル株式会社
■ 京都精華大学

[ 主な内容 ]

・ 研修/教育カリキュラム
・ 企業間マッチング支援

5社
参画企業数

（2019-2021）

66名のべ

参加学生数 累計
（2019-2021）

834名
2021年度
参加者数

30件
2021年度
開催数

13件
うち個別面談等 6件

個別面談・
連絡先交換

（2020～2021）

49名
登壇講師数

（2020～2021）

毎月
2～4回
実施

MOVE ON
[ ムーブ オン ]

企業の技術や製品・サービスと、学生の柔らかい発想をかけ

合わせ、「未来のビジネスアイデア」を2日間で導く、企業×
学生の共創プログラムです。複数の参画企業が提示した共通

のテーマに対して、学生が課題を設定し、ともに「課題を解決
することのできるビジネスアイデア」を構築します。
こうした多様な考えや価値観が交わる「共創」の場を提供し、
若手人材の成長や企業・社会との接点を求める学生の育成に

つなげています。

[ フレデミックカフェ @ケーアールピー ]

ふれデミックカフェ @KRP

京都大学、立命館大学をはじめとする京都内外の大学・研究

機関の若手研究者を講師としてむかえ、研究内容を発信。

大学との共同研究に関心のある方、事業化を目指す最新研究

事例に触れたい方、動向シェア・意見交換に関心のある研究

者、研究開発型・新事業志向の企業担当者、学生の方々を対

象に、参加型でディスカッションを行うサイエンスカフェです。

イノベーション創発活動についてCHAPTER 02
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KRPは、2つの国際組織に所属し、

海外5ヵ国9拠点と連携協定を締結するなど、

世界各国とのネットワーク形成に励んでいます。

それによる国際交流や海外進出支援、

施設の相互利用により、

KRPのご入居者さまのビジネスを支援しています。

また、各国の視察団の受け入れを実施するなど、

積極的にネットワークを構築し、

世界中の方々をつなぎます。

イノベーション創発活動を支える
サイエンスパークとのネットワーク

Britain

Milano

State of Israel
Shanghai

Hong Kong Taiwan

Kanagawa Philadelphia

Boston

※2022年4月時点

■ 所属する国際組織 （ 2022年4月時点 ）

International Association of 
Science Parks and Areas of Innovation
[ 略称：IASP ]

IASPは、全世界のサイエンスパークを束ねる
国際組織です。スペイン マラガ市に事務局があり、欧
州を中心として世界中で約80ヵ国、約350機関等が
メンバーとなっています。（設立1984年）

Asian Science Park Association
[ 略称：ASPA ]

ASPAは、アジアのサイエンスパークを
束ねる国際組織です。韓国 テグ市に事務局があり、
アジア地域の約20ヵ国、約160機関等が
メンバーとなっています。（設立1997年）

■ 施設の相互利用について

KRPのご入居者様は、台湾の中部科学工業園区お
よび新竹科学工業園区内、アメリカ（ボストン）のケ
ンブリッジ・イノベーション・センターの施設の一部
を、それぞれ最長1週間無料で利用可能です。海外出
張時の事業探索や顧客開拓など、さまざまなビジネ
スシーンでご活用いただくことができます。

■ 締結先との取り組みについて

2022年4月には東西のリサーチパークのスタート
アップ・エコシステム連携を強めるべく、かながわサ
イエンスパークと「東西サイエンスパークDAY」を開
催しました。それぞれが推薦するスタートアップ企業
6社によるピッチと、サイエンスパーク代表企業2社
による代表企業講演が行われました。

Shanhai Development Park 
Association （SHDPA）

活動連携

Cambridge Innovation 
Center （CIC）

Benjamin Cheung Photography/CIC.

施設相互利用

Hsinchu Science Park 
（HSP）

施設相互利用・活動連携

Central Taiwan 
Science Park （CTSP）

施設相互利用・活動連携

かながわサイエンスパーク 
（KSP）

活動連携

湘南ヘルスイノベーションパーク
（湘南iPark）

活動連携

Milano innovation District 
（MIND）

活動連携

Hong Kong Science &
Technology Parks （HKSTP）

施設相互利用・活動連携

University City Science 
Center （UCSC）

活動連携

The Oxford Science Park

活動連携

Gav-Yam Negev Advanced
Technologies Park

ビジネスマッチング

イノベーション創発活動についてCHAPTER 02
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イノベーションが生まれる「まち」、KRPを支えているのは、オフィスやレンタルラボ、

会議室、ホールといった多彩なスペースの存在です。

これらのスペースをKRPに集うご入居者様や来訪者様の活動の基盤としてご利用いただき、

安心・安全・快適に加え、‘創発の瞬間’の場となる事業環境づくりに努めています。

私たちは単純な「働く場」の枠を超えた「魅力的な交流の舞台」を提供し、

新事業・研究開発など、イノベーション創発に向け挑戦する皆さまを、支援いたします。

オフィス  OFFICE

企業の挑戦を支える多種多様なオフィススペースをご提供

しています。物件のラインナップはとても豊富で、小規模か

ら、3,000㎡超の大規模オフィスに加え、サービスオフィス
「KRP BIZ NEXT」など400室以上をご用意しています。多様
なサイズ展開により、事業規模や従業員数に応じたオフィス

