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トピックス

今期はイベント開催や発表会など、各企業さんも活発に活動されていました。掲載記事も多く、４ページになりました。

独立行政法人中小企業基盤整備機構 和光理研インキュベーションプラザ

「ＩｏT/AI活用セミナー」を開催しました
～ ＩｏT/AI活用による生産現場の改善 ～

主催 ： （独）中小機構 （和光理研インキュベーションプラザ）
共催 ： （公財）埼玉県産業振興公社／和光市商工会
日時 ： ２０１９年７月１２日（金） 16：00～17：30
会場 ： 和光市商工会 研修室

【講演１】 「生産現場のＩｏＴ/ＡＩ活用と導入について」
（公財）埼玉県産業振興公社・新産業振興部 コーディネーター 山脇隆司氏

【講演２】 「導入事例の紹介」
（公財）埼玉県産業振興公社・新産業振興部 コーディネーター 三神哲夫氏

動画を交えての分かり易い事例紹介もあり、参加者からは、自社の現場改善の参考にしたいなど
好評でした。

山脇隆司氏 三神哲夫氏

動画での事例紹介

「第24回 埼玉ベンチャーピッチ」で当プラザの４社が発表しました
（和光理研インキュベーションプラザの入居企業で構成）

主催 ： 埼玉県／さいたま市／（公財）埼玉県産業振興公社
／（公財）さいたま市産業創造財団／デロイトトーマツ
ベンチャーサポート（株）
後援 ： 関東経済産業局
日時 ： ２０１９年９月９日（月） 1５：00～1６：30
会場 ： 大宮ソニックシティビル ９０６会議室

当プラザ入居企業の４社（アール・ナノバイオ（株）／オドレート（株）／（株）Bond Factory／メルスモン製
薬（株））が発表しました。
台風明けで交通機関が乱れている中でも、たくさんの皆さんにご参加いただきました。

アール・ナノバイオ（伊藤氏） オドレート（石田氏） ボンドファクトリー（森田氏） メルスモン製薬（高橋氏）

発表の様子 名刺交換会
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消防訓練を実施しました （入居者連絡会議）

２０１９年９月２７日

主催 ： （独）中小機構 （和光理研インキュベーションプラザ）
日時 ： ２０１９年９月２７日（金） 13：30～14：30
会場 ： プラザ施設内
内容 ： 防災講習会／通報・避難誘導訓練／水消火器による消火訓練／

防災管理者からの講評

入居企業、１５社（２９名）にご参加いただき消防訓練を実施しました。天候にも恵まれ無事訓練を実施
することができました。訓練後に、引き続き入居者連絡会も実施しました。

防火管理者による防災講習会

避難終了確認 消火訓練 防火管理者からの講評 訓練後の入居者連絡会

パネルディスカッション『地域からイノベーションを継続して生み出すには』
を開催しました

主催 ： （独）中小機構 （和光理研インキュベーションプラザ）
日時 ： ２０１９年９月１３日（金） 15：00～18：00
会場 ： 和光市中央公民館 第１会議室

＜講演＞
テーマ１「研究機関発ベンチャーの取り組みに期待すること／貢献できること」
（1）研究者：理化学研究所 光量子工学研究センター 和田智之氏
（2）自治体：和光市市長 松本武洋氏
テーマ２「研究成果の事業化を、数多く実現していくにはどうしたらよいか」
（3）大企業：（株）東芝 経営企画部 新規事業推進室 米澤 実氏
（4）研究所：理化学研究所 イノベーション事業本部長 油谷好浩氏

＜取り組み事例紹介＞
理化学研究所 イノベーション事業本部 半田敬信氏

＜パネルディスカッション＞
研究者：理化学研究所 和田智之氏
自治体：和光市市長 松本武洋氏
大企業：（株）東芝 米澤 実氏
研究所：理化学研究所 油谷好浩氏
モデレーター：和光理研インキュベーションプラザ 吉田憲司

和田智之氏

松本武洋氏

米澤 実氏

油谷好浩氏

半田敬信氏

７３人の方々にご参加いただ
き、大変盛況でした。

中小機構関東本部
中沢孝雄
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新聞・業界誌等への掲載・報道

（株）Ａ-Ｐｌｕｓ
新聞各社に紹介されました。
「福島県田村市で野菜工場着工 農業ベンチャーのA-plus」
日本経済新聞 2019/8/24

「世界初」野菜の自動搬送 田村に大型植物工場 来夏操業開始へ」
読売新聞 2019/8/24

「A-Plus／ファーム＆ファクトリー田村植物工場の新築を計画／S造2階建て、5211平方メートル、世界
初の自動搬送システム」
建設新聞 2019/8/26

インテグレーションテクノロジー（株）
HILSに小規模タイプ 実車両使わずECUテスト
日刊工業新聞 2019/8/7

（合同）トレスラボ
IoT化支援に強み 自ら評価・分析し、解決策提示
化学工業日報 2019/8/1

オドレート（株）
ラジオ番組（文化放送）『なな→きゅう』で紹介されました。
文化放送 2019/8/22 放送

新聞掲載「気になる体臭見える化 オドレートが郵送キット 測定結果・ケア方法提供」
日刊工業新聞 2019/9/24 

アワード受賞・補助金採択など

（株）WAGOグリーンプランニング（現：（株）A-Plus）

めぶきビジネスアワード（奨励賞）受賞（常陽銀行）
2019/6/21

プラン：「研究開発施設や各施設を伴う完全閉鎖型植物工場の建築計画」

（株）Ion Chat Research
平成31年度埼玉県中小企業等外国出願支援事業補助金』に採択
2019/7/29
（公財）埼玉県産業振興公社：優れた技術等を有する埼玉県内中小企業者等の海外事業展開を支援するため、外国出願等に伴う費用
の一部を補助。

