中小機構ブース

のご案内

Welcome to the

SME Support, JAPAN Booth !
中小機構が所有する32 のビジネスインキュベーションでは、
さまざまな
分野で注目すべき最先端技術を持った550を超える企業が、新事業
開発に取り組んでいます。そのうちバイオ系企業が 30〜40%を占め
ており、今回のバイオジャパンでは、そのうち 25 社が技術や製品をご提
案いたします。ブース内では、中小機構の支援企業が自社プレゼンも
行っていますので、ぜひ当ブースにお立ちよりください。
Take an opportunity to meet 25 cutting edge bio-ventures selected from over 550
tenant companies at our 32 incubation facilities across Japan.
SME Support, JAPAN is an independent administrative agency that manages the
largest number of incubation facilities in Japan. We provide leading incubation
programs in collaboration with universities and diverse industries with aim of
supporting companies innovation. The 25 companies presented here today seek
to introduce their products and technologies, and represent the leading bioventures at our incubation facilities, which make up 30 - 40% of all occupants.
Stop by our booth to discover new possibilities!
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小間 No.

中小機構の
インキュベーション
Incubation by Organization for
Small & Medium Enterprises and
Regional Innovation, JAPAN (SME Support, JAPAN)

32

BI

インキュベーションとは、
英語で
（卵などが）ふ化する という
意 味で、これになぞらえ、新し

いビジネスの成長・事業化を促進すること
を「（ビジネス）
インキュベーション」と称し、
そのための施設を
（ビジネス）
インキュベー
と呼びます。
タ
（略称：BI 施設）
Incubation means to “hatching”. In accord with this meaning,
we call promoting growth and commercialization of new businesses as “business incubation”, and facilities used for this
purpose as Business Incubation Facilities (BI).

550

全国
拠点、入居企業数
社以上。
中小機構は国内最大級のインキュベーション事業者です。
SME Support, JAPAN has 32 incubation facilities nationwide and
more than 550 tenant companies.
We are the largest incubation business operator in Japan.

インキュベーション施設では、皆さまに適した
サポート体制
Support System

事業スペースを提供する
「ハード」
と、
インキュ
ベーションマネージャー（IM）を通じ様々な

ビジネス
サービスを提供する
「ソフト」の 2 つの側面により、
をサポートしています。
At Incubation Facilities, we support
your businesses in two aspects.
One is tangible support or the
“hard” aspect which provides business spaces suitable for you, and the
other is intangible support or the “soft” aspect which provides various
services through resident experts called Incubation Managers (IM).

中小機構は、国の公的機関
（経済産業省所管独立行政法人）
として、
中小企業が抱える課題や要望について、様々な角度から具体的な
支援策を提供しています。中小機構のインキュベーション事業は、
全国ネットワークと公的セクターであるという特性を活かし、皆さま
のお役に立つとともに、将来に向けての新しい産業構造の構築・地域
経済の発展に寄与することを目指しています。
As a national public organization (independent administrative institution
under the jurisdiction of the Ministry of Economy, Trade and Industry),
SME Support, JAPAN provides specific supporting measures from
various angles for issues faced by small and medium enterprises
(SMEs) and to meet demands. By taking advantage of our unique
characteristics of having national networks and being in the public
sector, we help your businesses and contribute to the development of
new industrial structures and vitalization of regional economies for the
future. This is our incubation project.
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IM

インキュベーションマネージャー（IM）
とは、
インキュ
ベーション入居企業および周辺地域の企業の皆さま
の新規事業の展開を様々な面からサポートするため

に、施設内の IM 室に常駐する支援スタッフです。中小機構のイン
キュベーションでは、中小機構のほか、自治体、支援機関、大学等
の様々な組織から編成された IMにより多面的に企業支援を行っ
ています。
Incubation Managers (IM) are support staffs who reside in an IM room in facilities, in order to support
incubation tenants as well as companies surrounding the facilities to develop new businesses from
various aspects. Our incubation supports companies multi-functionally through IM that include regional public organizations, support organizations, universities as well as our organization.
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Introduction of Exhibitors

C-PASは、誰でも何処でも簡単に実施できる遺伝子検査をサポートいたします

出展企業紹介

C-PAS supporting easy-to-use rapid DNA testing by anyone anywhere.

（株）TBA

Introduction of Exhibitors

Available in English

TBA Co.,Ltd.
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T-Biz（東北大学連携ビジネスインキュベータ）入居企業
〒980-8579 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-40 T-Biz307 号室
T-Biz 307, 6-6-40 Aramaki-Aza-Aoba, Aoba-ku, Sendai City, Miyagi, 980-8579 JAPAN

022-721-7822

http://www.t-bioarray.com

C-PASによる遺伝子検査は、手順がシンプルで、高度な専用設備を必要としません。目視判定が可能なため、
創薬・診断

再生医療・細胞
（治療）

Therapeutic Drug /
Diagnostic

機器・分析
（サービス）

Regenerative Medicine /
Medical Device /
Analytic Equipment & Service
Cel Therapeutics

化学品

ヘルスケア

環境・エネルギー

Fine Chemicals

Healthcare

Environment /
Energy

専門的な技術がなくとも実施できます。医療設備が整っていない発展途上国のクリニックなど、検査の専門家
がいないような現場でも、遺伝子検査をおこなうことができます。シンプルでありながら革新的な機能を持つ

C-PASは、試薬を変更するだけで、感染症診断から食品検査まで、様々な遺伝
子検査に対応いたします。
If you use C-PAS for rapid DNA testing, you do not require special expensive
instrument. Based on its simple procedure, you can visually read test result
without any special training. For clinic in developing countries without complete medical facilities, they can carry out rapid DNA testing using C-PAS, for
wide application range from infectious disease diagnostics to food testing.

医薬品・機能性食品シーズを探している製薬・食品企業
Pharma and food partners to develop new drugs and functional foods.

北海道産クマザサを中心とした国産機能性食品( 健康食品 )原料と、機能性食品OEMのご提案

（株）
ゲノム創薬研究所

We will propose Japanese functional food raw materials, e.g. Sasa from Hokkaido, and the functional food OEM.