を選ぶことができ、入居後にも事業成長に合わせた増床や

拡張移転などを行っていただけることも大きな強みです。お

客様が起業する際や京都での拠点開設、大規模なオフィス

の移転等、それぞれのニーズに合ったオフィス選びを専門ス

タッフが支援いたします。

京都のビジネス拠点として
さまざまなオフィスニーズに対応

2号館入居：（株）塩梅様

~66㎡
（~20坪）

9号館入居：（株）マリ様

66-100㎡
（20-30坪）

レンタルラボ  RENTAL L ABO

民間運営による京都最大級のレンタルラボをご提供しています。 
約35～1,000㎡超まで、さまざまな規模でご用意しているKRPのレン
タルラボは、バイオ系、ケミカル系、電気系に対応し、ハイレベル

（P2/BSL2）な実験・研究が可能です。
また、設計自由度が高く、ご入居者様の研究内容や、導入予定機器等

のニーズに合わせたラボの開設が可能です。建築・設備に精通した専

門スタッフがご入居者様の理想のラボ作りをバックアップいたします。

京都市内の好立地で、このような実験・研究が可能なスペースは、

KRPならではの強みです。 

ハイレベルな実験も可能な
ウェットラボを有する都市型サイエンスパーク

100-1,000㎡
（30-300坪）

9号館入居：H&H産業（株） / 中日産業創新センター様

1,000㎡~
（300坪~）

KRPガスビル入居：ユーロフィン分析科学研究所（株）様

KISTIC入居：東和薬品（株）様 KISTIC入居：（株）メガカリオン様

3号館入居：アルケマ（株）様

KRPガスビル入居：ユーロフィン分析科学研究所（株）様

KISTIC入居：（公財）京都大学iPS細胞研究財団様

最短1ヶ月から、個人でも利用可能
なサービスオフィスです。ワーク
スペースや商談場所として利用で
きるビジネスラウンジ、1名から5
名の個室があり、法人登記も可能
です。コンシェルジュによる来客
対応や郵便受取り等、便利なサー
ビス付きで会員様のビジネスを
支援いたします。 

KRP BIZ NEXT

ご紹介している
お部屋は一例であり、
空室状況とは
異なります。
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環境  ENVIRONMENT

イノベーションにつながるひらめきや思いつきが生まれる、

過ごしやすい環境づくりを目指しています。

各棟の随所に設けている、開放的なロビーや緑豊かな共

用空間は、来客対応時の商談スペースとして、あるいは心

やすらぐリフレッシュスペースとしてご利用いただけます。

また、地区内の2箇所に管理センターを設置し、24時間
365日有人管理で地区の安全を守るとともに、特別高電
圧受電やガスコージェネレーションシステムの導入などに

よる安定したエネルギー供給環境の実現により、ビジネス

を支援しています。

仕事の合間にリフレッシュできる
豊かな共用空間

スマホで簡単に予約可能な、誰でも使えるレ
ンタルスペースを11室ご用意しています。最
短1時間から、30分単位で利用ができます。
お部屋は、1人で集中できる「パーソナルブー
ス」と、複数人のWEB会議に最適な「ミー
ティングルーム」をご用意しています。

GOCONC-biz

コンベンション施設  
CONVENTION FACILITY

12～350名様まで、さまざまな規模の会議室とホールを
全19室ご用意しています。
国際・国内学会、セミナー、研修会、各種試験、展示会

など幅広い用途でご利用いただけます。

また、2022年夏より高速かつ安定したネットワーク環
境に刷新され、これまで以上にWEB会議やライブ配信
をスムーズかつ快適にご利用いただけます。

リアルな会議からオンライン配信まで、経験豊富なス

タッフが、会場レイアウトから各種機器やご飲食の手

配まで、お客様の多様なご要望にお応えいたします。

ニーズに合わせて選べる
バリエーション豊かなコンベンション施設
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■ 業種分類別就業者数割合 （2021年12月末時点）

就業者数

6,000人

医療 ／ 健康 ／ 化学 ／ バイオ
電機 ／ 電子 ／ 半導体
ICT
機械 ／ 装置 ／ 器具
公的機関

大学 ／ 研究機関
企画 ／ 営業 ／ サービス
コンサルティング
デザイン ／ 印刷
その他

13.8%

12.1%

10.8%

5.7%

5.1%

3.3%

7.2%

2.1%

0.7%

39.4%

■ 業種別組織数割合 （2021年12月末時点）

ICT
医療 ／ 健康 ／ 化学 ／ バイオ
機械 ／ 装置 ／ 器具
電機 ／ 電子 ／ 半導体
大学 ／ 研究機関
企画 ／ 営業 ／ サービス
コンサルティング
デザイン ／ 印刷
その他

