
中小機構ブースのご案内 小間No.D-54

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500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 500 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!



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500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 500 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）

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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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）

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 call 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 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.

IM

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

3



Introduction of Exhibitors

出展企業紹介

再生医療・細胞（治療）
Regenerative Medicine /  

Cel Therapeutics

機器・分析（サービス）
Medical Device /  

Analytic Equipment & Service

創薬・診断
Therapeutic Drug / 

Diagnostic

環境・エネルギー
Environment / Energy

化学品
Fine Chemicals

ヘルスケア
Healthcare

求む!
染色体解析とバイオ医薬品の生産効率化のご依頼をお待ちしてます！
We are professionals that monoclonality analysis of CHO cells.

01
〒683-8823 兵庫県神戸市中央区港島南町6-7-4 HI-DEC 4F
HI-DEC 4F, 6-7-4 Minatoshimaminami-machi, Chyuou-ku, Kobe

078-599-9383　 http://chromocenter.com/

（株）chromocenter
chromocenter Inc.

神戸健康産業開発センター

Available in English

弊社は、国内外の様々な医療用細胞（iPS細胞など）・医薬品生産細胞の染色体解析評価を実施させ
て頂いております。特に、バイオ医薬品生産細胞におけるモノクロナリティー評価については、FDA（アメ
リカ食品医薬品局）に認めて頂き、製薬企業・医薬品製造受託機関にもご活用頂いております。また、
特許技術人工染色体ベクターなどを用いて動物細胞によるバイオ医
薬品をはじめとした物質生産技術開発にも取り組んでいます。

We are the one and on ly in the wor ld , that cou ld determine the 
cell monoclonality of biopharmaceutical production cells from the 
chromosomes！ Methods to prove cel l monoclonal i ty, which are 
recognized by FDA. We are also working to improve the efficiency of 
biopharmaceutical production cells using our unique patented artificial 
chromosome vector.
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求む!
1細胞や1バクテリアを高速＆高確率でプレートに分離
Our device can isolate single cell or bacteria at high speed and high success rate

02
〒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,

042-401-2366　 http://inkjet-bio.com/index.html

（株）マイクロジェット
MICROJET Corporation

農工大・多摩小金井ベンチャーポート

Available in English

当社はインクジェットを応用した分注装置を開発しています。今回細胞株開発を大幅に効率化できる1細
胞分注機「x.sight」を展示します。96ウェルに最速3分、90％の確率で注入します。染色不要でディスポ滅
菌カートリッジ採用により、洗浄不要、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。限界希
釈やセルソーターでお悩みの方にぜひ使っていただきたい装置です。蛍光分離・細菌対応機もあります。

We will exhibit a product, “x.sight” single cell dispensing 
device, which can greatly streamline cell line development. It 
can dispense single cell into 96 wells at the fastest 3 minutes, 
90％ probability. Dyeing is not requirted. And by adapting 
disposable sterilized cartridges, cleaning is not requirted, 
contamination free, damage free, and easy setup. Another 
device can work with bacteria.

求む!
タンパク質定量についてお困りの方はお気軽にご相談ください！！
Please feel free to contact us if you have any question about protein quantification.

03
〒980-8579 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-40 T-Biz 206号
#206 T-Biz, 6-6-40 Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai, Miyagi Pref., 980-8579, Japan

022-395-4168　 http://proteomedixfrontiers.com/

（株）Proteomedix Frontiers
Proteomedix Frontiers Co.Ltd.

T-Biz（東北大学連携ビジネスインキュベータ）

Available in English

質量分析装置を用いてタンパク質を定量する際、アミノ酸組成によってペプチドの検出感度は約100万
倍異なります。弊社は「タンパク質のアミノ酸配列に基づいて定量に適したペプチドを選択する （特許
第4670060号）」技術を有しています。更に、網羅的SWATH-MS法に関するサービスも準備中です。新
薬開発、食品、環境等のライフサイエンス関連産業全般でご活用
いただけます。お気軽にご相談ください。

We will provide a highly sensitive and selective protein quantification 
method analyzed by LC-MS/MS （SRM mode）. Our “in silico peptide 
selection method” （JP patent 4670060） will find appropriate peptide（s） 
for the quantification. We also will support global proteomics performed 
by SWATH-MS analysis for target identification. Our technologies can 
be applicable for any LIFE SCIENCE field.
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求む!
薬を使わずナノデバイスで癌をやっつける！
Save the Inoperable Cancer Patients！

