
中小機構ブースのご案内 小間No.D-21

Welcome to the
SME Support, 
JAPAN Booth!

中小機構が所有する29のビジネスインキュベータでは、
さまざまな分野で注目すべき最先端技術を持った約490社
の企業が、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27社が技術や製品をご提案
いたします。ぜひ当ブースにお立ち寄りください。

Take an opportunity to meet 27 cutting edge bio-ventures 
selected from around 490 tenant companies at our 29 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 27 companies presented here 
today seek to introduce their products and technologies, and 
represent the leading bio-ventures at our incubation facilities, 
which make up 30 - 40% of all occupants.
Stop by our booth to discover new possibilities!

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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出展企業一覧
Exhibitors List

株式会社 JFR

バイオ関連団体

JFR Co., Ltd.

日本バリデーション・テクノロジーズ株式会社

商社/代理店

Nihon Validation Technologies Corporation

株式会社フレンドマイクローブ

環境/エネルギー

Friend Microbe Inc.

株式会社ハニック・ホワイトラボ

化学/繊維

Hanic White Labo Co., Ltd

ファイトケミカルプロダクツ株式会社 Phytochem Products Inc.

シーエステック株式会社

機械/その他製造

CSTEC　CORPORATION

株式会社マイクロジェット MICROJET Corporation

株式会社積進 Sekishin Inc.

セルジェンテック株式会社

製薬

CellGenTech,Inc.

株式会社ファルネックス Farnex Incorporated

株式会社血栓トランスレーショナルリサーチラボ

医療/診断

Thrombo Translational Research Lab Inc.

株式会社TBA TBA Co.,Ltd.

株式会社プロテックス PROTECTS Co.,Ltd.

メディカルフォトニクス株式会社 Medical Photonics Co.,Ltd.

株式会社アイビーテック Intervention Technical Center Co.,Ltd

Blue Practice株式会社 Blue Practice Co., LTD.

株式会社ペルセウスプロテオミクス

バイオテック/創薬

Perseus Proteomics Inc.

シンバイオシス株式会社 Symbiosis Inc.

CELLINK株式会社 CELLINK KK

株式会社エヌビィー健康研究所 NB Health Laboratory Co. Ltd.

株式会社ナティアス

創業支援/製造受託

NATiAS Inc.

マイキャン・テクノロジーズ株式会社 MiCAN Technologies, Inc.

株式会社ロジック LOGIC　Co.,Ltd

株式会社幹細胞＆デバイス研究所 Stem Cell & Device Laboratory, Inc. (SCAD)

株式会社京都動物検査センター

その他（動物用医薬品CRO/福祉向け業務支援システム開発・販売/自然科学研究所）

Kyodoken Institute

株式会社エフトス FTS Co., Ltd.

株式会社ゲノム創薬研究所 Genome Pharmaceuticals Institute Co., Ltd

バイオ
関連団体

商社/
代理店

環境/
エネルギー

化学/
繊維

機械/
その他製造

製薬 医療/
診断

バイオテック/
創薬

創業支援/
製造受託

その他
（動物用
医薬品CRO）
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株式会社JFR
JFR Co., Ltd.

株式会社フレンドマイクローブ
Friend Microbe Inc.

日本バリデーション・テクノロジーズ株式会社
Nihon Validation Technologies Corporation

株式会社ハニック・ホワイトラボ
Hanic White Labo Co., Ltd

〒177-0044 東京都練馬区上石神井2-22-11
22-11, 2-Chome, Kamishakujii, Nerima-Ku, 
Tokyo, 177-0044, Japan
TEL.03-6279-7102

〒464-0858 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104
NALIC 104, 2 -22 -8 Chigusa, Chikusa-
ward, Nagoya-city, Aichi
TEL.090-1753-0482

〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町1-4
越谷弥生ビル 2F
Yayoi-Cho 1-4, Koshigaya-shi, Saitama
TEL.050-3536-1817

〒102-0082 東京都千代田区一番町
13-6-1505
13-6-1505 Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo 
102-0082 JAPAN
TEL.03-3556-5710

高い収量・生菌数が得られる培地組成・培養条件を最短数か月で
ご提案いたします。
１）既存の培地組成・培養条件の改良による製造時収量の大幅な向
上・生菌数の増加
２）新規菌株の分離同定から原料化までの製品開発、OEM製造まで
ワンストップで受託
様々な研究機関・国内外の協力工場との連携により、他に類のない
サービスを提供しています。有用微生物の製品開発支援はJFRにお
任せください。

我々は微生物を利用した技術開発、機能解析のノウハウを有する名古
屋大学発のベンチャー企業です。名古屋大学との共同での微生物関
連技術の受託研究業務を行なっています。微生物による有害物質の
分解技術の開発や作用機序の解析、その他微生物商材の開発などの
受託研究もお受けできます。これまでにカーボンナノチューブの生分
解に関する受託研究や、微生物を用いた油性排水の処理技術の提供
等を行なっております。