23.7%

9.5%

9.1%

4.6%

1.2%

13.1%

14.5%

1.6%

22.7%

入居組織数

500組織

KRPにはベンチャー企業約80社や研究者・技術者約1,700人がいます。
その方々を含め、合計500の企業・団体、6,000人のプレーヤーたちが集い、
新事業・研究開発に向けた挑戦が数多く行われています。

Web制作
IG（株）
（株）カセットミュージアム
京都エンタテインメントワークス（株）
（株）ジャストイット

（株）スカイコンテンツ
スタジオベゼル
（株）ニューシップコーポレーション
（株）メディアプラン

インターネットサービス

カゴヤ・ジャパン（株）
紅茶専門店 verygoodtea.com
BRシーポイントネクスト（株）
BRドメイン（株）
BRレジストリ（株）

（株）プロット
（株）マイクロアド
マインド（株）
メンタリー（株）

デザイン / 印刷

（株）アートアクション
あさひ高速印刷（株）

（株）キャンバス
マーケティング デザインセンター ＬＴＤ

展示企画 / ディスプレイ
（株）アコースト・コーポレーション （株）ディ・ワークス

コンサルティング

（株）アイピーテクノ
Africa Japan Group
（株）アンカーアンドビジョン

e-SYNC（株）
（株）イコール／税理士法人パートナーズ
（一社）えがお・ワークラボ
（株）Essent Lab KYOTO
（同）LSAF技術士事務所
オフィスNU
河野特許事務所 京都サテライト
（一社）コミュニケーションクオーシェント協会
杉浦システムコンサルティング・インク

セーフティプラス（株）
髙橋佳子社会保険労務士事務所
（同）長目
辻丸国際特許事務所
（株）テクノリンクス・インターナショナル
（株）パワフルサポート
未来へつなぐ経営相談所
（株）Maison de M(メゾンドエム)
（株）ラーニングエージェンシー
（株）リベロ
ロングブラックパートナーズ（株）

企画 / 営業 / サービス
（株）アースサイド
（株）アルプス技研　京都営業所
（株）塩梅
（有）エイチアイトラベル
キュアリンクケア
（株）クラスティ
（株）クルーズ
酒の駅（同）
（株）スプレッド
（有）セクレタリアット

第一合成（株）
（株）ディール
（株）テクノプロ テクノプロ・R＆D社
（株）トレード
日新クリエート（株）
日新ドレスト（株）
日本たばこ産業（株）　京都支社
（株）NOSWEAT
プロステック（株）
（株）マナーコンシェル

建築 / 設計 / 土木
エム・アイ・エンジニアリング（株）
大林組
（株）ジェー・プレックス
白石設計事務所
新日本空調（株）

（株）高木美建
（株）葉月建築事務所
（株）美建
（株）ＭＯＫＵＭＯＫＵ工房
リフォシー（株）

団体事務局

（一社）日本レオロジー学会

通信インフラ

（有）エスエンジニアリング
（株）スマートテクノロジーズ
（株）フューチャースピリッツ

貿易 / 物流
H&H産業（株）/中日産業創新センター

店舗 / 生活支援施設
あさみ歯科クリニック
（株）ウタシカン
大阪ガス（株）DILIPA京都
かごのや
コ・ス・パ
GOCONC

（株）ゴリップ
スターバックスコーヒー
セブン-イレブン
（株）ダイレクト・ショップ
ロイヤルコントラクトサービス（株）

大学 / 研究機関
（公財）京都大学iPS細胞研究財団
（株）ＫＲＩ

不動産 / ビル設備
大阪ガス都市開発（株）
（株）大阪ガスファシリティーズ
関西明装（株）

東光商事（株）
（株）TROWEL
（株）山いちば

ガス / 電力
大阪ガス（株）
大阪ガス・カスタマーリレーションズ（株）
大阪ガスネットワーク（株） 京滋事業部

大阪ガスマーケティング（株）
Daigasエナジー（株）

その他

アンドエー（株）
エコスト（株）
FP-Sciece（株）
（有）改
（株）かんぽ生命保険
共進産業（株） 共進・ラボラトリー
行政書士 ヒロ中村法務事務所
（特非）京都コモンズ
サーティフィケーション・ヨーロッパ・ジャパン（株）
紫葵法律事務所
第一生命保険（株）　

（株）タニメン
（株）ドリームサポート総合保険事務所
（株）日本製造京都工芸社
（株）パーシテック
森 智幸公認会計士・税理士事務所
（特非）やさしいデザイン
（株）ユースコミュニケーションズ
（株）リロクラブ
（株）REC
ロイヤルブルーティージャパン（株）