04
〒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 E207
E-207, Tokyo Tech-Yokohama Venture Plaza, 4259-3, Nagatsuta-cho, Midori-ward, Yokohama, Kanagawa 226-8510

045-532-9565　 http：//www.medigear.co.jp/

メディギア・インターナショナル（株）
MediGear International Corporation

東工大横浜ベンチャープラザ

Available in English

当社は、標準療法等で見放されたがん患者のQOLを向上させ、医師の手技レベルに左右されず医療の
均質化を容易に実現する「腫瘍標的型低侵襲療法」を開発しています。この新療法をいち早く手の届く
価格で提供し、東工大発の医療技術で世界の医療に貢献することが当社のミッションです。本療法は、
当社と東京工業大学 生命理工学院 近藤研究室との共同研究で開発を進めています。

Our proposal utilizes a mechanism specific to the tumor tissue 
called the “EPR effect,” in which nanoparticles of tens to several 
hundreds of nm in size permeate and stay in the tumor and 
inflammation site. Therapy using this nanodevice is drug-free, 
as it works by physically blocks oxygen and nutrition from the 
bloodstream.

求む!
業務提携
Alliance

05
〒260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-15
Inohana 1-8-15, Chuo-ku, Chiba-City, Chiba

043-221-0831　 http://www.a-clip.jp

（株）A-CLIP研究所
A-CLIP Institute Co.,Ltd.

千葉大亥鼻イノベーションプラザ

Available in English

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。

【トピックス】 ・診断キット:血管炎の迅速診断「ANCA-Fast」キット ・インフルエンザキット（ア
ジア向け） ・医薬品の開発:新規リコンビナント抗体医薬VasSFの開発 ・国際支援事業:
欧米、アジア（共同研究の推進） ・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
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）］ : Test kit for vasculitis 2） New biomarkers ［anti-
moesin antibody］ 3） Flu kit for Asian countries 4） Development of new antiboy drug 
VasSF 5） International Collaborations in USA, Europe, and Asia ［Alliance Request］
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求む!
幹細胞を活用するタイムマシン的がんの根本的治療法開発
Time Machine Therapy for Cancer Exploiting Stem Cells

06
〒700-8530 岡山市北区津島中1-1-1 岡山大インキュベータ105号室
Okayama University Incubator Rm 105, 1.1.1 Tsushima-Naka, Kita-ku, Okayama 700-8530

086-953-2034　 https://www.smrj.go.jp/incubation/od-plus/companylist/report/frr94k00000313tr.html

（株）ランファム
Lanoratoly of Natural Food ＆ Medicine （LNFM）

岡山大インキュベータ

Available in English

岡山大学妹尾教授の研究を事業化する岡山大学発Bioベンチャー企業。幹細胞から「がん幹細胞」を
作成することにより、あらゆるがん細胞を作出して治療に応用するという一見途方もない取り組みです。
がんになる過程をモニターすることによりがん予防の方法を開発したり、化学療法や放射線が効かな
いがん幹細胞を作り出すことの応用で、最適な治療法を編み出す未来予測型新技術です。

Bio venture company from Okayama University that commercializes the 
research of Prof. Senoo. The preparation of every cancer stem cell （CSC） 
exploiting normal stem cells is very unique. The process will help develop 
novel methods of cancer prevention. The developed CSCs, which are 
considered resistant against drugs and radiation. CSCs thus prepared 
should be available to prepare for the cancer you may get in the future.

求む!
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

07
〒113-0033 東京都文京区本郷3-4-5 ハイムお茶の水2階D室
2F♯D Heim Ochanomizu, 3-4-5 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

03-5684-8570　 www.genome-pharm.jp

（株）ゲノム創薬研究所
Genome Pharmaceuticals Institute Co.,Ltd.

東大柏ベンチャープラザ

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. 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
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求む!
何でもご相談ください
Please feel free to contact us

08
〒610-0332 京都府京田辺市興戸地蔵谷1番 同志社大学京田辺キャンパス業成館105号室
D-egg 1F room 105, Zizoudani 1, Koudo Kyotanabe, Kyoto, Japan

0774-62-7070　 https://forestgirl.co.jp/

フォレストガール（株）
Forest Girl Co.,Ltd

D-egg（同志社大学連携型起業家育成施設）

Available in English

弊社は、ムール貝やウルシが持つ「水中でも安定した接着効果を示す強力な接着機構」を参考にし、出
発物質をポリフェノール類などの天然物に限定した、極めて安全性が高い環境調和型のホットメルト
樹脂を製造開発しています。本樹脂は、環境・人体には優しい、「安全」かつ「強力」な接着機構を有して
おります。また、ホットメルト樹脂でありながら、室温でも使用できる粘着剤も取り扱っております。

Our company has developed a nontoxic to humans, 
environment friendly hot melt adhesive that shows strong 
adhesion properties in various materials. Mussels, that 
exhibits a stable strong adhesion mechanism in water 
were an inspiration to determine the main ingredients that 
are limited to plant compounds. We have also developed a 
safe-use, eco-friendly derivative that can be used at room 
temperature.