非経口薬において、これまで投与後に起こる物理的挙動はほとん
ど理解されておりませんでした。
Scissorは、世界初のバイオ医薬品が皮下環境に移された時に
遭遇する物理的な現象（サンプルに対するストレス）をシミュレー
ションすることが可能な装置です。
皮下環境下での医薬品の拡散、凝集の様子を視覚的にも定量
データとして捉えることが可能です。
世界で支持されている最新のテクノロジーを是非ご体感くださ
い。

1947年創業から口腔ケア商品の製造販売、”歯に膜を作る”技術
を研究し、世界で特許を取得しています。①歯に塗って10秒で歯を
白く化粧する歯のマニキュア。②20年に及ぶ大学との共同研究で
虫歯原因菌の増殖抑制効果・歯周病原因菌の抗菌効果のエビデ
ンスを取得し、学会でも発表。１回塗るだけで歯に被膜して12時間
以上持続する今までにない口腔ケア”歯膜剤シマック”。 ２つの世
界初アイテムを開発し販売しています。

We will propose a method to improve the existing medium 
composition and culture conditions, signifi cantly increase the 
yield and the viable cell count within a few months. We also 
provide one-stop services from isolation and identifi cation of 
new strains to product development and OEM manufacturing 
( in col laborat ion with var ious research inst i tutes and 
cooperating factories in Japan and abroad).

We are a Nagoya University venture company with expertise 
in microbial technology development and functional analysis. 
We conduct contract research on microorganism-related 
technology in collaboration with Nagoya University. We can 
accept contract research to develop microbial degradation 
technology for harmful substances, analyze the mechanism of 
action, and develop other microbial products.

Pion Scissor is the world's first instrument that can simulate 
the physical phenomenon encountered when a biopharmacy is 
transferred to the subcutaneous environment.
It is possible to visually grasp  and to get as quantitative data 
the state of diffusion and aggregation of pharmaceutical 
products in a subcutaneous environment.
Please experience the latest technology used in the world. 

We can introduce to you two main products with added value.
News1: Dental manicure that make up really whitens the teeth in 
only 10 seconds.
News2:  Product name is "Shimac". Dental coating Film agent 
that make to avoid bacteria, and it can keep to clean oral cavity 
up or more 12 hours. So it is very eff ective in preventing tooth 
decay and periodontal disease. 

乳酸菌やビフィズス菌の原料の開発・製造について課題をお持ちの方 微生物関連の技術開発・解析で課題をお持ちの方 /油性排水でお困りの方

皮下注射剤の薬物動態をシミュレーションしたい方

Those who have problems in developing and manufacturing raw materials for lactic acid bacteria and bifi dobacteria Any issues in developments and analysis of microorganism-related technology?

You can simulate the DDS of subcutaneous injection in vitro! Come on ! Smart Distributor !  We have unique oral care products that was developed together with University. 
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和光理研インキュベーションプラザ 名古屋医工連携インキュべータ（NALIC）

彩都バイオイノベーションセンター 千葉大亥鼻イノベーションプラザ

世界初商品でオーラル市場を開拓！１国の販売を任せられるパートナー募集
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ファイトケミカルプロダクツ株式会社
Phytochem Products Inc.

株式会社マイクロジェット
MICROJET Corporation

シーエステック株式会社
CSTEC CORPORATION

株式会社積進
Sekishin Inc.

〒980-0845  宮城県仙台市青葉区荒巻字青
葉6-6-40　東北大学連携ビジネスインキュベータ
T-Biz 103号室
Tohoku University Cooperative Business Incubator 
T-Biz 103 6-6-40 Aza-Aoba Aramaki Aoba-ku 
Sendai City, Miyagi Prefecture
TEL.022-226-8818

〒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208号室
#208 Nokodai-Tamakoganei Venture Port, 
2-24-16 Naka-cho, Koganei-shi, Tokyo, 
184-0012
TEL.042-401-2366

〒611-0041 京都府宇治市槇島町大川原57-1
57-1 Ogahara Makishima-cho Uji-shi Kyoto 
TEL.0774-29-9037

〒627-0042 京都府京丹後市峰山町長岡　
1750-1
Head offi  ce 1750-1 Nagaoka, Mineyama-
cho, Kyotango City
Kyoto Goka offi  ce 42-1 Goka,
Mineyama-cho, Kyotango City, Kyoto
TEL.0772-62-1020

ファイトケミカルプロダクツは、東北大北川研究室で開発された世界
初のイオン交換樹脂法を活用し、未利用バイオマスに含まれる脂溶
性の機能性成分群を低環境負荷かつ安全・安心な形で高純度回収
しています。米ぬか由来の高純度スーパービタミンE、こめパラフィン
を製品化しました。研究用途、食品や化粧品用途で利用してくださる
企業を募集中です。

当社はインクジェットを応用して1細胞分離装置から高密度バイオ
チップの製造装置を開発・販売しています。今回は細胞株開発を大
幅に効率化できる１細胞分注機「x.sight」を紹介します。96ウェル
に最速3分、90％の確率で注入。染色不要でディスポ滅菌カート
リッジ採用により、コンタミ・ダメージフリー、簡単セットアップを実
現しました。無料オンサイトデモやバイオチップの製造に関する相
談を受け付けています。