（株）ユニアル
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UNIAL Co.,Ltd.

Genome Pharmaceuticals Institute Co.,Ltd.
東大柏ベンチャープラザ 入居企業

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-24-17

北大ビジネス・スプリング 入居企業

3-24-17, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan

〒173-0004 東京都板橋区板橋 2-61-17

03-5684-8570

http://www.genome-pharm.jp

2-61-17, Itabashi, Itabashi-ku, Tokyo 173-0004, Japan

03-5248-7566

http://www.unial.info/

当社は国産の健康食品原料の製造販売、国産にこだわった健康・機能性素材の研究開発・販売、健康・機能性
商品の企画提案・OEM 受託を行っています。クマイザサを中心とした独自素材は収穫する場所や製法にこだ
わるとともに、
エビデンスのある素材として裏付けるための研究開発にも注力しています。また、国産のこだわ
りの素材を用いた OEM 商品の企画提案及び受託では多くの企業様にご好評をいただいております。
We conducting the sale of Japanese health food raw materials and we propose the OEM of the planning of the health food. We are particular about
collecting areas and production methods, research and development of
own materials, such as Sasa. In the planning proposal and trustee of OEM
products using the Japanese specialty material, We receive a good response from a number of companies.
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帝京大学医真菌研究センターの関水和久教授の研究成果を事業化することを
目的として、設立されたバイオベンチャー企業です。製薬企業様、食品メーカー
様からのなども受託研究なども積極的に行っております。
事業内容

1. 感染症の治療に有効な新規抗生物質の開発
2.自然免疫活性化等を指標とした自然食品の開発及びその受託業務
3.カイコの疾患モデルの開発及びその受託業務
A bio-venture company of cooperation between industry and academia. And that is established to rely on
research of Professor Sekimizu of Institute of Medical Mycology, Teikyo University to put into practical use.
Our Business Area
1.To develop antibiotics
2.To develop functional health foods using innate stimulant index, and its entrusted busines
3.To develop disease models using silkworm, and its entrusted business
5

出展企業紹介

Introduction of Exhibitors

表面処理にお困りの方

抗体医薬・ペプチド医薬等、バイオ医薬に関心のある製薬企業

Do you have problems for surface treatment?

Pharmaceutical companies developing Biologics based on mAb or peptide.

インテリジェント・サーフェス（株）Available in English
Intelligent Surfaces,Inc.
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ジーンフロンティア（株）
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東大柏ベンチャープラザ 入居企業

GeneFrontier Corporation
東大柏ベンチャープラザ 入居企業

〒277-0882 千葉県柏市柏の葉 5-4-19 東大柏ベンチャープラザ 305

〒277-0882 千葉県柏市柏の葉 5-4-19 東大柏ベンチャープラザ 308

Todai-Kashiwa Venture Plaza 305, 5-4-19, Kashiwa-no-ha, Kashiwa City, Chiba 277-0882, Japan

Todai-Kashiwa Venture Plaza 308, 5-4-19, Kashiwa-no-Ha, Kashiwa City, Chiba 277-0882, Japan

04-7168-0390

http://intelligent-surfaces.co.jp/

04-7137-6301

http://www.genefrontier.com/

インテリジェント・サーフェス社では、生体親和性に優れたMPCポリマーの様々なコーティング手法により、

革新的なバイオ医薬の開発に繋がる創薬シーズ、創薬技術、研究開発技術・製品・サービスを提供しています。

種々の素材表面を改質する素材・技術を有しています。既に人工心臓や人工関節などへの応用が進んでいる

バイオ医薬開発に注力されている企業との面談を希望しています。独自の抗体医薬シーズを開発しており、

MPCポリマーは、これまで素材表面へのコーティング法が限られていたため広がりも限定的でした。新たに

大手製薬企業へのライセンスアウトを希望しています。また、ユニークなタンパク質 / ペプチドスクリーニング

開発した MPCポリマーコーティング法により、表面改質の対象となる医療機器製品の選択肢が広がりつつあ

技術を開発・提供しており、当該基盤技術をベースにした共同開発・技術移転先

ります。

も探しています。

We have lot of materials and techniques about the coatings of MPC polymers onto various base materials. Although MPC polymers have already
been applied to the artificial heart and the artificial hip joint, the applications to medical devices has been limited in a small field because of the
limitation of coating. We have got another field of medical devices by
newly developed MPC polymer coating.

GeneFrontier is a drug discovery company in Biologics area. We are developing
unique therapeutic antibodies for inflammatory and oncology area collaborating
with leading researchers in Japanese academics. We are looking for the partner for further development on those pipelines. Also, we are providing unique
screening technology for therapeutic mAb or peptide, which is ready for partnering.

膜タンパク質を含む全ての標的分子に対する治療用抗体を作製しています

超音波診断訓練用模擬生体（ファントム）ユーザー

Developing monoclonal antibodies for any targets including membrane proteins.

Users of Simulated body (Phantom/TMM) for Training on Ultrasonography.

（株）オーダーメードメディカルリサーチ
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Order-made Medical Research Inc.