求む!
動物を用いた創薬・医学・健康科学研究のハイスループット化にご興味のある方
For those interested in advanced technologies in animal biometric measurements

09
〒277-0882 千葉県柏市柏の葉 5-4-19 東大柏ベンチャープラザ 302A
5-4-19-302A （Todai Kashiwa Venture Plaza） Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba, Japan

04-7137-7841　 www.phenovance.com

フェノバンス・リサーチ・アンド・テクノロジー（同）
Phenovance Research and Technology LLC

東大柏ベンチャープラザ

Available in English

ワイヤレス生体情報計測技術を活用した、創薬・医学・健康科学分野における動物実験の高精度化・
高効率化を目指した事業に取り組んでいます（技術開発、機器販売、受託研究サービス他）。動物の自
発・認知的行動、心拍、生体電位（ECG、EEG）、血圧、深部体温等、様々な生体情報を多面的に収集し、
高精度かつハイスループットな健康/疾患状態の評価、画期的
な薬効・薬理・安全性試験等の実現を支援します。

Aiming for the complete automatization of animal experiments in 
the medical and health science field, we specialize in the application 
of wireless and advanced technologies for animal experiments. We 
provide support to facilitate high-precision and high-throughput 
analytic methods/services for animal phenotyping through multi-
layer analysis of animal behavior, biopotentials, temperature, etc.
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求む!
皮膚・粘膜・体内への薬物の吸収性を高める製剤技術をご提案します
A DDS technology to enhance bioabsorbability of your active ingredient

10
〒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 City, Kanagawa 226-8510, Japan

045-511-8028　 http://www.smrj.go.jp/incubation/yvp/companylist/report/frr94k000000h7un-att/20150115-202-farnex.pdf

（株）ファルネックス
Farnex Incorporated

東工大横浜ベンチャープラザ

Available in English

独自素材と配合ノウハウに基づく非ラメラ液晶技術によって、『薬物の吸収促進・放出制御』＋『製剤の
生体定着性強化』の特徴を有するDDS技術を研究開発しています。具体的に、皮膚、粘膜、皮下・筋肉、
腹腔などを対象として、テープ、エアゾール、粘膜適用型スプレー、分散剤、ドラ
イパウダー、注射剤・体内埋植、癒着防止材といった製剤が挙げられます。本技
術を利用した紹介先様での製品開発をご提案いたします。

Farnex is developing a drug delivery system （DDS） using non-lamellar liquid crystal 
technology based on our original materials and formulations, that may enhance 
biomembrane permeability and release ability of drugs, and bioadhesive property for 
skin, mucosa, subcutaneous/muscle, and abdominal cavity. Formulation examples 
are tape, aerosol, mucosal spray, dispersion, dry powder, and implant.

求む!
ロジックは、肌にやさしく、効果の高い化粧品開発を行っています。新規開発・共同開発など、お気軽にご相談ください。
LOGIC Co.,LTD is devoted to develop cosmetic products gentle to skin and also with high performance and safety. Feel free to 
consult us if you are interested in new product development or collaborated development.

11
〒611-0041 京都府宇治市槇島町落合121-1
121-1 Ochiai, Makishima-cho, Uji-city, Kyoto 611-0041 Japan

0774-23-5868　 https://www.logic-c.com/

（株）ロジック
Logic Co.,Ltd.

立命館大学BKCインキュベータ

Available in English

弊社は1980年に京都に拠点を構えて以来、化粧品製造を続けて参りました。皮膚科クリニック、エステ
サロン専売化粧品の開発製造で培ったノウハウを生かし、訴求力のある商品開発・効果を実感できる
化粧品開発のため、努力を続けています。

Since ou r e s t ab l i s hmen t i n 1980 i n Kyo t o , we have been 
manufacturing cosmetics. Utilizing the know-how cultivated in the 
development and manufacture of dermatology clinics and beauty 
salon exclusive cosmetics, we are continuing our efforts to develop 
cosmetics that can realize appealing product development and 
effects.
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求む!
誰でもどこでも簡単に！ 遺伝子検査紙C-PAS
On-site genetic testing strip “C-PAS”

12
〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40 T-Biz307号室
T-Biz307, 6-6-40 Aramaki-Aza-Aoba, Aoba-ku, Sendai

022-721-7822　 http://www.t-bioarray.com/

（株）TBA
TBA Co.,Ltd.