（株）プロテックス
『埼玉県AIを活用した機器等開発・実証補助金』の共同開発体（採択機関：理化学研究所）に採択
2019/6/25

テーマ：「ＡＩ創案ＢＥＦペプチドを用いたウイルス可視化システムの開発」

アール・ナノバイオ（株）
令和元年度『埼玉県先端製品開発費補助金』（医療イノベーション分野）に採択
2019/6/24

事業テーマ：「マイクロアレイ・バイオチップを用いた広範な疾患診断システムの開発」

「（株）メガオプト」⇒「（株）ニレコ」
（合併による組織変更）２０１９年１０月１日

略式合併により、（株）メガオプトは解散し、
（株）ニレコと合併しました。

「（株）ＷＡＧＯグリーンプランニング」⇒「（株）Ａ－Ｐｌｕｓ」
（社名変更）２０１９年６月２１日

社名を変更し
ました。
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お知らせ

編集者／企画制作：独立行政法人中小企業基盤整備機構和光理研イン
キュベーションプラザ ＩＭ室
所在地：351-0104 埼玉県和光市南2-3-13
電話番号：048-450-2041
ＵＲＬ：https://www.smrj.go.jp/incubation/wrip/

ＩＭ室から このところ、地球温暖化の影響なのか各地で異
常気象や台風の被害が目立ちます。幸い和光市近辺には甚
大な被害はないようです。

『 BioJapan 2019 』に
（株）プロテックスが出展します
２０１９年１０月９日（水）～１１日（金）

主催 ： BioJapan 組織委員会／バイオインダストリー協会
日時 ： ２０１９年１０月９日（水）～１１日（金）
会場 ： パシフィコ横浜 展示ホールB,C,D,アネックスホール
詳細 ： https://www.ics-expo.jp/biojapan/ja/

（独）中小機構ブース内に当プラザ入居企業の
（株）プロテックスが出展します。（D-54）

「板橋オプトフォーラム』開催
２０１９年１０月２３日（水）

主催 ： 板橋区産業振興課
日時 ： ２０１９年１０月２３日（水）
会場 ： 板橋区立グリーンホール／板橋区立文化会館
詳細 ： http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_oshirase/098/098826.html

【基調講演】 「バイオイメージング Cruising inside cells」
理化学研究所 宮脇敦史氏
【研究会】 技術シーズ発表
（1）理化学研究所 大森素形材工学研究室
（2）日本光学会 光設計研究グループ
（3）宇都宮大学 オプティクス教育研究センター

光学関連企業が集中している
板橋区が中心となり、光学関
連に特化した技術討論会です。

主催：和光理研インキュベーションプラザ

『 技術シーズ発表会 』開催 ～ 乳酸菌と腸内フローラの活用 ～
２０１９年１１月２２日（金） １３：３０～１７：３０

主催：（独）中小機構 （和光理研インキュベーションプラザ）
共催：（公財）埼玉県産業振興公社（産学連携支援センター埼玉）
日時：２０１９年１１月２２日（金） 1３：３０～17：30
会場：新都心ビジネス交流プラザ ４階会議室
詳細・申込み：
https://www.smrj.go.jp/incubation/wrip/event/2019/akn4gh000000e67d.html

【第１部】 基調講演 「乳酸菌のプロバイオティクスとしての可能性」
（株）明治 マーケティング開発統括本部 大力一雄氏

【第２部】 技術シーズ発表

（1）「腸内環境が関与する免疫のはたらき」
日本大学 生物資源科学部 細野朗氏

（2）「植物由来の乳酸菌の利用」
福島大学 農学群 熊谷武久氏

（3）「腸内細菌叢の解析結果に基づく機能性食品の開発」
シンバイオシス・ソリューションズ（株） 増山博昭氏

（4）「乳酸菌『発酵物』視点からの商品開発・
ウェルネスコミュニティー連携の

可能性について」
（株）光英科学研究所 小野寺洋子氏

今注目の腸内フローラや乳酸菌の活用技術について
の発表です。シンバイオシス・ソリューションズ（株）と
卒業企業の（株）光英科学研究所が発表します。

『メディカルジャパン』に
アール・ナノバイオ（株）が出展します
２０１９年１０月２３日（水）～２５日（金）

主催 ： リードエグジビジョンジャパン（株）
共催 ： （一社）日本病院会／（一社）日本介護協会
日時 ： ２０１９年１０月２３日（水）～２５日（金）
会場 ： 幕張メッセ １～３ホール
詳細 ： https://www.medical-jpn.jp/ja-jp.html

（公財）埼玉県産業振興公社と他４社との共同で、入居企
業のアール・ナノバイオ（株）が出展します。（14-22）
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