■ 入居企業のご紹介 （2022年4月時点）

医療 / 健康 / 化学 / バイオ
ＲＦイノベーション（株）
ＲＦソリューションズ（株）
奕斯偉日本（株）
ASM Technologies（株）
LG Japan Lab（株）
（株）エンプラス
（株）エンプラス研究所
（株）大泉製作所
オムロン関西制御機器（株）
オムロン（株） 京都リサーチパーク事業所
亀岡電子（株）
（株）京産

KHR Center

Gyrfalcon Technology Japan
（株）ステップテクニカ
スフェラーパワー（株）
（株）ソシオネクスト
フエニックス・コンタクト（株）
フェニテックセミコンダクター（株）
（株）ＰＲＯＴＥＣ
ベリフィケーションテクノロジー（株）
宝明電気
UTAC Japan（株）
LandMark Optoelectronics Corporation
ワイエムシステムズ（株）

電機 / 電子 / 半導体

（株）アイアールディー
（株）ICSパートナーズ
イーストライズ（株）
WHILL（株）
（有）エアツールズ
（株）エスアンドエス・プラス
（株）EDUCOM

MtA creations（株）
（株）オープン・システム・ソリューションズ
（株）オセン
（有）京都情報化支援事務所

Quon Technology（株）
（株）クラウニー
（有）ゲイシャインターネット
（株）ゴビ
（株）コピーマートシステムズ
（株）シーズ
（株）SOBAプロジェクト
（株）知能情報システム

ティ・エヌ・テクノロジーズ
（株）ＤＮＰハイパーテック
（株）Ｔ－Ｃｕｂｅ
（株）とめ研究所
（株）トランスフィールド　
（株）ドリームクラフト
（株）ネットアイアールディー
（株）ハイシンク創研
（株）パシフィックメディカル
（株）バリューコア

BRクラウド（株）
BRラボ（株）
ビジネスラリアート（株）
（株）フォンタァジュ
（有）ペンギンファクトリー
（有）メディアランプ
（株）ラック

ruff（株）
（株）レプス

システム開発

アルケマ（株）
インタクト（株）
（株）WuXi AppTec Japan
（公財）ＨＬＡ研究所
（株）ＬＳＩメディエンス
（株）京都医療設計

QuantumScape Japan（同）
セラベストジャパン（株）
Sentec Monitoring（株）
（株）タングラボ・ジャパン
帝人ヘルスケア（株） 京滋・北陸支店
テリックスファーマジャパン（株）
（株）糖鎖工学研究所
東和薬品（株）

（株）ニュートリエント
（株）ハタプロ
ビジョンバイオ（株）
ピュロライト（株）
ファイケムジャパン（株）
（株）マリ
マルホ（株）
（株）メイベル
（株）メガカリオン
ユーロフィン分析科学研究所（株）
RAMPF Group Japan（株）
ワキ製薬（株）
和田精密歯研（株） 京都営業所

（株）アフィット
いちよしエンジ（株）
ヴァーヴビジュアルソリューション（株）
MBソリューションズ（株）
大塚電子（株）
オプテックス・エフエー（株）
WOLONGモーター制御技術（株）
（株）京都マテリアルズ
（株）J.T.S.タケムラ
（株）シオガイ精機
ジックオプテックス（株）
（株）積進
（株）ソナール
中央技研（株）

（株）ＴＭエンジニアリンングサービス
ナブテスコ（株）
（株）日本コーテリー
（株）日本コンポジット工業
ハーデ（株）
ピー・エス・シー（株） メカ＆トロ京都研究所
（株）ビジュアル・エレメンツ
ホリゾン 京都デザインセンター
マルホ発條工業（株）
（株）ムサシノキカイ
（株）ユニテツク　京都事業所
（有）ワイズロード
ワオデザイン（株）

機械 / 装置 / 器具

emol （株）
（株）グローヴ
グローバル・マーケティング・アソシエーション（株）
CORESCOPE（株）
（同）SARR

ホームスマビューマーケティング（株）
（株）POGLI

Makers Maker（同）
（株）ヤツキ情報システム

TSA
テクノロジースタートアップを対象に、
インキュベーションオフィスの提供だけでなく、
メンター等と連携し成長を支援しています。

R&T Global Limited
朝日インター（株）
（株）イワサキ観光経営
インテリアオフィス匠
（株）京都ホームページ

Ghoonuts（株）
（同）清流日本
（一社）全国障害者就労支援防滑協会
ソリュード（株）

（同）大福コンサルティング
（株）DeMiA
（株）東京ナレッジプラン
（株）バイオーム

BIZYME（株）
（株）Hutzpah
（株）フュージョンテック
ワイアイビープロジェクト

STC³
京都高度研究所が運営される、起業前・起業後の方々が活動拠点として
利用できるコミュニティー型のシェアオフィスです。 
専任スタッフによる支援および、会員同士の交流もあります。