T-Biz（東北大学連携ビジネスインキュベータ）

Available in English

簡便な遺伝子検査紙「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、等の感染症について、PCRベースの確定検査を医療現場で実施可能で
す。昨年ベトナムの病院において臨床試験を行い、現行法のリアルタイムPCRおよびNS1イムノクロマ
トと良い相関を得ました。研究へのご使用や、協働ビジネスご検
討を、よろしくお願いいたします。

We developed and manufacture easy-to-use genetic testing strip 
C-PAS. It can detect target gene with blue line on the strip. It enables 
PCR-based confirmation test on-site, for infectious diseases, Dengue 
fever, Tuberculosis, etc. We did clinical trial at hospitals in Vietnam 
last year. The results showed good correlation with conventional 
Realtime-PCR and NS1 rapid test. To discuss collaboration.

求む!
天然由来の機能性成分（カロテノイド、脂肪酸）＆藻類（クロレラとその近縁種）にご興味の方！
Interested in naturally occurring functional substances （carotenoids and fatty acids） ＆ algae （chlorella and related species）！

13
〒277-0882 千葉県柏市柏の葉五丁目4番6号 東葛テクノプラザ301
Tokatsu Techno Plaza301, 5-4-6, Kashiwanoha, Kashiwa-city, Chiba pref., Japan

04-7138-6207　 http://algalbio.co.jp

（株）アルガルバイオ
Algal Bio Co.,Ltd.

東大柏ベンチャープラザ

Available in English

株式会社アルガルバイオは、微細藻類の中でもクロレラを用いて、機能性成分や機能性色素を提供し
ます。先端育種により得られた「3000株」の微細藻類には様々な性質があり、①蓄積するカロテノイドの
種類と含有量の変化で、鮮やかな色調を示す「七色クロレラ」は、そのまま健康食材として食することも
できます。②「エルカ酸」「ネルボン酸」などの希少な長鎖不飽和脂肪酸をつくる株も保有しています。

Algal Bio Co., Ltd. provides functional substances and functional 
pigments using chlorel la among microalgae. （1） “Nanairo 
chlorella”, which shows vivid colors due to changes in the type and 
content of accumulated carotenoids, can be eaten as it is as a 
healthy food. （2） We also have the strains that produce rare long-
chain unsaturated fatty acids such as “erucic acid” and “nervonic 
acid”.
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求む!
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。
We will propose Japanese functional food raw materials, e.g. Sasa from Hokkaido, and the functional food OEM.

14
〒173-0004 東京都板橋区板橋2-61-17
2-61-17 Itabashi, Itabashiku, Tokyo

03-5248-7566　 http://www.unial.info/

（株）ユニアル
UNIAL Co.,Ltd.

北大ビジネス・スプリング

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 areasand 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.

求む!
独自のファイバー足場を用いた神経と筋の3次元培養
3D-cell culture of neurons and myocytes on fiber scaffolds

15
〒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

075-744-1114　 https://scad-kyoto.com/

（株）幹細胞＆デバイス研究所
Stem Cell ＆ Device Laboratory,Inc.（SCAD）

クリエイション・コア京都御車

Available in English

当社は、多能性幹細胞関連技術とマイクロエンジニアリングに立脚したベンチャー企業です。独自のファ
イバーシートを足場材に用いた3次元細胞培養をコア技術として、薬理試験や毒性試験での使用に向
けた新規な細胞デバイスとそれを用いたアッセイ系の開発に取り組んでいます。現在は、主に神経細胞
と筋細胞を取り扱っています。疾患特異的iPS細胞にも対応できま
すので、細胞培養に関する皆様のニーズをお聞かせください。

At Stem Cell ＆ Device Laboratoriy, Inc. （SCAD）, we develop novel 
and uniue 3D-cell culture devices and in vitro assays for efficacy and 
toxicity testings in drug discovery research. Currently, we are working 
on neurons and myocytes, including those derived from disease 
specific hiPS cells. We are looking forward to discussing with you 
about your needs in 3D cell culture and disease modelings.