精密打ち抜き加工、テープ・フィルムの貼り合わせ、レーザー微細
加工技術を組み合わせるハイブリット加工で、他社に無い微細で
量産性の高い、市場コストに見合うチップ部材を提案する事が出
来ます。特殊なレーザを使用することにより、微細な穴や流路（10
μ程度）を、フィルムや粘着剤など様々な素材に形成することが可
能です。テープやフィルムを活用した細胞培養プレートなど様々な
ライフサイエンス製品のご提案も可能です。

弊社は機械加工だけでなく装置一式を設計から加工、組立まで自
社技術者で対応する“ものづくり”集団です。
主に生産工場向けに合理化設備を製作してきましたが、その技術
を応用して大学や企業の実験室での作業の合理化につながる理
化学機器分野に進出しました。何かお困りごとがあればお気軽に
お申し付けください。

Phytochem Products utilizes the world's first ion exchange 
resin method developed in Tohoku University, and produces 
fat-soluble functional ingredients contained in inedible biomass 
in a safe with low environmental load. We have commercialized 
high-purity super vitamin E and paraffi  n from rice bran. We are 
looking for companies to use for research or functional tests, 
food and cosmetics.

We develop & sell devices applying inkjet technology for 
1-cell isolation & high-density biochip production. Our 1-cell 
dispenser "x.sight" greatly improves efficiency of cell line 
development and  dispenses 1-cells into 96 wells at the 
fastest 3 minutes, with 90% probability. Cell-dyeing is not 
required. Cleaning-, contamination-, damage-free and easy-
setup with disposable sterilized cartridges.

We manufacture customized microplates and microfluidic 
chips for life science by our advanced technologies such as 
precise punching, laser cutting and bonding processes. We can 
meet just 1 pc sample to high volume production according 
to market price. Especially our laser micro process can make 
tiny holes and grooves with 10μm level on fi lms and tapes, so 
please feel free to ask us what you need.

We make custom-made instruments and equipment in the fi eld 
of physics and chemistry equipment.

スーパービタミン E, バイオパラフィンを食品、化粧品原料、機能性試験で利用される方 シングルセル分離からバイオチップ製造までの最新インクジェット技術の応用

特殊加工技術を活用したライフサイエンス分野におけるご提案が可能です。 大学や企業の研究室での作業改善にお悩みの方

Application of latest inkjet technology: from single-cell isolation to biochip production

We can provide advanced cutting and bonding services for the life science market.

農工大・多摩小金井ベンチャーポート

神戸健康産業開発センター（HI-DEC)

T-Biz（東北大学連携ビジネスインキュベータ）

クリエイション・コア京都御車

Companies that use super vitamin E and bio paraffi n in food, cosmetic, and functional tests.05 07
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セルジェンテック株式会社
CellGenTech,Inc.

株式会社 血栓トランスレーショナルリサーチラボ
Thrombo Translational Research Lab Inc.

株式会社ファルネックス
Farnex Incorporated

株式会社TBA
TBA Co.,Ltd.

〒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
Cibadai Inohana Innovation Plaza1-8-15
Inohana, Chuo-ku, Chiba City 260-0856
TEL.043-441-4121

〒860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本
３-１４-３-３０
303,3-14-3 Minamikumamoto, Chuo-ku, 
Kumamoto, Japan 860-0812
TEL.096-288-1742

〒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
Tokyo Tech Yokohama Venture Plaza 
W202, 4259-3, Nagatsuta-cho, Midori-ku, 
Yokohama, Kanagawa 226-8510, Japan 
TEL.045-511-8028

〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉
6-6-40 T-Biz 307号室
T-Biz 307, 6-6-40 Aramaki-Aza-Aoba, 
Aobaku, Sendai, Miyagi, 980-8579
TEL.022-721-7822

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GMAC
の研究開発を行っています。脂肪細胞は、がん化リスクが低いと言わ
れ、寿命も約10年で、GMAC移植後治療タンパク質の長期に亘る
持続分泌が期待される再生医療等製品です。現在、LCAT欠損症を
対象に再生医療臨床研究にて、4年以上に亘る安全性・有効性が確
認されており、実用化に向けて治験を実施しています。

脳梗塞や心筋梗塞に代表される血栓症は最も深刻な病気です。弊社
は血栓症を克服した社会の実現を目指して、未病の段階で血栓（血液
の塊）の異常を検査する血液凝固検査システムの開発に取り組んでい
ます。実際、高性能の血液凝固検査「SMAT」を創出し、検査試薬キッ
トを上市しました。SMAT検査は血栓症の予備群(糖尿病患者など)
における血栓症の予測を可能とする事から、脳梗塞や心筋梗塞の予
防に貢献します。