OST Corporation ltd
東大柏ベンチャープラザ 入居企業

〒277-0882 千葉県柏市柏の葉 5-4-19 東大柏ベンチャープラザ 310

Todai-Kashiwa Venture Plaza 208, 5-4-19 Kashiwanoha, Kashiwa City, Chiba 277-0882, Japan

04-7157-4530

OST（株）
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東大柏ベンチャープラザ 入居企業
〒277-0882 千葉県柏市柏の葉 5-4-19 東大柏ベンチャープラザ 208

http://www.omr.co.jp/

Todai-Kashiwa Venture Plaza 310, Kashiwanoha 5-4-19, Kashiwa City, Chiba 277-0882, Japan

04-7132-2000

http://www.ost-jp.com

抗体医薬の研究開発を行っています。水溶性の蛋白質はもとより、他社では作製が困難な膜タンパク質の抗

医療用模擬生体 (ファントム) の研究開発。特に乳房の基本的な構成 ( 皮膚、皮下脂肪、乳腺、乳腺後隙 )を模擬

体作製法 (LIMAXYS 法 )を開発し、主に癌領域の標的分子に対する抗体医薬を作製し導出活動を行っていま

した乳がん用模擬生体、腎臓結石や腫瘍を診断治療する医療機器用模擬生体の開発しています。

す。既存標的はもとより新規創薬標的に対する抗体医薬パイプラインを5 本有しており導出交渉を行っていま

超音波診断装置の国際規格 ( 音響特性:1540±15m/s 、
熱特性 ( 比熱 ):3500±500j/kgk)を有するファントムの

す。 GPCRを含め全ての膜タンパク質に対する抗体作製が可能であるため抗体医薬の世界を大きく変えよ

製造販売、
また弾性評価用ファントム、
乳がん・肝がん他腫瘍の硬さを模擬したファントムの作製販売しています。

うとしています。
We are developing monoclonal antibodies for therapeutic use in the field of
oncology. The LIMAXYS method has been optimized for immunization of
the target of membrane proteins such as GPCR. By the use of the method,
we have produced several pipelines of therapeutic antibodies for colon
cancers and breast cancers. These pipelines exhibited superior efficacy
for these diseases. By using the LIMAXYS method, we have successfully
extended the target of therapeutic antibodies for all of membrane proteins.
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Available in English

OST focus on Research and Development of various “Simulated body
(Phantom/TMM)” for Medical use.
In particular, the Phantom for breast cancer, which is composed a basic
structure of breast (Skin, Subcutaneous fat, Mammary gland and Retromammary fat tissue), has been developed.
Furthermore, OST has developed the special Phantom which utilizes to
check the quality and performance of Ultrasonograph.
7

出展企業紹介

Introduction of Exhibitors

業務提携

VHH 抗体のスクリーニングサービスのご紹介

Alliance

Introduction of VHH antibody screening service.

（株）A-CLIP 研究所

08

（株）
プロテイン・エクスプレス

Available in English

A-CLIP Institute Ltd.
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千葉大亥鼻イノベーションプラザ 入居企業
〒260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻 1-8-15

ProteinExpress Co.,Ltd.

千葉大亥鼻イノベーションプラザ 入居企業
〒260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻 1-8-15

1-8-15 Inohana, Chuo-ku, Chiba City, Chiba 260-0856, Japan

043-221-0831

1-8-15 Inohana, Chuo-ku, Chiba City, Chiba 260-0856, Japan

http://www.a-clip.jp

043-202-5755

30 年以上にわたる炎症性疾患と感染症の基礎研究と国際共同研究の成果に基づいて、診断薬や治療薬の研

ラクダ科動物は H 鎖のみで構成される抗体を有し、その可変領域はVHH 抗体と呼ばれています。 VHH 抗体

究開発を推進し、難病など高齢者社会と国際貢献をめざします。

は温度や pH などに対し高い安定性を持ち、微生物での低コスト生産が可能です。当社では、VHH 抗体の合

・研究支援 : 好中球機能、
サイトカインマルチ測定、
HLAタイピング、Real time PCR 測定、他

成遺伝子ライブラリー、
cDNAディスプレイ技術の導入により、効率的にスクリーニングできる体制を構築い

・診断キット: 感染症と血管炎の迅速診断 Fast キット

たしました。得られた VHH 抗体は、
ブレビバチルス発現系にて大量に菌体外分泌生産させることが可能です。

・医薬品の開発 : 人工免疫グロブリン開発

The camelid has an antibody comprised only of H chain,
and the variable region is called VHH antibody. The VHH
antibody has high stability, and low-cost production is possible with a microbe. We can screen VHH antibody gene
efficiently by using the high quality VHH gene library and the
cDNA display technology. The provided VHH antibody can
be produced by Brevibacillus system at high productivity.

・国際支援事業
Development of diagnostic markers and medicine in the field in Inflammation and Infectious diseases
Based on research works for over 30 years.
[Topics]
1) [ANCA-Fast(TM)]
2) Cooperation of clinical studies on biomarkers and genetic analysis
3) International Collaborations
[Alliance Request] in the current situation

遺伝子導入ヒト脂肪細胞医薬品の共同研究、共同開発企業を求めています。
We are seeking partners, pharmaceutical companies, life science related companies
who are interested in our technology of“transduced adipocyte-based medicine”

マイコプラズマ感染症最先端予防医療
Precision Preventative Medicine for Mycoplasma Infectious Diseases.

エムバイオテック（株）
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セルジェンテック（株）

Available in English
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M Bio Technology Inc.

千葉大亥鼻イノベーションプラザ 入居企業

Available in English

CellGenTech,Inc.

千葉大亥鼻イノベーションプラザ 入居企業
〒260-0856 千葉市中央区亥鼻一丁目 8 番 15 号千葉大亥鼻イノベーションプラザ
Chiba-Dai Inohana Innovation Plaza, 1-8-15 Inohana, Chiba City, Chiba 260-0856, Japan

〒158-0081 東京都世田谷区深沢二丁目 1 番 3-1103 号

043-441-4121

2-1-3-1103, Fukasawa, Setagaya-ku, Tokyo 158-0081, Japan

090-8486-5727

http://mbiotech.org/

http://www.cellgentech.com/

難病や希少疾病治療用の遺伝子導入ヒト脂肪細胞医薬品を用いた加工ヒト脂肪細胞を再生医療等製品の研

エムバイオテック株式会社は、
研究開発型のベンチャー企業です。多彩な症状

究開発を行っています。脂肪細胞は、
がん化リスクの低い細胞と言われ、寿命も永いため治療タンパク質を分

を呈し難病化するマイコプラズマ感染症の克服に挑戦しています。世界最先

泌産生する遺伝子導入ヒト脂肪細胞は、移植後治療タンパク質を長期に亘り持続分泌し、安全性が期待される

端のマイコプラズマ糖脂質抗原研究を基盤とした、
マイコプラズマ感染症コン

再生医療等製品です。再生医療等安全性確保法の下、第一種再生

パニオン診断、
免疫難病などの先端医療、
ワクチンの実用化を進めています。
感染症対策、
再生移植医療、
先端予防医療のグローバルネットワーク構築に向
けて事業提携・共同開発、
および、
ファイナンスを希望。
M Bio Technology Inc. is the innovative biotechnology company. Mycoplasma Infectious Diseases (MID)
cause systemic vasculitis/neuritis and to be the cause of chronic or incurable disease including Stevens-Johnson syndrome (SJS), Kawasaki disease, or Multiple Sclerosis (MS). We are seeking for partners to
develop companion diagnostic, vaccine, creating global network for the precision medicine.
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http://www.proteinexpress.co.jp/