11



求む!
心臓の再生医療を実現するための提携先を探しています。
Seeking partners to co-develop regenerative medicinal products for heart failire.

16
〒606-8304 京都市左京区吉田下阿達町46 京都大学医薬系総合研究棟
Kyoto Univ. Med-Pharm Collaboration Bldg., 46 Yoshidashimoadachicho, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8304 Japan

-　 http://www.iheartjapan.jp/

iHeart Japan（株）
iHeart Japan Corporation

クリエイション・コア京都御車

Available in English

京都大学iPS細胞研究所の山下潤教授の研究成果を応用し、iPS細胞から作り出した心臓や血管の細
胞を用いた、心不全を治療する再生医療製品の開発や、医薬品の開発に使うリサーチ・ツールの販売
を行っ ています。主力開発品のIHJ-301は、心血管系細胞をシート化し、さらに積層することでより厚み
のある心筋シート多層体を形成します。この多層体は、従来の細胞治療では見られなかった高い有効
性を動物実験で示しました。

iHeart Japan Corporation is developing allogeneic regenerative medicinal 
products for heart failure derived from iPS cells, and selling research tools 
for cardiotoxicity and efficacy. The base technology was invented by Prof. Jun 
Yamashita of Kyoto Univ. Center of iPSC Research and Application.

求む!
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”

17
〒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

043-441-4121　 http://www.cellgentech.com/

セルジェンテック（株）
CellGenTech,Inc.

千葉大亥鼻イノベーションプラザ

Available in English

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の実施中で、2
年以上に亘る安全性・有効性が確認されおり、実用化に向け
て治験準備しています。

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 
are performing the clinical research for LCAT deficiency and 
confirmed the improvement of lipid metabolism based on LCAT 
deficiency more than 2 yrs. We are preparing the clinical trial.

12



求む!
抗体医薬品の開発に精通した製薬企業とのコラボレーション
Collaboration with pharmaceutical companies to develop our antibody for toxic advanced glycation end products

18
〒860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本三丁目14番3号
3-14-3, Minamikumamoto, Chuo-Ku, Kumamoto, Japan 860-0812

096-375-5511　 https://bloom-technology.co.jp/

Bloom Technology（株）
Bloom Technology Corporation

くまもと大学連携インキュベータ

当社はグリセルアルデヒド由来の毒性AGEs（TAGE）が引き起こす疾患に注目し、TAGEの治療薬や診
断薬を開発している。これまでに、TAGEの化学構造を初めて決定し、抗TAGEモノクローナル抗体を作
製した。現在は、抗TAGE抗体による糖尿病網膜症の治療薬の開発に加え、TAGE測定系の開発も着手
している。TAGEの関連する疾患に対し、抗TAGE抗体による包括的なアプローチを目指している。

Bloom Technology has focused on diseases caused by toxic AGEs 
（TAGE） derived from glyceraldehyde. We have determined the 
TAGE structure to obtain its monoclonal antibody. Our current focus 
is on the development of anti-TAGE antibody drugs for diabetic 
retinopathy, along with immunotechniques to measure TAGE in 
human. We aim at a comprehensive approach using our antibody for 
TAGE-related diseases.

求む!
新規医薬品の効率的な開発に貢献します。
We support your pharmacology.

19
〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田1-3-7
1-3-7 Shinmiyakoda, Kita-ku, Hamamatsu. Shizuoka, Japan

053-543-4543　 www.hpharmausa.com

（株）浜松ファーマリサーチ
Hamamatsu Pharma Research,Inc.

浜松イノベーションキューブ

Available in English

浜松ファーマリサーチは、非ヒト霊長類病態モデルを用いた非臨床薬効薬理試験に特化した受託研究
機関です。非ヒト霊長類（カニクイザル）は、遺伝学的、生理学的にヒトに極めて近いため、非臨床と臨
床を繋ぐ橋渡し研究（トランスレーショナルリサーチ）に最適な動物種です。弊社は、非ヒト霊長類病態
モデルを用いた高精度な薬効薬理試験を通じて、創薬プロセスの効率化に貢献します。

HPR i s a Japan-based p rec l i n i ca l CRO spec ia l i z i ng i n 
pharmacological efficacy studies using nonhuman primate （NHP） 
disease models. As NHPs are phylogenetically and physiologically 
more similar to humans than rodents, our NHP efficacy models 
will help you to obtain preclinical proof of concept relevant to 
clinical efficacy. We also offer noninvasive imaging techniques for 
efficacy evaluation.
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求む!
全てのがんを撲滅する革新的医療技術（新規な化学療法・鮮明な画像診断）に関する創薬の研究開発・連携
Alliances for R＆D on Innovative Drugs for Improved Chemotherapy and Diagnostic MR Imaging to Exterminate All Cancers