弊社の非ラメラ液晶DDSプラットフォーム技術は、独自原料ま
たは医薬品添加物を駆使した世界屈指の液晶制御技術、様々な
ニーズに対応可能な豊富な処方バリエーションに基づき、現在ト
レンドの創薬から生まれた中分子化合物や難溶性化合物を含め
て、貴社薬物の持つポテンシャルを最大限引き出す可能性があり
ます。創傷被覆、リポソームを高機能化する技術にもご注目くださ
い。

遺伝子検査紙「C-PAS」を開発・製造しています。ターゲット遺伝
子が検査紙上の青色ラインで検出されます。デング熱、結核等の
感染症検査や薬剤耐性遺伝子検出を、PCRベースの確定検査と
して実施可能です。ベトナムにおいて臨床試験を行い、現行法のリ
アルタイムPCR検査およびNS1抗原検査と良い相関を得ました。
等温増幅を適用したPOCTの開発も行っています。国内外の研究
機関や企業と協業しております。

Cellgentech,Inc. is making efforts to develop "Genetically 
modified adipocyte-GMAC" which is a therapeutic gene 
transduced human adipocytes for patients suffering from 
intractable diseases. We confi rmed the improvement of lipid 
metabolism and complications based on LCAT deficiency 
more than 4 yrs. We are conducting the clinical trial for LCAT 
defi ciency with GMAC.

Our goal is to realize a society that overcomes thrombosis. 
We are currently developing a blood coagulation test system 
for evaluating abnormalities in blood clot formation at a pre-
symptomatic state. In fact, we have invented a high-performance 
test “SMAT” and then launched the reagent kit. The SMAT test 
may contribute to the prevention of stroke and heart attack by 
predicting thrombosis in high-risk groups such as diabetes.

Farnex is willing to encourage your development of your 
active ingredient into a valuable medicinal product. Our non-
lamellar liquid crystal DDS platform technology can bring 
out the potential of active ingredients, including medium-
molecule compounds and poorly soluble compounds, based on 
a versatile liquid crystal control technique and a wide range of 
formulations adaptable for various needs.

We developed and manufacture genetic testing strip C-PAS, 
which detects target gene with blue line on the strip. It enables 
PCR-based confirmation test, for infectious diseases like 
Dengue and TB, and Drug Resistance gene detection. We did 
clinical trial in Vietnam, which result showed good correlation 
with Realtime-PCR and rapid test. More POCT using Isothermal 
Amplifi cation under development. 

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。 血栓症を予測する血液凝固検査法を一緒に開発していただけるパートナー

新たな DDS プラットフォーム技術で貴社薬物の製品化を後押しします 誰でもどこでも簡単に！遺伝子検査紙 C-PAS

We are seeking partners, pharmaceutical companies, life science related companies who are interested in our technology of “transduced adipocyte-based medicine” Seeking partners who cooperate with us to develop prognostic coagulation tests of thrombosis

A novel DDS platform technology to develop your active ingredient into an advanced product On-site genetic testing strip "C-PAS"
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千葉大亥鼻イノベーションプラザ くまもと大学連携インキュベータ

東工大横浜ベンチャープラザ T-Biz（東北大学連携ビジネスインキュベータ）
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株式会社プロテックス
PROTECTS Co.,Ltd.

株式会社アイビーテック
Intervention Technical Center Co.,Ltd

メディカルフォトニクス株式会社
Medical Photonics Co.,Ltd.

Blue Practice株式会社
Blue Practice Co., LTD.

〒351-0104  埼玉県和光市南2-3-13
和光理研インキュベーションプラザ206号室
Wako Riken Incubation Plaza 206, 2-3-13 
Minami, Wako, Saitama 351-0104, JAPAN
TEL.048-424-5722

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町
7-1-16
7-1-16,Minatojima Minami-machi,Chuo-
ku,Kobe,Hyogo
TEL.03-5363-9971

〒001-0021　北海道札幌市北区北21条西
12丁目コラボ北海道 Dルーム
Kita21-jonishi, Kita-ku, Sapporo, 
Hokkaido,Collaboration Hokkaido D Room
TEL.011-700-0202

〒107-0061 東京都港区北青山2-7-13
プラセオ青山ビル3階
Placeo Aoyama 3F, 2-7-13　Kitaaoyama, 
Minato-ku, Tokyo 107-0061, Japan
TEL.03-6271-1578

抗体検査サービス「イージードク」は、ワクチン接種後の抗体の保有
状況を抗原サンドウィッチELISAキット（自社開発）で精細にチェッ
クします！

「イージードク」は、申し込み～検査結果確認までの操作を全てスマ
ホで実行できます。スマホが不慣れでも、代表者が家族の分も一括
申込できます。
また、検査した最新の結果、過去の結果の全てをグラフ表示で比較
できるので、接種後の抗体価(量)の推移を把握できます。