医療臨床研究の承認を受け実施中です。
Cellgentech,Inc. is making efforts to develop “transduced adipocyte-based medicine” which is prepared by introducing a therapeutic gene into human adipocytes for patients suffering from intractable diseases caused by inheritably deficient. The protocol of the
clinical research for LCAT deficiency is performing now based on
the law of the safe security methods such as regenerative medicine.
9

出展企業紹介

Introduction of Exhibitors

あれ ? 2 個入ってた。1個、確実、全自動。シングル・セルを確実に1ウェルに分注!

新規医薬品の効率的な開発に貢献します。

"How did 2 cells get in there !?" You no longer have to worry.

（株）
オンチップ・バイオテクノロジーズ

12

We support your pharmacology.

（株）浜松ファーマリサーチ

Available in English

On-chip Biotechnologies Co.,Ltd.

14

農工大・多摩小金井ベンチャーポート 入居企業

〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田 1-3-7
1-3-7, Shinmiyakoda, Kita-ku, Hamamatsu City, Shizuoka 431-2103, Japan

http://www.on-chip.co.jp/

当社独自開発の以下の製品を紹介します。

1.ダメージなく細胞を分離
2.コンタミネーションなく細胞分離
3. 極レアな細胞も分離可能
4.シース液に培養液や海水、オイルも利用可能
Cell Sorter On a Chip ”On-chip Sort” provides
1.Damage free sorting on cells
2.Cross-contamination free cell sorting
3.High recovery of rare cells
4.W ide range of sheath fluids from culture media
to oil

053-543-4543

Single Particle Isolation Sysytem “On-chip SPiS”
provides
1.One cell. Accurate. Automatic
2.Single cell dispending into
96 or 384 plate

試験結果と臨床試験結果との乖離が問題となっています。そこで浜松ファーマリサーチは霊長類を用いた薬
効評価試験を提案いたします。浜松ファーマリサーチは遺伝的、解剖学的にヒトに類似した霊長類を用いて新
規の病態モデル開発を行うことにより、医薬品開発に貢献します。
HPR supports translational research. While rodent-based disease models are
the cornerstone of preclinical discovery programs, few novel thrapeutics based
on these models have successfully completed clinical evaluation. HPR offers
NHP disease models, as NHP are phylogenetically and physiologically similar
to humans. Develop your novel therapeutics with HPR’s NHP disease models.

がんの罹病率及び死亡率の激減及びQOLの改善の革新技術:全てのがんを撲滅する新規な技術及びマテリアル

Innovative Medical Technologies for Remarkable Decrease of the Catching and the Death Rates of
Cancers and Improvement of QOL: Novel Medical Technologies and Materials for Eradicate All Cancers.

co-development partner of the liquid spray-type adhesion preventing agent.

（株）
ファルネックス

革新的対がん戦略マテリアル研究所

Available in English

Farnex Incorporated

東工大横浜ベンチャープラザ 入居企業

15

浜松イノベーションキューブ
（HI-Cube）入居企業
〒432-8003 静岡県浜松市中区和地山 3-1-7

Tokyo Tech Yokohama Venture Plaza W202, 4259-3, Nagatsuta-cho, Midori-ku, Yokohama City, Kanagawa 226-8510, Japan

3-1-7, Wajiyama Naka-ku, Hamamatsu City, Shizuoka 432-8003, Japan

http://www.smrj.go.jp/incubation/dbps_data/_material_/incubation/yvp/pdf/20150115-202-farnex.pdf

液状・スプレー型の癒着防止材 : 独自原料から生じた生体付着性の高い疎水性の

Available in English

Research Institute for Innovative and Strategic Materials of Medical Technology against Tumors

〒226-8510 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259-3 東工大横浜ベンチャープラザ W202

045-511-8028

http://www.hpharma.jp/

浜松ファーマリサーチはトランスレーショナルリサーチをサポートします。近年、
げっ歯類を用いた前臨床薬効

1 細胞分注器 On-chip SPiS
1.1 個、確実、全自動
2.シングル・セルを確実に1ウェルに分注

液状・スプレー型癒着防止材の共同開発パートナー

090-6466-8507 又は 053-478-1790

http://www.smrj.go.jp/incubation/dbps_data/_material_/
incubation/hi_cube/pdf/151001hi-cube-journal74-2.pdf

（1）IER5/Cdc25B
（又は幹細胞）
を標的とする新規なマルチで広スペクトルのリン糖抗腫瘍剤により様々な

「非ラメラ液晶」をナノ微粒子化した製材。主な特徴 :1. 様々な部位や手術方法

種類のがんの化学療法を革新する研究成果、
（2）新規な糖デンドリマー型 Gd-DTPA 錯体 MRI 造影剤により

( 腹腔鏡下手術など)に対応、2.プレフィルドした1 材をスプレーするだけの簡単
な使用方法、3. 従来のシート型癒着防止材より優れた癒着防止効果。今後、全て

鮮明・安全・高感度のがんの革新的な画像診断、
（3）内視鏡の曇り止め処理、
（4）潤滑性カテーテル、
（5）曇ら
ない細胞培養用器具を新規に開発。これらの研究成果を企業等との

の非臨床データを取得して治験を行うために、共同開発パートナーを求めてい

連携により実用化。

ます。
Farnex is developing a liquid spray-type adhesion preventing agent, which
comprises bioadhesive “non-lamellar liquid crystal” nanoparticles formed from
our original material. The characteristics are 1. applicable to various regions
and operations, 2. easy to use, and 3. better anti-adhesive effect. We hope that
non-clinical and clinical study will be conducted with a co-development partner.
10

浜松イノベーションキューブ
（HI-Cube）入居企業

203, Venture Port, 2-24-16 Naka-cho Koganei City, Tokyo 184-0012, Japan

マイクロ流路チップ・セルソーター On-chip Sort

13

Hamamatsu Pharma Research,Inc.