20
〒432-8003 浜松市中区和地山3-1-7
Wajiyama 3-1-7, Naka-ku, Hamamatsu 432-8003, Japan

090-6466-8507（Moblie）　and/or　053-454-1279 （Phone/FAX）　 http://www.smrj.go.jp/incubation/dbps_data/_material_/incubation/hi_cube/pdf/151001hi-cube-journal74-2.pdf

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

浜松イノベーションキューブ

Available in English

（1）IER5/Cdc25B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 な々種類のがん
の化学療法を革新する研究、（2）新規な腫瘍集積性糖デンドリマー型Gd-DTPA錯体MRI造影剤により
鮮明・安全・高感度のがんの革新的画像診断、（3）湿潤時潤滑性カテーテル、（4）内視鏡の曇り止め、（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連携により臨床～実用化。

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

求む!
甘麹の力で健康になろう！
Let's become healthy by the power of  "Ama-Koji"！

21
〒920-0851 石川県金沢市笠市町10-10
10-10, Kasaichi-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa

076-221-1022　 kanazawa-amizen.com

金澤網善
KANAZAWA－AMIZEN

いしかわ大学連携インキュベータ（i-BIRD）

「麹」に特化し、発酵技術を活かした加工食品の製造販売をしております。独自製法で作る甘酒『甘麹』
を使った「甘麹かぶら寿司」、「甘麹だいこん寿司」、砂糖不使用の甘麹スイーツ「甘麹ミルクプリン」、

「甘麹チーズケーキ」も販売予定です。また、塩麹やしょう油麹を活用した商品の開発も進めておりま
す。“発酵が生み出す甘みと旨み”を是非お試しください。

We specialize in “Koji” and manufacture and sell processed foods that make 
use of fermentation technology. We are also planning to provide “Ama-Koji 
Kabura-sushi”, “Ama-Koji Daikon-sushi”, and Ama-Koji sweets （with no 
sugar） “Ama-Koji Milk Pudding”, “Ama-Koji Cheese Cake” all made of sweet 
sake “Ama-Koji” with original methods. Other products utilizing salt-Koji 
and soy sauce-Koji are under development. Please enjoy “sweetness and 
umami” produced by fermentation.

14



求む!
発酵培養を通して最適な機能性原料を提供します。
We provide optimal functional materials through fermentation culture.

23
〒921-8836 石川県野々市市末松3丁目570番 いしかわ大学連携インキュベータ309号室
3-570, Suematsu, Nonoichi-shi, Ishikawa, 921-8836, Japan

076-204-9885　 https://ohtalab.com/

OHTA（同）
OHTA Ohta Tomihisa laboratory

いしかわ大学連携インキュベータ（i-BIRD）

i-birdにおいて地域の企業と大学連携で天然素材を健康社会実現のために結び付ける研究を推進し
ております。今回の展示は有限会社三吉商店と発芽大豆技術で機能性食品原料の研究、金沢網善の
甘麹を活用した天然甘味料の研究、またマレーシアのマングローブ炭の多孔質を利用したバイオコロ
ニーによる高機能肥料についてご紹介します。炭の多孔質を応用した開発について賛同企業様向けに
原料サンプルの無償提供も行っております。

OHTA institute provides stable supply of functional ingredients derived 
from fermentation  materials and fungi raw materials based on 
pharmaceutical research. At the OHTA institute, Professor Emeritus of 
Kanazawa University ‘Tomihisa Ota’ is researching as the director of 
the research institute. OHTA provides biotechnological achievements to 
companies.

求む!
発芽大豆の力で健康になろう！
Let's become healthy by the power of sprouted Soybeens！

22
〒920-0054 石川県金沢市若宮2丁目30番地
2-30 wakamiya, Kanazawa-City, Ishikawa Prefecture, JAPAN

076-265-6018　 https://sankichi-moyashi.com/

(有)三吉商店
Sankichi-Shoten Co.,Ltd.