動物実験や手術手技ができる3室のオペ室に内視鏡や外科用Cアー
ムX線装置等、最新の医療機器を整備し、実験動物技術スタッフが、
生体ブタを使った医療機器や再生医療等製品の研究開発・評価作
業を支援いたします。術後の観察も可能で、心筋梗塞などの病態モ
デルの作製や信頼性保証試験など様々な実験が可能です。また、脳
神経、循環器、呼吸器、消化器、泌尿器等の低侵襲手術等の手技ト
レーニングもサポートしております。

採血不要の計測器「CaLighD」は、血液のニゴリを測定すること
で、個人の代謝状況を確認することができます。また、個人の体質
に合った健康トータルサポートを行うサービス開発にも取り組ん
でいます。血液のニゴリの他、血糖値などの測定データの経時的
変化や食事写真から解析された摂取栄養素を表示できる機能や
ユーザーの体質に合った健康食品を購入できるECサイト、管理
栄養士からのアドバイス機能も搭載しております。

人の健康寿命に大きな影響を与える血管内病症の治療技術に
フォーカスし、先進の素材技術で血管の物理特性を忠実に再現し
本物の血管そっくりな感触をもつ先進の血管モデルが誕生しまし
た。Blue Practiceでは先進の血管モデルにセンサシステムを搭
載し、治療デバイスを操作する際に生じる血管への負荷を可視化
することで、これまでの医療トレーニングや医療デバイスの性能評
価を革新するソリューションをご提供します。

EasyDoc is a user-friendry antibody testing service with 
smartphones. 
The test is condcuted by using our unique ELISA kits and 
by measuring and analyzing the antibody titers from the 
specimens after self-blood collection.
EasyDoc provides a service that allows you to check your 
current antibody levels in comarison with the past data.

The latest medical equipment such as endoscopes, surgical 
C-arm X-ray equipment and so on, are installed in three 
operating rooms where animal experiments and surgical 
procedures training can be performed.  Our technical staff  of 
animal experiments will provide professional supports for your 
research and development, and evaluation works of medical 
device and regenerative medicine. 

The non-invasive lipid measurement device "CaLighD", which 
does not require blood collection, can check the metabolic 
status. We are also developing of services that provide total 
health support to individual. They are personal health data 
management function tool and an electronic commerce 
site and making suggestions /giving advice from registered 
dietitian.  

Focusing on endovascular diseases that have a great impact 
on human healthy life expectancy, an advanced vascular 
model has been created that closely reproduces the physical 
characteristics of blood vessel with material technology. We 
provides a solution that inovates medical training and medical 
devices evaluation by a sensor system in a vascular model and 
visualizing touch-feeling of operations.

ワクチン接種後の新型コロナ定量抗体検査サービス！検査希望先又は、販売協力先求む 再生医療・医療機器の研究開発・評価での動物実験に課題をお持ちの方

非侵襲で血液のニゴリを計測し、個人の体質に合った健康管理が可能に！ カテーテル治療に関わる全ての皆様に先進の医療用血管モデルシステムをご提供します

Infection-prevention measures for COVID-19 after vaccination.Quantitative Antibody Testing Service! Animal experiments in R&D and evaluation works of regenerative medicine / medical device

Noninvasive measurement of blood ”nigori” enables health management tailored to individual constitution! Providing the advanced medical vascular models system to everyone related catheter treatment. 
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和光理研インキュベーションプラザ 神戸医療機器開発センター（MEDDEC)

北大ビジネス・スプリング T-Biz（東北大学連携ビジネスインキュベータ）
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株式会社ペルセウスプロテオミクス
Perseus Proteomics Inc.

CELLINK株式会社
CELLINK KK

シンバイオシス株式会社
Symbiosis Inc.

株式会社エヌビィー健康研究所
NB Health Laboratory Co. Ltd.

〒153-0041  東京都目黒区駒場4-7-6
4-7-6, komaba, Meguro-ku, Tokyo, JAPAN
TEL.03-5738-1705

〒602-0841 京都府京都市上京区梶井町
448-5 クリエイション・コア京都御車302
#302 Creation Core Kyoto Mikuruma, 
448-5 Kajii-cho, Kamigyo-ku, Kyoto 602-
0841, Japan
TEL.075-746-3032

〒650-0047　神戸市中央区港島南町6-7-4
神戸健康産業センター106号室
#106 HI-DEC 7-4, 6-chome Minamimachi 
Minatojima Chuo-ku Kobe 650-0047 
JAPAN  
TEL.06-6948-5088

〒001-0021 北海道札幌市北区北21条
西12丁目２　北大ビジネススプリング301
#301, North 21 West 12-2,Kita-ku, 
Sapporo, Hokkaido 001-0021, Japan
TEL.011-708-7156

当社は東大先端研の研究成果を受けて設立したバイオベンチャー
企業で主にがん治療用抗体を開発しています。私たちの技術基盤は
長年に渡って培ってきた動物免疫と、ファージディスプレイ法による
抗体作製技術になります。当社の強みは、(1)標的選定、(2)蛋白質発
現、(3)抗体作製へとつなぐプロセスを確立しているところです。独自
の技術から創り出された抗体を、製薬事業パートナーとともに世界
の患者様にお届けしたい。