〒184-0012 東京都小金井市中町 2-24-16 農工大・多摩小金井ベンチャーポート203

042-385-0461

Available in English

(1) Novel multiple type and wide spectral antitumor agents of phospha sugar derivatives targeting IER5/Cdc25B (or stem cells) to innovate in chemo-therapeutic treatments against various kinds of cancer
cells, (2) novel sugar dendritic Gd-DTPA complexes for MRI cancer
diagnoses, (3) endoscopes anti-fogged, (4) lubricated catheters, and
(5) anti-fogged cell cultivation instruments were developed.
11

出展企業紹介

Introduction of Exhibitors

遺伝子発現・タンパク同定受託解析を計画中の研究者

細胞工学、再生医療関連および微生物関連の研究機関など

The researcher planning gene expression analysis or protein identification analysis.

Researcher or engineer in regenerative medicine,cell engineering and microorganism.

（株）Oncomics

16

（株）AFIテクノロジー

Oncomics Co.,Ltd.

18

名古屋医工連携インキュベータ
（NALIC）入居企業

AFI Corporation

クリエイション・コア京都御車 入居企業

〒464-0858 愛知県名古屋市千種区千種 2-22-8 名古屋医工連携インキュベータ413

〒602-0841 京都市上京区御車道通清和院口上ル東側梶井町 448 番地 5 クリエイション・コア京都御車 207 号室

2-22-8 Chikusa, Chikusa-ku Nagoya City, Aichi 464-0858, Japan

448-5,Kajii-cho,Kamigyo-ku,Kyoto City, Kyoto 602-0841, Japan

052-744-5881

http://oncomics.co.jp

075-254-7400

http://www.afi.co.jp/

弊社は名古屋大学発バイオベンチャー企業として 2005 年 12 月に設立されました。

弊社はマイクロチップ技術で食品検査・臨床検査・バイオ研究に貢献することを目的に、革新的な細胞・細菌の

事業の一つとして「マイクロアレイによる遺伝子発現解析」や「質量分析によるタンパク質解析の研究受託」を

分離分析デバイスに関する研究開発を通じ、
ワンチップ統合型デバイスの普及を目指しております。独自に開

行っております。

発したマイクロデバイスは、電気的な作用で目的細胞を非標識かつ非侵襲で分離することができます。また、

また基盤技術をもとに肺腺癌における再発予測検査や膵臓がん血漿スクリーニング検査など
「弊社オリジナ

非標識で生きた細菌を選択的に分離、濃縮回収可能であることから食

ル検査の開発」を行ってきました。現在名古屋大学との共同研究において医薬品開発も行っております。

品検査向けにも期待されております。

We were established as from Nagoya University bioventure in December, 2005.
One of our business is a research services business of gene expression analysis with the microarray system and the protein analysis with the mass spectrometry.
In addition, we developed our original test. We are researching the pharmaceutical development in collaborative investigation now.

AFI Corporation is specialized in manufacturing innovative and high
quality of one chip device, and contributes to the area of Foods inspection, Clinical test and Bio research.
Our one-chip device is possible to separate the target cells in a non-labeled and non-invasive. And it enables to separate the cell for which a
separation was difficult in the past.

マイクロチップやマイクロ流路等、微細な立体物へのナノメータオーダのコーティングが可能です。

我々と共に心不全治療の新たな未来を切り開いて下さる企業

Micro-flow path and the like,those looking for a coating film of orader of nanometers to a fine 3D object.

Hope for collaboration to develop a next generation therapy for heart failure.

（株）FLOSFIA

17

iHeart Japan（株）

Available in English

FLOSFIA INC.

19

京大桂ベンチャープラザ 北館 入居企業
〒615-8245 京都市西京区御陵大原 1-36 京大桂ベンチャープラザ北館

075-963-5202

Available in English

iHeart Japan Corporation

クリエイション・コア京都御車 入居企業
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町 53 京都大学メディカルイノベーションセンター

Kyodai Katsura Venture Plaza North, 1-36, Goryo ohara,Nishikyo-ku,Kyoto City, Kyoto 615-8245 Japan

Kyoto University Medical Innovation Center, 53 Shogoin Kawaharacho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8507, JAPAN

http://www.flosfia.com

京都大学で開発されたミストCVDをコア技術とする京大発ベンチャーです。

12

Available in English

050-3595-1810

http://www.iheartjapan.jp/

「重篤な心疾患を治療する再生医療等製品」
と
「医療品開発段階での心臓安全性評価に使用するリサーチ・

気体のように扱える液体「ミスト」を使い、
さまざまな膜を液体から成膜反応 (CVD)させる技術です。

ツール」の研究開発を行っている。再生医療等製品は、心筋細胞を含む混合細胞の多層体を心臓に貼付し、現

マイクロチップやマイクロ流路など微細な立体物へナノメータオーダの非常に緻密な薄膜を非真空で低コス

在は治療法が無い拡張型心筋症などを治療する。リサーチ・ツールは、心臓

トで成膜することが可能です。

組織を模した細胞シートを用いて、医薬品の候補物質が心臓に与える影響、

絶縁膜や導電膜成膜や耐食コーティング等、幅広い応用が期待できます。

特に不整脈を起こす作用の有無を調べる。

FLOSFIA is a venture with a mist-CVD technology that has been developed at Kyoto University in core technology.
Use the liquid “mist” that can be handled like a gas,it is a technique for deposition reaction(CVD).
It is possible to deposit a very dense thin film of nanometer order to the micro-chip and micro-channel such
a fine 3D object.

iHeart is developing “regenerative medicinal product for severe heart failure”
and “research tool for in vitro assessment of cardiac toxicity of drug candidate”. The flagship RMP is multi-layered cell sheets of cardiac cell mixture
including cardiomyocytes. The flagship RT is a cardiac cell sheet to detect
a potential of proarrhythmia beyond or without QT prolongation.