（特非）（NPO法人）
教育研究機関化学物質管理ネットワーク（ACSES）
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[代 表 窓口 ]
[技術相談 ]

[ U R L ]

I N F O R M AT I O N
075-315-2811 （技術相談）
075-315-8633 （設計計測・材料評価・化学分析）
075-315-8634 （電気通信・食品バイオ・表面構造）
075-315-9506 （デザイン）
https://www.kptc.jp/

京都府中小企業技術センターは、京都府が設置運営している試
験研究機関です。製造業を中心とした企業の皆さんの技術課題
解決や技術力向上、人材育成、新技術や新製品の開発などの支
援を行っています。

この他にも技術関連情報の収集発信、
大学や企業間の連携支援、研究開発などを行っています。

■こんなときにご利用ください
　・技術課題の解決策で悩んでいるとき
　・製品の評価をしたいとき
　・技術の向上や応用展開をしたいとき

■支援メニュー
　・技術に関する相談（無料）
　・試験分析機器や測定機器の利用（有料）
　・試験、分析、測定（有料）
　・技術セミナーや研究会の開催（一部有料）

京都府中小企業技術センター
>>>  東地区　|　京都府産業支援センター

[代 表 番号 ]
[ U R L ]
[ S N S一覧 ]

I N F O R M AT I O N
075-326-6100
http://tc-kyoto.or.jp
http://tc-kyoto.or.jp/about/sns.html

[技術相談 ] 075-326-6133

年間1万2千件を超える技術相談や、約1万件の依頼試験・分析の実
績を誇る経験豊かな研究員が、品質向上やコスト削減、生産工程の
効率化等のものづくり企業が抱える技術的な課題を解決へと導き
ます。30分未満の相談は無料、ぜひお気軽にご相談ください。ま
た、企業の新製品開発や販路開拓支援にも力を入れています。研
究所と企業等が協力して技術開発を進める「共同研究」や、製品
化等に成功した企業のさらなる成長を後押しする「知恵創出“目の
輝き”企業」認定などを実施。京友禅や西陣織、京焼・清水焼、京
漆器をはじめとした伝統産業の担い手育成や高度な試験・分析機
器の取り扱いを習得できる技術講習会など産業人材の育成にも
努めています。
最先端の研究開発では、植物由来の環境に優しい素材・セルロース
ナノファイバーを使用した樹脂製造工程の開発や、ロボット技術、
AIによる生産性向上支援など、新たな時代の産業技術の創造に
幅広く取り組んでいます。

地方独立行政法人 京都市産業技術研究所
>>>  西地区　|　京都市産業技術研究所

京都市産技研
ホームページ

技術
相談窓口

　中小企業の経営に関するすべての相談に対応する「公益財団法
人京都産業21」。創業や経営革新、新事業創出をはじめ、人材の
確保・育成、市場開拓、事業継承など年間約1万5千件の多岐にわ
たる相談に対応しています。
　新規取引先を開拓したい企業には、財団の持つ企業ネットワー
クを活用したビジネスパートナーの紹介や、財団が行う「京都ビジ
ネス交流フェア（リアルとバーチャルのハイブリッド展示会）」・
「関西・四国合同広域商談会」によるマッチングを支援するととも
に、その後の伴走支援も行います。
　そうしたなかから、国内外に販路をもつ大企業に技術や企画を
認められ、コラボ商品につながった実績も生まれています。
　新型コロナウイルス感染症の影響による経営相談をはじめ、販
路開拓や研究開発など、中小企業やスタートアップの皆さまを総
合的に支援します。
いつでもお気軽にご相談ください。

公益財団法人 京都産業21
>>>  東地区　|　京都府産業支援センター

[ 総合相談窓口 ]
[ 下請かけこみ寺 ]
[ U R L ]

I N F O R M AT I O N
お客様相談室 ： 075-315-8660 
フリーダイヤル ： 0120-418-618  
 https://www.ki21.jp/ 

京都ビジネス交流フェア2022

当財団は、ものづくり系をはじめ医療分野まで幅広い企業の支援
事業を実施するとともに、環境分野で新たな資源循環システムの
構築に向けた実証や、中小企業のデジタルトランスフォーメーショ
ン（DX）の後押しを手がけています。
有望なベンチャー企業発掘のため「京都市ベンチャー企業目利き
委員会」では優れた事業プランを、「オスカー認定制度」では経営
革新に取り組む中小企業を認定し、専任のコーディネーターが伴
走支援しています。持続可能な社会の構築に貢献する企業を「こ
れからの1000年を紡ぐ企業」として応援し、先見性のある事業の
発掘にも取り組んでいます。
また、ASTEM棟8階で会員制のシェアオフィスを運営。快適なビジ
ネス環境とともに、起業に関する様々な支援を提供しています。
さらに、らくなん進都（伏見区）の「京都市成長産業創造センター」
では、産学公が連携し、最先端の技術シーズを事業化につなげる
研究プロジェクトを推進しています。