CELLINKは、医療の未来を創造するバイオコンバージェンス企業で
す。バイオプリンティング、イメージング、自動分注技術などの最先端
の技術で、皆様の生命科学研究・開発をサポートしています。2016
年1月にスウェーデンで創業し、現在は日本を含めた世界65か国以
上、2200を超える企業・アカデミアのお客様に製品を活用頂いてお
ります。

ウルトラファインバブルは、水と気体だけで作られる環境に優しい
次世代型新素材として注目されており、農産物・水産物の生育活
性化や界面活性剤を必要としない洗浄力で環境負荷の低減及び
節水など、さまざまな応用が期待されています。
実用化にはバブルの長期安定性が課題でしたが、弊社の開発し
たNanoGAS™技術は10年後も3割以上のバブル残存が確認さ
れ、医療分野を中心に実用化に向けた共同研究を進めています。

有望な創薬標的グループであるGPCRはその複雑な構造から、
GPCRに対する抗体の取得は難しく、抗体医薬は2製品しかない。
当社の次世代MoGRAAR Discovery Engineは、GPCRに対
する抗体取得の成功確率を飛躍的に向上させ、かつ世界的にも
最速でGPCR抗体医薬シーズの探索を可能にします。臨床試験
準備中のリード２つのほか、10以上の前臨床候補を保有してお
り、パートナー募集中です。

Perseus Proteomics is developing therapeutic antibodies by 
research achievements in the Univ of Tokyo. Our screening 
technology is animal immunization with unique human phage 
display. Our strength is established (1)target selection, (2) 
native target expression and (3) innovative screening. Our 
mission is to deliver the Created Antibodies to patients in the 
world with business partners of pharma.

Founded in 2016, CELLINK is the leading bioconvergence 
company that creates the future of medicine. With a focus on 
the application areas of bioprinting, imaging, and automatic 
dispensing, the company develops and markets innovative 
technologies that support researchers in the life sciences. Our 
products are trusted by over 2,200 laboratories and are being 
used in more than 65 countries.

The micro-nano bubble attracts attention as an eco-friendly, 
next-generation material. It is expected to promote the growth 
of agricultural or fishery products, and reduce environmental 
burden by using no detergent.
The practical use of micro-nano bubble was barriered by 
the lack of stability in micro-nano bubble. We developed 
“NanoGAS™” technology, existing the Nano-bubbles even after 
10 years.

GPCR is the promising drug discovery target, however, 
antibody targeting GPCR is hard to be obtained due to its 
complex structure and only two GPCR antibodies on the 
market. Our MoGRAA® Discovery Engine dramatically improves 
the antibody acquisition rate and enables the fastest search 
for GPCR antibody in the world. 2 projects are heading toward 
clinical with a dozen of pre-clinical candidates. 

抗体で切り拓く、未来の医療 3次元での細胞培養やゲル造形にご興味のある方

10 年消えないウルトラファインバブルで次世代型の商品開発を目指す法人様 First in class の抗体医薬を一緒に開発しませんか？

Our Antibodies open up Future Therapy Interested in 3D cell culture and 3D modeling?

Seeking partners who target Next Generation Product development with Nano-bubble existing for more than 10 years Shall we discover the therapeutic First in class antibody?
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名古屋医工連携インキュベータ（NALIC）

神戸健康産業開発センター（HI-DEC)

クリエイション・コア京都御車

北大ビジネス・スプリング
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株式会社京都動物検査センター
Kyodoken Institute

株式会社ゲノム創薬研究所
Genome Pharmaceuticals Institute Co., Ltd

株式会社エフトス
FTS Co., Ltd.

株式会社ナティアス
NATiAS Inc.

〒612-0861  京都府京都市伏見区下板橋町
585番地
585 Shimoitabashicho Fushimi-ku,Kyoto-
shi, Kyoto-fu 612-8073
TEL.075-612-0861

〒113-0033 東京都文京区本郷3-4-5
ハイムお茶の水2階D室
3-4-5-2D,Hongo,Bunkyo-ku 
113-0033,Japan
TEL.03-5684-8570

〒441-8113　愛知県豊橋市西幸町字浜池　
333-9　豊橋サイエンスコア307号室
307 Sciencecore, 333-9, Hamaike, 
Nishimiyuki, Toyohashi, Aichi, Japan 
TEL.0532-44-1322

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町
５丁目５－２
KIBC 353, 5 Chome-5-2 Minatojima 
Minamimachi, Chuo Ward, Kobe, Hyogo 
650-0047 Japan
TEL.078-599-9495

弊社は製薬会社や医療機器メーカー等から動物用医薬品の開発に
必要な試験を受託しているCROです。当局の承認を得るための書類
を作成し、医薬品・医療機器・再生医療開発をサポートいたします。
自社農場においては豚、牛、鶏、魚類、犬、猫等の飼育ができ、様々な
試験を行うことが可能です。動物用医薬品CROとして培ってきた技
術とノウハウを活かし、ヒト用の医薬品開発に関わる試験の実施や
研究に参画しています。