13

出展企業紹介

Introduction of Exhibitors

分析・解析サポートが必要な方

iPS細胞・幹細胞の核型解析、抗体医薬の細胞作製、人工染色体ベクターでビジネスパートナー!!

For the support of your analysis.

Strong interest in chromosome analysis, artificial chromosome vector!!

JFEテクノリサーチ（株）
20

（株）chromocenter

JFE Techno-Research Corporation

22

神戸医療機器開発センター（MEDDEC）入居企業
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目 7 番 1 号

chromocenter Inc.

神戸健康産業開発センター（HI-DEC）入居企業
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町 6-7-4 HI-DEC 4F

2-7-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan

HI-DEC 4F, 6-7-4,Minatoshima Minami-machi, Chuou-ku, Kobe City, Hyogo 650-0047, Japan

03-3510-3400

http://www.jfe-tec.co.jp/

弊社では創薬・製剤研究及び品質管理等について非破壊検査装置、
ナノ材料

078-599-9383

http://www.chromocenter.com/

・人工染色体技術を用いた抗体医薬品等のタンパク質発現細胞株作製受託サービス

評価技術及び微量分析技術等で皆様の開発・品質管理のサポートをさせて

長期培養後も発現が安定、
クローン間での発現量のばらつきが小さい、多コピー化により発現量を増やすこ

頂いております。
この度新たに
「医薬品不純物分析事業」
を開始いたしました。

とが可能、複数の遺伝子を発現量をコントロールして同時に発現させることが可能。

非破壊検査装置は紫外、可視、赤外からテラヘルツ領域まで、弊社が持つ幅

・染色体解析技術を用いて再生医療で用いるiPS 細胞等の安全性評価

広い波長帯域での分光イメージング技術や画像情報の高速処理技術を皆

Q-band, G-band, FISH, mFISHによる染色体異常解析

様の課題解決に是非活かして下さい。
JFE Techno-Research Corporation are supporting development and quality control
with nondestructive inspection system, nano material evaluation technique and microanalysis technology, etc. about innovative drug development, a medicine manufacturing study and quality control, etc. in our company. We have begun “impurities
analysis business of medical supplies” newly this time.

Our technical strength resides on ability to introduce a large set of genes and their regulatory regions into practically any cells. Those genes are introduced to host in a form
of artificial chromosomes, which enable us to develop stable cell lines compared with
plasmid vector.
Providing simple chromosome analysis (Q-band, G-band), FISH, multi color FISH, and
high resolution gene mapping services.

マイクロ流路、微細加工の受託企業をお探しの方

事業パートナー& 開発パートナー
Seeking collaboration partner.

The person looking for a micro flow channel and a trusting enterprise of fine fabrication.

シーエステック（株）

21

オンコリスバイオファーマ（株）

CSTEC CORPORATION

23

神戸健康産業開発センター（HI-DEC）入居企業
〒569-0078 大阪府高槻市大手町 3-60

Available in English

Oncolys BioPharma Inc.

神戸健康産業開発センター（HI-DEC）入居企業
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-1-28

3-60, Otemachi, Takatsuki City, Osaka 569-0078, Japan

072-662-9191

14

Available in English

4-1-28 Toranomon,Minato-ku,Tokyo 105-0001,Japan

http://www.cstec-jp.com/

03-5472-1578

http://www.oncolys.com

フィルム・テープなどへの精密加工事業を行っています。近年、微細加工のニーズに対し特殊レーザー機を導

腫瘍溶解ウイルス技術を事業化するために設立されたベンチャー企業で、
ウイルス学に立脚した技術を駆使

入しました。この特殊レーザー機は他社にできない超微細加工が可能で、新規にマイクロチップやマイクロ流

して、主にがんの治療や診断にイノベーションを起こします。腫瘍溶解ウィルス・OBP-301(テロメライシン)

路を検討されている事業者との面談を希望します。レーザー加工するこ

の臨床試験が進行中で、腫瘍免疫増強効果も期待されています。 OBP-401(テ

とで新規構築の際の型費用ゼロ、加えて外部購入の規格品とは違い、安

ロメスキャン) は血中のがん細胞を検出するリキッドバイオプシー技術であり、抗

価で 1 枚から様々な形状・構造を試すことが可能です。

がん剤の選択や治療効果判定に利用できます。

Film and tape and the like in addition to the precision processing business in recent years, micro-machining needs special laser machines.
This laser is ultra-micro-machining, micro chip, or flow path is considering business meeting to the desired. The initial investment cost-benefits,
zero cost, one can be purchased, from a variety of different shapes and
structures can try.

Oncolys aims to create innovative cancer therapy and diagnostics through its
unique technology by oncolytic virus. The clinical trials of Telomelysin are ongoing
and its immuno-oncological effects are expected. TelomeScan is a unique technology of liquid biopsy to detect Circulating Tumor Cells(CTC) in human blood,
used for selection of optimal cancer medicines and monitoring treatment efficacy.

15

出展企業紹介

腐植と微生物の力で環境浄化 ! 新たな利用分野と連携先を求めます。

中小機構のバイオ系インキュベーション

Environmental cleanup in the power of humus and microorganisms. We are looking for new business partners, and new Field.

Our Incubation facilities for Bio-ventures

（株）
ワールド・リンク

24

中

北海道

WorldLink Co,.LTD.