いしかわ大学連携インキュベータ（i-BIRD）

弊社は、石川県金沢市でもやし製造業を始めて64年。北陸の多くのお客様の健康を守る事を、弊社
の使命とし、日々「安全・安心」な商品を提供する事を心掛けております。そして、弊社の「発芽」させる 
ノウハウを基に、大豆の持っている栄養価値を最大限に引き出し、多くの人々に健康を提供する事で、 
幸せな生活を送ることに貢献する企業を目指しています。

Our company started producing coconuts in Kanazawa city, Ishikawa Prefecture 
64 years ago. Protecting the health of many customers in Hokuriku is our mission, 
and we are committed to providing products that are “safe and secure” every 
day. And based on our “germination” know-how, we aim to be a company that 
contributes to a happy life by maximizing the nutritional value of soy and providing 
health to many people. You

15



求む!
世界で初めて量産されたPDMSチップで血中希少細胞を補足
Mass-produced PDMS microfluidics to capture rare cells in blood.

24
〒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＃306
Venture port 306, 2-24-16 Nakacho, Koganei city, Tokyo 1840012, JAPAN

042-316-1636　 http://tlgenomics.com/

（株）TL Genomics
TL Genomics Inc.

農工大・多摩小金井ベンチャーポート

Available in English

株式会社TL Genomicsは独自のマイクロ流路チップ技術に強みをもつ研究開発型ベンチャー企業で
す。特定の大きさの細胞を補足するように設計されたマイクロデバイスチップを用い、妊婦血液中から
胎児の細胞を前処理工程なく濃縮する特許技術を有しています。この技
術を応用して、妊娠早期に非侵襲性で確定診断に繋がる新しい出生前診
断法の事業化を目指しています。

TL Genomics is a Tokyo based start-up, having developed a patented 
technology of a micro-fluidic chip to isolate fetal cells from maternal blood.TL 
Genomics is now developing a novel clinical service of non-invasive prenatal 
diagnosis based on our fetal cell technology, which can be undertaken at the 
first trimester of pregnancy to see the chromosomal abnormalities.

求む!
イムノクロマト、抗原検査キット等の製品開発協力先求む
Knowledge of detection technology on viruses and bacteria

25
〒351-0104 埼玉県和光市南2丁目3番地13号
WAKO-RIKEN Incubation Plaza, Room#206 2-3-13 Minami, Wako city, Saitama 351-0104, Japan

048-424-5722　 http://prote.jp

（株）プロテックス
Protects Co.,ltd.

和光理研インキュベーションプラザ

Available in English

弊社は、医療や環境衛生分野向けに、イムノクロマトや簡易な計測装置でウイルスや細菌等を検出す
る安価な検出系の開発を行っています。AMED等の補助事業による製品開発実績もございます。会場
では、最新の開発についてご紹介し、皆様にご興味をお持ちいただきたいと考えております。現在、出資
及び共同研究先のご希望者様を募集しております。ご興味のある方は、係員へお声がけいただけます
と幸甚でございます。

We are developing detection technology for viruses and bacteria 
for medical and environmental hygiene fields. These technologies 
can be detected easily by immunochromatography, dedicated 
equipment, etc.. And We are developing inexpensive and easy-to-
use products. We will introduce the latest development technology 
at our exhibition booth.
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求む!
マラリアやその他の感染症、および免疫系疾患の研究用血球様細胞製品を提供します。
Provides blood cell-like cell products for the study of malaria and other infectious diseases and immune system diseases.

26
〒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北館205
Kita-kan, 1-36 Goryo-ohara, Nishikyo-ku, Kyoto 615-8245 Japan

075-381-3008　 https://www.micantechnologies.com

マイキャン・テクノロジーズ（株）
MiCAN Technologies Inc.

京大桂ベンチャープラザ  北館

Available in English

研究用特殊血球様細胞の提供を通じて、感染症や免疫系疾患の研究を劇的に加速させます。再生医
療技術を用いて作製した当社の『Mpv細胞』と『M02細胞』は、マラリアやその他の感染症および免疫
系疾患の研究に必要な実験用細胞の課題を解決し、これらの分
野の研究を進展させるお手伝いをいたします。

Dramatically accelerate research on infectious diseases and 
immune system diseases by providing special blood cell-like cells 
for research. Our MPV and other experimental cells, produced 
with regenerative medicine technologies, will solve the shortage of 
experimental cells for researches on malaria and other infectious 
diseases, and help researchers accelerate their experiments 
exponentially.

求む!
共鳴ラマン・コヒーレントラマン計測のユーザ、計測装置開発者
Application user and developer of Resonant Raman / Coherent Raman spectroscopy

27
〒260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻1丁目8-15 千葉大亥鼻イノベーションプラザ408号
1-8-15 Inohana, Chuou-ku, Chiba-shi, Chiba, 260-0856 Japan

043-305-5563　 https://spectraquestlab.com

スペクトラ・クエスト・ラボ（株）
Spectra Quest Lab,Inc.