京都高度技術研究所
>>>  東地区　|　ASTEM棟

075-315-3625（総務部）

https://www.astem.or.jp

・ 京都市ベンチャー企業目利き委員会事務局
・ オスカー認定制度事務局
・ 競争的資金管理法人事務局
・ イノベーション創出コミュニティ（STC³）事務局
など相談内容ごとに（月～金曜日、祝日を除く）
相談受付をしています。

I N F O R M AT I O N

[代 表 番号 ]

[ U R L ]

KRPには、京都府と京都市をはじめとする産業支援機関が立地しています。各機関の専門家と外部のアドバイザーが
きめ細かな支援にあたり、経営課題をワンストップで解決する、層の厚い創業支援・育成支援機能があります。
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集まるサービス

[ 事 務 局 ]
[ M A I L ]
[ U R L ]

I N F O R M AT I O N
075-326-6101
kist-bic@tc-kyoto.or.jp
https://tc-kyoto.or.jp/kist-bic/

多彩なバイオ計測に対応する先端機器を気軽に利用できるオープンラボ「京都バイ
オ計測センター」は開設以来、高度な研究機器や研究環境を自在に利用できる産
学公連携拠点として、また、スタートアップ企業の支援拠点として活動しています。
機器・開発環境の貸し出し、高度な分析人材育成や連携体構築・共同研究の促進等
に向けたセミナーやシンポジウムを開催しています。
センターでは、機器を整備・準備するとともに、機器未利用者も対象に、試料調製か
ら分析、データ解析まで実機を操作する分析技術講習会を開催しています。さらに
公設試職員による個別支援も行っています。
産学連携から事業化へつながる拠点として京都に集積する大学等の研究者の知的
シーズを地域企業の産業活動に迅速に展開するため、大学等の研究者と企業技術
者・経営層の共同事業を企画しています。「京都バイオ計測センター」は、これからも
イノベ―ションの創出を推進し、科学技術による地域活性化を図ります。

京都バイオ計測センター >>>  西地区　|　京都市産業技術研究所

[代表窓口 ]
[相談窓口 ]

[ U R L ]

・京都府知的財産総合サポートセンター
・京都府スタートアップグローバル
  知財サポートデスク

・INPIT京都府知財総合支援窓口
075-315-8686

075-326-0066

I N F O R M AT I O N
075-315-8686 

https://kyoto-hatsumei.com/

一般社団法人京都発明協会は、明治34年（1901年）、「京都発明奨励会」設立以来、
発明の奨励、青少年の創造性育成、知的財産権制度の普及啓発を通じて科学技術
の振興を支援することで、地域経済発展への寄与を目指しています。
主な事業は、知的財産の調査・分析や特許出願から権利化・活用の相談支援で、京
都府内の中小企業等が抱える知財の悩みを解決するため、さまざまな相談窓口を設
けています。 
特に府委託事業「京都府知的財産総合サポートセンター」をはじめとする相談窓口
では、知財アドバイザーが弁理士等の専門家や他支援機関と連携して、相談者の
知財の問題や課題の解決を支援しています。 
この他、スタートアップ企業や起業家向けに「京都府スタートアップグローバル知財サ
ポートデスク」を設け、専門家と一緒に海外の知財対応や知財戦略の策定から海外出
願・侵害対策や先行技術調査を無料で支援していますので、お気軽にご相談ください。  

一般社団法人 京都発明協会 >>>  東地区　|　京都府産業支援センター

[代表窓口 ]
[ U R L ]

I N F O R M AT I O N
075-316-2100
https://sisaku.jp/

京都試作センター株式会社は、試作産業の育成を担う京都試作産業プラットフォー
ムの中核的な組織として、京都・関西の大手ものづくり企業を中心に27社が出資し
て設立されました。（現在は28社）当社は公共的な性格を保持しつつ、民間会社の
効率と柔軟性を発揮する21世紀型の会社組織（ソーシャルエンタープライズ）です。 
営利追及と社会的な貢献を両立させ、京都産業の発展に寄与するために、京都試
作産業推進会議や公益財団法人京都産業21、さらには全国屈指のレベルを誇る大
学や研究機関などと連携しています。 現在の活動としては、デザイン経営やデジタ
ル化推進など未来で活躍する人財育成と勉強会、毎週１回のよろずものづくり相談
を実施し、京都中小企業との連携、さらに株主でもある京都試作ネットとの連携に
より、試作という先端のプロセスを通じて顧客の社会課題解決に必要なハード＆ソ
フトの実現化を支援し、情報と機会が集まる集積地を目指しています。

京都試作センター株式会社 >>>  東地区　|　2号館

  