帝京大学薬学部寄付講座「カイコ創薬学」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

これまで 全 国500以 上 の 介 護 事 業 所 に介 護 記 録システム
「FTCare-iシリーズ」を提供してきたエフトスが、最新システム
「FTCare-i TOS」をリリースします！
FTCare-i TOSは国立研究開発法人日本医療研究開発機構

（AMED）の「令和2年度ロボット介護機器開発・標準化事業」に
採択され開発したシステムです。実証施設においてコスト削減を
含む大きな業務改善の成果を挙げています。 

ナティアスはナンバーワン核酸CDMOを目指し下記ビジネスを展
開中です。
①Blockmer™販売
当社は独自技術により高品質な多種Blockmer™を大量・安価に
製造。顧客のニーズに合わせてリーズナブルな価格で必要なだけ提
供します。
②核酸API受託製造
Blockmer™を原材料とする独自のブロック液相合成技術により、
高純度（98％以上）な核酸APIを大量・安価に受託製造します。

Undertaking the tests necessary for the development of 
veterinary drugs from pharmaceutical companies and medical 
device manufacturers. We will provide the best supports 
the development of pharmaceuticals, medical devices and 
regenerative medicine utilizing the technology and know-how 
cultivated as a veterinary drug CRO. Various tests can be 
conducted using annimal and fi sh bred on our own farm.

A bio-venture company of cooperation between industry and academia. 
And that is established to　rely on research of Professor Sekimizu , 
Teikyo University to put into practical use. 
1.To develop antibiotics
2.To develop functional health foods using innate stimulant index, and 
its entrusted business
3.To develop disease models using silkworm, and its entrusted business

EFUTOSU CO., LTD., which has provided the long-term care 
recording system "FTCare-i series" to more than 500 long-
term care facilities nationwide, has released the latest system 
"FTCare-iTOS"!
FTCare-i TOS is a system adopted and developed by the 
Japan Agency for Medical Research and Development (AMED) 
"R2 year robot nursing care equipment development and 
standardization project". 

NATiAS is expanding our business to become No.1 oligonucleotide 
CDMO.
①　Blockmer™　
With our proprietary technology, a variety of high quality Blockmer™ can 
be provided. We will meet our customer's needs with reasonable price.
②　Oligonucleotide APIs
We manufacture high-purity oligonucleotides in large quantities at 
low cost by using our unique liquid phase synthesis technology using 
Blockmer™.

動物用医薬品、動物を用いたヒト用医薬品等の試験を考えておられる方 医薬品・機能性食品シーズを探している製薬・食品企業

介護、福祉業界向けに業務改善の提案を行うコンサルタントやシステム販売会社 高純度の核酸 API を大量にリーズナブルな価格で調達されたい核酸医薬企業

Pharmaceutical companies and medical device manufacturers seeking testing veterinary drugs and human drugs. Pharma and food partners to develop new drugs and functional foods

Consultants and system sales for the Health and Welfare, Long-term Care Oligonucleotide therapeutics companies seeking large quantities of APIs with high purity (>98%) at a reasonable cost.
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東大柏ベンチャープラザ

浜松イノベーションキューブ（Hi-Cube)

神戸医療機器開発センター（MEDDEC）

神戸医療機器開発センター（MEDDEC）
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マイキャン・テクノロジーズ株式会社
MiCAN Technologies, Inc.

株式会社幹細胞＆デバイス研究所
Stem Cell & Device Laboratory, Inc. (SCAD)

株式会社ロジック
LOGIC Co.,Ltd

〒615-8245  京都府京都市西京区御陵大原
1-36京大桂ベンチャープラザ
Kyoto-University Katsura Venture Plaza, 
1-36 Goryo-ohara, Nishikyo-ku, Kyoto 
615-8245 Japan
TEL.075-381-3008

〒600-8491 京都府京都市下京区鶏鉾町４８０
オフィス・ワン四条烏丸１１階
OFFICE-ONE Shijo Karasuma 11F, 480, 
Niwatoriboko-cho, Shimogyo-ku, Kyoto
600-8491 Japan
TEL.075-754-8910

〒611-0041　京都府宇治市槇島町落合
121-1
121-1　Ochiai,Makishima-cho,Uji-
city,Kyoto Japan 
TEL.0774-23-5868

再生医療技術でiPS細胞や末梢血から作製するヒト白血球細胞 
Mylc を提供します。株細胞よりも高性能、末梢血や初代細胞より安
定供給でき、高精度・効率的かつ低コスト・スピーディーにin vitro
評価ができます。ウイルス研究（デング、新型コロナ）、創薬研究スク
リーニング、免疫機能性物質のプレリミナリー評価、安全性評価にご
利用ください。

当社は、神経疾患と筋疾患に対する疾患モデルの作製、および薬理
評価系の開発に取り組んでいます。多能性幹細胞関連技術とマイク
ロエンジニアリングを融合させた独自のアッセイ系を有しており、薬
理試験や毒性試験の受託、および共同研究を通じての評価系開発を
行っています。患者様血液由来の疾患特異的iPS細胞の樹立、神経
細胞の3次元培養系、筋組織の収縮性評価系にご興味がある方、是
非お声がけください。