千葉大亥鼻イノベーションプラザ

Available in English

独自技術で開発した分光用波長可変レーザ、フィルターを用いた分光計測装置を提供しております。可視
共鳴ラマンイメージング装置は、可視の波長可変光源・フィルターにより460nm–550nmの任意波長で共鳴
分光計測を行うことが可能です。また、近赤外の同期可能ピコ秒波長可変光源を用いたマルチカラーSRS/
CARSイメージング装置を開発しております。他にはないものしかありませんので、是非足をお運び下さい。

We are manufactureｒ of wavelength tunable lasers/filters for 
high-precision spectroscopies, and developing the Raman 
imaging systems with our original light sources. “Visible 
Resonance Raman Imaging System” can provide molecular 
images of resonance excitation in the wavelength range of 
460nm–550nm. We are also developing a “Multi-Color SRS/
CARS Imaging system” with our pico-sec tunable lasers.
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01 （株）chromocenter chromocenter Inc.

02 （株）マイクロジェット MICROJET Corporation

03 （株）Proteomedix Frontiers Proteomedix Frontiers Co.Ltd.

04 メディギア・インターナショナル（株） MediGear International Corporation

05 （株）A-CLIP研究所 A-CLIP Institute Co.,Ltd.

06 （株）ランファム Lanoratoly of Natural Food ＆ Medicine （LNFM）

07 （株）ゲノム創薬研究所 Genome Pharmaceuticals Institute Co.,Ltd.

08 フォレストガール（株） Forest Girl Co.,Ltd

01
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03
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19
20

14

15

27

24

21

22
2307

08

09

10

11 12 13

25

26

中小機構ブース
SME Support, JAPAN Booth

再生医療・細胞（治療）
Regenerative Medicine /  

Cel Therapeutics

機器・分析（サービス）
Medical Device /  

Analytic Equipment & Service

創薬・診断
Therapeutic Drug / 

Diagnostic

環境・エネルギー
Environment / Energy

化学品
Fine Chemicals

ヘルスケア
Healthcare

パートナリング会場

中小機構ブース展示場所 1F 展示ホール

展示会場

中小機構ブース

出展企業一覧
Exhibitors List 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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09 フェノバンス・リサーチ・アンド・テクノロジー（同） Phenovance Research and Technology LLC

10 （株）ファルネックス Farnex Incorporated

11 （株）ロジック Logic Co.,Ltd.

12 （株）TBA TBA Co.,Ltd.

13 （株）アルガルバイオ Algal Bio Co.,Ltd.

14 （株）ユニアル UNIAL Co.,Ltd.

15 （株）幹細胞＆デバイス研究所 Stem Cell ＆ Device Laboratory,Inc.（SCAD）

16 iHeart Japan（株） iHeart Japan Corporation

17 セルジェンテック（株） CellGenTech,Inc.

18 Bloom Technology（株） Bloom Technology Corporation

19 （株）浜松ファーマリサーチ Hamamatsu Pharma Research,Inc.

20 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

21 金澤網善 KANAZAWA－AMIZEN

22 (有)三吉商店 Sankichi-Shoten Co.,Ltd.

23 OHTA（同） OHTA Ohta Tomihisa laboratory

24 （株）TL Genomics TL Genomics Inc.

25 （株）プロテックス Protects Co.,ltd.

26 マイキャン・テクノロジーズ（株） MiCAN Technologies Inc.

27 スペクトラ・クエスト・ラボ（株） Spectra Quest Lab,Inc.
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07
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16

09
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11
121315
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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.03-6459-0732
37th Mori Bldg. 3-5-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-8453, Japan

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

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
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 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

08  浜松イノベーションキューブ 
（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

北　陸
09  いしかわ大学連携インキュベータ 

（i-BIRD）
〒921-8836  石川県野々市市末松3-570
TEL.076-246-4150　FAX.076-246-4270

近　畿
10 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

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

12  D-egg 
（同志社大学連携型起業家育成施設）
〒610-0332  京都府京田辺市興戸地蔵谷1
同志社大学京田辺キャンパス業成館
TEL.0774-68-1378　FAX.0774-68-1372

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

14 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

中　国
15 岡山大インキュベータ

〒700-8530 
岡山県岡山市北区津島中1-1-1
TEL.086-214-5711　FAX.086-214-5712

九　州
16 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