中小企業
ベンチャー企業等

相談支援窓口

中小企業支援機関

知財専門家
（弁理士・弁護士）

相 談

支 援

連 携

連 携

課題解決に向けて
ワンストップサービスによる
幅広い相談に対応

交流機会について

KRPでは、さまざまなイベントやセ
ミナー、交流会（20～300名規模）
を企画・開催し、気軽につながり、

交流できる「出会いの場」づくりに

取り組んでいます。ご入居者様限定

の小規模交流イベント「つながらナ

イト」では参加者によるショート

ピッチを行い、イベント参加をきっ

かけとし、日常的な交流や、ビジネ

スにつながっています。

・ 集団健康診断

・ 社員研修

・ 情報発信支援

・ 各種福利厚生サービス

・ 普通救命講習（AED）

・ サークル活動サポート など

サークル活動

普通救命講習（AED）

大交流会
（夏）

KRPでは、500の企業・団体の集積を活かし、1社では負担が大きく
実施しにくいことを「集まるサービス」として、さまざまなメニューを
ご提供し、ご入居者様の事業活動を支援しています。

※新型コロナウイルス感染拡大前に撮影しています

つながらナイト
＠GOCONC
（ 随時 ）

賀詞交歓会
（冬）
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私たちの活動は、KRP地区だけにはと

どまりません。

KRPの周辺エリアである、梅小路エリア。

KRPは地域の若手事業家の皆さまと連

携し、「梅小路エリアのクリエイティブ

タウン化」を目指し、「モノづくり」「アー

ト・デザイン」「食」をコンセプトに、

（株）梅小路まちづくりラボというまちづ

くり会社を設立し各種まちづくり活動を

開始しています。

企業が集積する一大ビジネス拠点であ

るKRPと、梅小路エリア全体が融合す

ることで地域がより多様な方々で溢れ

「クリエイティブタウン」に成長していく

と信じています。

皆さまも、ぜひ梅小路エリアを歩いてみ

てください。 何か新しいモノ・コトに出

会えることでしょう。

京都梅小路エリア
「クリエイティブタウン化構想」
推進中！

KRPは、自治体様の中小企業サポートセンターと呼ばれ
る中小ベンチャー支援機関の運営を受託しています。さま
ざまな企業が集積するKRP地区と特徴ある企業様が多く
集積する複数地域がつながることで、各種ビジネスマッチ
ングや、イノベーション創発活動への多様な企業の皆さま
の参画を実現しています。

地域産業支援 宇治NEXT
京都府宇治市

宇治市産業振興課と宇治商工会議
所が共同運営する産業支援拠点です。
市内の事業者向けの相談窓口の一本
化や、「宇治ベンチャー企業育成工
場」というベンチャー向け貸し工場も
ある、日本でも珍しい取り組みを行っ
ています。

八尾市内の中小企業の課題解決に向
けての支援を行っているセンターです。
さまざまなニーズにお応えするための
相談窓口を設置しています。

岡山リサーチパークインキュベーションセンター（ORIC）

岡山リサーチパーク内に立地するイ
ンキュベーションセンターです。さま
ざまな業種に適したスペースを提供
しています。

八尾市立中小企業サポートセンター
大阪府八尾市 岡山県

宇治ベンチャー育成工場

Vol.1 木管五重奏の現代音楽 Vol.2 DJ LIVE!!

市場場外エリアに2022年5月にオープンした
モノづくり交流拠点

Umekoji MArKEt（ウメコウジマーケット）

KRPも出資参画するまちづくり会社、(株)梅小路まちづくりラボ
が初めて手掛けたモノづくり交流拠点「Umekoji MArKEt」。
1階はDMG森精機の「AM Lab & Fab」で「金属3Dプリンター」
を活用したモノづくり試作や、受託加工サービスの相談ができま
す。中央市場場外の風情も相まって、面白いエリアになってきて
います！

毎月第3金曜は、
KRPのGOCONCで音楽LIVE♪

KRP創発LIVE by Buckskin

GOCONCのオープン1周年を迎えた2022年4月を皮切りに、
GOCONCにて日本で初めて販売開始した本格ドイツビール
Buckskinとタッグを組んで音楽ライブを定期開催しています。
ここからエリア全体での音楽イベントに広げていきたいです！