海藻由来のカロテノイド「フコキサンチン」を主成分とした敏感肌
用美容液「ATPガード」の展示。立命館大学薬学部藤田隆司准教
授のエビデンス「アトピー性皮膚炎のかゆみ抑制」「皮膚バリア機
能の改善」などをもとに共同開発した製品で、アトピー性皮膚炎の
症状の改善が期待できる。原料成分の「フコキサンチン」は大変希
少で安定保存が難しいため、他社で同類の製品は見当たらず、ま
た、保存技術についても開発し特許申請済み。

MiCAN stably supplies human white blood cells, “Mylc”, derived 
from iPSC or PBMC. Mylc cell show higher performance than 
cell lines and are supplied more than primary cells. You can 
evaluate in vitro assay more accurately and effi  ciently in some 
R&D fi elds, especially for virus researches (Dengue, Covid-19), 
pharma screening assays, immune function and safety 
evaluations.

We develop unique in vitro disease models and assay systems for 
neuropathy and myopathy that are suitable for effi  cacy studies and 
toxicology tests in drug discovery research. If you are interested in 
disease-specific iPS cells established from patient blood samples, 
3D-cell culture devices for neural cells, and contractile assay platform 
for cardiac and skeletal muscle tissues, please contact us.

 "ATP Guard",a beauty essence for sensitive and atopic 
skin,which is mainly composed of seaweed-derived carotenoid 
"fucoxanthin" .This product was jo int ly developed with 
Associate Professor Takashi Fujita,Faculty of Pharmaceutical 
Sciences,Ritsumeikan Univ.,and can be expected to improve the 
symptoms of atopic dermatitis including itchiness.Our original 
storage technology is applied for a  patent.

製薬・化学・化粧品・食品業界で、感染症研究・免疫機能性評価を行う方へ 神経疾患・筋疾患の患者様由来 iPS 細胞株の樹立と疾患モデル細胞・薬理評価系

皮膚科のドクター様や薬局仕入れ担当者様のご来場をお待ちしております。

For researchers of infection and immune systems, in pharma/chemical/cosmetic fi elds Patient-derived iPS cells, disease models and assay systems for neuropathy and myopathy

Pharmacy dealer
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京大桂ベンチャープラザ北館 クリエイション・コア京都御車

立命館大学ＢＫＣインキュベータ
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中小機構の
インキュベーション

全国29拠点、入居企業数約490社。
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 29 incubation facilities nationwide 
and around 490 tenant companies.
We are the largest incubation business operator in Japan.

Incubation by Organization for
Small & Medium Enterprises and 
Regional Innovation, JAPAN （SME Support, JAPAN）

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）インキュベータ

（略称：BI施設）と呼びます。

Incubation means to “hatching”. In accord 
with this meaning, we cal l promoting 
growth and commercialization of new 
businesses as “business incubation”, and 
facilities used for this purpose as Business 
Incubation Facilities （BI）.

BI

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 staff s 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.

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.

インキュベーション施設では、皆さまに適
した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

通じ様々なサービスを提供する「ソフト」の2つの側面
により、ビジネス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）.

サポート体制
Support System
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　浜松イノベーションキューブ

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

東　北
02  T-Biz 
（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
TEL.022-726-5866　FAX.022-721-0630

関　東

中　部

03 和光理研インキュベーションプラザ
〒351-0104
埼玉県和光市南2-3-13
TEL.048-450-2041　FAX.048-450-2051

04 東大柏ベンチャープラザ
〒277-0882
千葉県柏市柏の葉5-4-19
TEL.04-7136-8815　FAX.04-7136-8850

05 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

06 農工大・多摩小金井ベンチャーポート
〒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

07

08

09

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

　   TEL.045-989-2205　FAX.045-989-2206

　  

 
　  （HI-Cube）
〒432-8003 
静岡県浜松市中区和地山3-1-7
TEL.053-478-0141　FAX.053-473-7221

名古屋医工連携インキュべータ　
　 （NALIC） 
　 〒464-0858 
　   愛知県名古屋市千種区千種2-22-8
 TEL.052-744-5110　FAX.052-744-5160    

近　畿 九　州

11

京大桂ベンチャープラザ  北館
〒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

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

12 彩都バイオイノベーションセンター
〒567-0085

TEL.072-640-1060　FAX.072-640-1080

13  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ｰ1ｰ16

バイオサイト・キャピタル㈱内
あさぎ7ｰ7ｰ15

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

14  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

15 立命館大学BKCインキュベータ
〒525-8577
滋賀県草津市野路東1-1-1
TEL.077-566-8333　FAX.077-566-8361

　  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ｰ14ｰ3
TEL.096-364-5115  FAX.096-364-5116

16

中小機構のバイオ系インキュベーション
Our Incubation facilities for Bio-ventures

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 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

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