01 北大ビジネス・スプリング

〒001-0021
北海道札幌市北区北 21 条西 12-2

クリエイション・コア福岡 入居企業

TEL.011-728-8686
FAX.011-728-8687

〒818-0041 福岡県筑紫野市上古賀 3-2-16 クリエイション・コア福岡 205 号室
Creation Core Fukuoka 205, 3-2-16 Kamikoga, chikushino City,Fukuoka 818-0041, Japan

092-918-5201

東

http://f-worldlink.com/
02

北

（東北大学連携ビジネスインキュベータ）
〒980-8579
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-40

弊社は、環境関連商品 / 技術 / 開発 / 販売を行っております。
今回の BioJapan では、弊社が取り扱う様々な環境関連技術のなかから、企

TEL.022-726-5866
FAX.022-721-0630

業連携によって開発した「腐植と微生物を併用した環境浄化技術」をご紹介
致します。

関

ため池、
干潟といった場所に堆積する有機物の分解促進、
観賞魚水槽や養殖地

〒277-0882
千葉県柏市柏の葉 5-4-19

Our company sells environmental cleanup products.
We will introduce the “humus and microorganisms in combination with the environmental cleanup technology”.
This technique is intended to decompose the Organic matter deposited in locations such as ponds and mud flats.
Other than, it can also be used for water quality maintenance of aquarium and
aquaculture . Please come and visit us to our booth.

TEL.04-7136-8815
FAX.04-7136-8850

04 千葉大亥鼻イノベーションプラザ
〒260-0856
千葉県千葉市中央区亥鼻 1-8-15
千葉大学亥鼻キャンパス内

TEL.043-221-0981
FAX.043-221-0982
05 農工大・多摩小金井ベンチャーポート

シルク素材のスキンケアや医薬品に向けた研究開発のパートナーを求めています
We are looking for R&D partners to develop silk-based materials for medical use.

（株）アーダン

25

Available in English

〒184-0012
東京都小金井市中町 2-24-16
東京農工大学小金井キャンパス内

TEL.042-382-3855
FAX.042-382-1566
06 東工大横浜ベンチャープラザ

〒226-8510
神奈川県横浜市緑区長津田町 4259-3

Adan Co.,Ltd.

TEL.045-989-2205
FAX.045-989-2206

くまもと大学連携インキュベータ 入居企業

TEL.052-744-5110
FAX.052-744-5160

畿

09 京大桂ベンチャープラザ 北館

州

14 クリエイション・コア福岡

〒818-0041
福岡県筑紫野市上古賀 3-2-16

TEL.092-929-2218
FAX.092-929-2238

15 くまもと大学連携インキュベータ
〒860-0812
熊本県熊本市中央区南熊本 3-14-3

TEL.096-364-5115
FAX.096-364-5116

〒615-8245
京都府京都市西京区御陵大原 1-36

TEL.075-382-1062
FAX.075-382-1072

10 京大桂ベンチャープラザ 南館

東

03 東大柏ベンチャープラザ

の水質維持の素材をお探しの方は、
是非弊社のブースへお立ち寄りください。

九

〒464-0858
愛知県名古屋市千種区千種 2-22-8

近

T-Biz

部

08 名古屋医工連携インキュベータ
（NALIC）

〒615-8245
京都府京都市西京区御陵大原 1-39

TEL.075-382-1252
FAX.075-382-1262

11 クリエイション・コア京都御車
〒602-0841
京都府京都市上京区河原町通
今出川下る梶井町 448-5

TEL.075-253-5242
FAX.075-255-4684

01

12 神戸医療機器開発センター
（MEDDEC）

〒650-0047
兵庫県神戸市中央区港島南町 7-1-16

TEL.078-306-1162
FAX.078-306-1163

13 神戸健康産業開発センター
（HI-DEC）

〒650-0047
兵庫県神戸市中央区港島南町 6-7-4

TEL.078-304-6227
FAX.078-304-6890
02

07 浜松イノベーションキューブ

（HI-Cube）
〒432-8003

〒894-0007 鹿児島県奄美市名瀬和光町 7 番地 8
7-8 Nazewako, Amami City, Kagoshima 894-0007, Japan

0997-54-2378

http://adan.co.jp/

静岡県浜松市中区和地山 3-1-7

TEL.053-478-0141
FAX.053-473-7221

絹 (シルク)を主原料としたスキンケア商品、医薬部外品の製造販売を行う。生体親和性が高く強度にも優れ、
調温調湿性、抗菌作用を有するシルクは再生医療素材としても注目されている。国内外の研究機関において

09 10
12 13 11

シルクがアンチエイジングや皮膚再生促進に有効であると評価されたことから、鹿児島大学とともに特許を出

05 03
06 04
08

07

願。シルク高配合の高機能化粧品や医薬部外品素材への応用に向けて研究開発
を行っている。
Silk is drawing attention as a material for regenerative medicine with high biocompatibility, strength, anti-bacterial action and properties to control temperature
and humidity. We are continuously undertaking research and development to
apply new technology to rich-in-silk highly functional cosmetics and quasi-drug
materials.
16
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15

17

プレゼンテーションスケジュール

■ 日 時／2016 年 10 月 12 日㊌
14:10〜16:10
■ 場 所／BioJapan2016 会場内 プレゼン会場 D

Schedule of exhibitor's presentation
◆ 各テーマとも、
約 5 分間のプレゼンテーションを行います。
14 : 10

（株）ユニアル
UNIAL Co.,Ltd.

エビデンスを有する国産機能性食品原料のご紹介

14 : 15

（株）TBA

インテリジェント・サーフェス（株）
医療機器表面に生体親和性を

（株）
オーダーメードメディカルリサーチ
全ての膜タンパク質を対象とした抗体医薬の開発

ジーンフロンティア（株）
画期的なバイオ医薬創出のためのソリューション

A-CLIP Institute

難治性血管炎治療用の抗体医薬 VasSF の開発

14 : 50
15 : 00

エムバイオテック（株）
マイコプラズマ感染症最先端予防医療

（株）
プロテイン・エクスプレス

On-chip Biotechnologies Co.,Ltd.