KRPエリア

10号館1階GOCONCでの
「KRP創発LIVE by Buckskin」や
「ツドイStreet」での
フードトラックなど、
最近のKRPエリアは面白い！

市場場外エリア

新モノづくり交流拠点
「Umekoji MArKEt」が
オープンした「モノづくり」
「アート」「食」が融合する
今もっとも熱いエリア。

梅小路公園エリア

「梅小路公園フェスティバル2022」
など、新たなイベントの定例化を
地域の関係者の皆さまと、企画・推進中。
「京都音楽博覧会」会場としても有名。

島原エリア
島原大門があり、
古い町家が並ぶ旧市街。

淳風bizQ

西本願寺

元淳風小学校の創業、
イノベーション拠点

島原大門

ザ・ロイヤルパークホテル

itonowa
GOOD TIME COFFEE 島原

京都水族館梅小路ポテル京都

梅小路花伝抄

梅小路
ハイライン

京都鉄道博物館

ホテル
エミオン京都

GOCONC

至二条駅▲ 

至京都駅 ▶

ツドイStreet

河岸ホテル

KYOTO
MAKERS
GARAGE

Umekoji MArKEt

梅小路京都西駅

七条通り

五条通り

丹波口駅

大
宮
通
り

画廊

オフィス

モノづくり工房

ホテル

飲食店

音楽・イベント

博物館

水族館

カフェ
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■ イノベーション創発活動に関するお問い合わせ

　[TEL] 075-315-8491　[MAIL] innovation@krp.co.jp

■ オフィススペース・実験研究スペースに関するお問い合わせ

　[TEL] 075-315-9333　[MAIL] service@krp.co.jp

■ KRP BIZ NEXT に関するお問い合わせ
　[TEL] 075-315-8284　[MAIL] serviceoffice@krp.co.jp

■ 会議室・ホールに関するお問い合わせ

　[TEL] 075-322-7888　[MAIL] convention@krp.co.jp

各種お問合せ

KRP PRESS バックナンバー

創立時より発行を続けている広報誌。
2021年に編集コンセプトを刷新し
「‘創発’を研究する実験場」としました。
‘イノベーション創発’を目指して、新たな可能性に挑戦する
経営者やクリエイター、スタートアップに取材しています。

公式WEBサイト

公式WEBサイト

KRP PRESS [ ケーアールピー プレス ]

SNS公式アカウント

KRPでは各種SNSにて
公式アカウントを運営しています。

KRPのイベント情報やニュース、各種スペースに関する情報に加
え、商業施設情報等を掲載しています。ご入居者様の検索機能等
もあり、便利なツールとしてもお使いいただけます。
また、メールマガジンも配信しています。
毎月2回（第2、第4火曜日）、KRP地区や京都域内で開催されるイ
ベントやセミナーの情報（ビジネス・研究・ものづくり等）をメール
でお届けします。お気軽にご登録ください。

Facebook
KRPの最新情報やイベント情報、
おすすめのスポットを発信しています。

Twitter
KRPのイノベーション創発活動や
イベント情報を発信しています。

Instagram
KRPの最新情報やイベント情報などを
写真とともに紹介しています。

YouTube
KRPのイノベーション創発活動や
施設を動画で紹介しています。 

 Vol.161 （2021.12）  Vol.160 （2021.04）

https : //w w w.krp .co . jp/pub/

京都リサーチパーク株式会社

代表取締役社長   門脇あつ子 / Atsuko Kadowaki

〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134番地

1999年7月1日（創業1989年10月1日）

1億円（Daigasグループ大阪ガス都市開発（株）100%出資）

82名（2022年4月時点）

リサーチパークの開発・運営

会社概要

社 名

代 表 者

所 在 地

設 立

資 本 金

従 業 員

事業内容

商業施設・店舗一覧

交通のご案内

［JR］［近鉄］［地下鉄］ 京都駅より
　⇒[JR]嵯峨野線乗り換え 丹波口駅下車 西へ徒歩5分
　⇒タクシー 約10分

［阪　急］ 西院駅／大宮駅より タクシー 約5分
［地下鉄］ 五条駅より              タクシー 約5分
［京　阪］ 清水五条駅より       タクシー 約10分

京都市営バス　　　「京都リサーチパーク前」下車  徒歩5分
京阪京都交通バス　「京都リサーチパーク前」下車  徒歩5分
京阪京都交通バス　「京都リサーチパーク4号館前」下車 すぐ

■ 電   車

■ バ   ス

「京都南IC」または「京都東IC」より約20分
■ お  車

メールマガジン

https : //w w w.krp .co . jp/

STARBUCKS COFFEE
京都リサーチパーク店 9号館

ケンタッキーフライドチキン
京都リサーチパーク店 10号館

ホットドッグ / ステーキ / カフェ
NICK STOCK 8号館

かごのや 10号館

ツドイStreet 10号館1F南側

レストラン パティオ 1号館

GOCONC 10号館

平和書店TSUTAYA
京都リサーチパーク店 9号館

コ・ス・パ
京都リサーチパーク UX丹波口ビル

セブン-イレブン
京都リサーチパーク店 4号館

ディリパ京都 KRPガスビル

ATM 七本松通

あさみ歯科クリニック 1号館

日交タクシー 1号館前 カーシェアリング
「タイムズカープラス」

東地下駐車場
西屋外駐車場

シェアサイクル
「PiPPA」

東地区KISTIC北東スペース
西地区4号館東スペース
スタジオ棟北スペース

電動マイクロモビリティの
シェアリングサービス
「LUUP」

西地区4号館南スペース
東地区KISTIC北東スペース

スタジオ棟北スペース

■ 飲食店 ■ サービス ■ シェアサービス
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