最先端の細胞解析分離技術とシングル・セル解析技術のご紹介

15 : 20

（株）
ファルネックス
生体付着性ナノ微粒子による液状・スプレー型癒着防止材

18

15 : 40
15 : 50

（株）AFIテクノロジー
AFI Corporation

マイクロチップ技術を応用した革新的な細胞・細菌の分離分析デバイス

15 : 55

JFEテクノリサーチ（株）

医薬品、
医療機器、
再生医療現場での 非破壊検査装置・分析技術のご紹介 〜ハイパースペクトルカメラ〜

16 : 00
16 : 05

08

09

20

JFE-TEC’s spectral imaging techniques, Hiper-Spectral Camera in the fields of biotechnology, medicine,
pharmaceuticals, etc.

（株）アーダン

25

Adan Co.,Ltd.

シルクの再生医療への利用

16 : 10

18

Novel and innovative one-chip device for cell/bacteria separation and analysis.

Development of silk-based materials for regenerative medicine.

プレゼンテーション場所

1F 展示ホール
パートナリング会場

10
展示会場

12

中小機構ブース

Cutting Edge Cell Base Assay Technologies.

Farnex Incorporated

15 : 25

06

Introduction of VHH antibody screening service.

（株）
オンチップ・バイオテクノロジーズ

16

gene expression analysis and protein analysis.

JFE Techno-Research Corporation

Precision Preventative Medicine for Mycoplasma Infectious Diseases.

ProteinExpress Co.,Ltd.
VHH 抗体のスクリーニングサービスのご紹介

15 : 10
15 : 15

05

Development of VasSF Antibody drug for induction therapy in MPO-ANCA-related Vasculitis.

M Bio Technology Inc.

15 : 05

04

Unique Solutions for Innovative Biologics.

（株）A-CLIP 研究所

（株）Oncomics
研究受託 −遺伝子発現解析およびタンパク質解析−

Development of therapeutic antibodies for any membrane proteins.

GeneFrontier Corporation

14 : 45

15 : 35

15

Innovative and Strategic Medical and Biological Materials against Tumors: Preclinical Studies on IER5/
Cdc25B Targeted Novel Phospha Sugar Antitumor Agents, Tumor Accumulative Sugar Dendritic Gd-DTPA
Complex MRI Contrast Agents, and Biocompatible Materials.

Oncomics Co.,Ltd.

giving the biocompatibility to the surface of medical devices.

Order-made Medical Research Inc.

14 : 35
14 : 40

02

革新的対がん戦略マテリアル研究所

Research Institute for Innovative and Strategic Materials of Medical Technology against Tumors
革新的対がん戦略医用・バイオ材料 :IER5/Cdc25Bを標的とする新規な分子標的リン糖抗腫瘍剤、
腫瘍集積性糖デンドリマー型 Gd-DTPA 錯体 MRI 造影剤及び低侵襲性医用・バイオ材料の前臨床研究

Introduction of C-PAS for rapid DNA testing.

Intelligent Surfaces,Inc.

14 : 30

01

Introduction of Japanese functional food raw material having the evidence.

TBA Co.,Ltd.
簡易 DNA 検査を可能にするC-PAS の紹介

14 : 20
14 : 25

15 : 30

13

プレゼン会場 D

a liquid spray-type adhesion preventing agent composed of bioadhesive nanoparticles.

19

出展企業一覧
創薬・診断
Therapeutic Drug /
Diagnostic

再生医療・細胞（治療） 機器・分析（サービス）
Regenerative Medicine /
Medical Device /
Cel Therapeutics
Analytic Equipment & Service

Exhibitors List

01
02

18
04

19

03

化学品
Fine Chemicals

ヘルスケア
Healthcare

環境・エネルギー
Environment /
Energy

コチラからも中小機構ブースの
情報が閲覧できます。
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20
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07

09
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14

17

10

11

15

16

中小機構ブース
SME Support, JAPAN Booth

13

22

25

23

24

14 （株）浜松ファーマリサーチ

ユニアル
01 （株）
UNIAL Co.,Ltd.

Hamamatsu Pharma Research,Inc.

02 （株）TBA

15

TBA Co.,Ltd.

03 （株）ゲノム創薬研究所

Genome Pharmaceuticals Institute Co.,Ltd.

・サーフェス（株）
04 インテリジェント
Intelligent Surfaces,Inc.
オーダーメードメディカルリサーチ
05 （株）
Order-made Medical Research Inc.

06 ジーンフロンティア（株）
GeneFrontier Corporation

（株）
07 OST
OST Corporation ltd

A-CLIP 研究所
08 （株）
A-CLIP Institute
09 エムバイオテック（株）
M Bio Technology Inc.

プロテイン・エクスプレス
10 （株）
ProteinExpress Co.,Ltd.
（株）
11 セルジェンテック
CellGenTech,Inc.

12 （株）オンチップ・バイオテクノロジーズ
On-chip Biotechnologies Co.,Ltd.

ファルネックス
13 （株）
Farnex Incorporated

革新的対がん戦略マテリアル研究所

Research Institute for Innovative and Strategic
Materials of Medical Technology against Tumors

16 （株）Oncomics
Oncomics Co.,Ltd.

17 （株）FLOSFIA
FLOSFIA INC.

18 （株）AFIテクノロジー
AFI Corporation

19 iHeart Japan（株）
iHeart Japan Corporation
20

JFEテクノリサーチ（株）

JFE Techno-Research Corporation

21 シーエステック（株）
CSTEC Co.,Ltd.

22 （株）chromocenter
chromocenter Inc.

23 オンコリスバイオファーマ（株）
Oncolys BioPharma Inc.

ワールド・リンク
24 （株）
WorldLink Co,.LTD.

25 （株）アーダン

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

Adan Co.,Ltd.

創業・ベンチャー支援課

〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル

Tel.03-5470-1574

37th Mori Bldg. 3-5-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-8453, Japan

http://www.smrj.go.jp/incubation/

