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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510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33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
よりください。
Take an opportunity to meet 33 cutting edge bio-ventures selected from over 510 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 33 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!

中小機構ブースのご案内



中小機構の
インキュベーション

全国29拠点、入居企業数510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 29 incubation facilities nationwide and  
more than 510 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 call promoting growth 
and commercialization of new businesses 
as “business incubation”, and facilities used 
for this purpose as Business Incubation Fa-
cilities (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 re-
gional 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 busi-
nesses 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 ser-
vices through resident experts called Incubation Managers (IM).

サポート体制
Support System
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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”

01
〒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/

株式会社TBA
TBA Co., Ltd.

東北大学連携ビジネスインキュベータ（T-Biz）

Available in English

簡易遺伝子検査のための検査紙C-PASを製造販売しております。高度な専用設備は不要で、ターゲット遺伝
子を目視判定できます。従来法よりも高感度、複数項目の同時検査（マルチプレックス）を実現いたしました。
試薬を変更するだけで、感染症診断から食品検査まで、様々な遺伝子検査が可能です。東北大学発ベンチャー
企業です。

TBA produces easy-to-use genetic testing strip “C-PAS” that can de-
tect target gene. It enables higher sensitivity in on-site genetic testing, 
with user-friendliness and reasonable price. It enables multiplex assay 
of different target gene parameters. “C-PAS” can be used for various 
genetic testing from infectious disease testing to food testing. TBA is 
a spin-off company of Tohoku University.

出展企業紹介
Introduction of Exhibitors

創薬・診断
Therapeutic Drug / 

Diagnostic

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

化学品

Fine Chemicals

ヘルスケア

Healthcare

環境・エネルギー
Environment /  

Energy

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”

03
〒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式会社
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を用いた加工ヒト脂肪細胞を再生医療等製品の研
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
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
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、安全性・有効性が確認されています。

Cellgentech,Inc. is making efforts to develop “transduced adipocyte-based 
medicine” which is prepared by introducing a therapeutic gene into hu-
man adipocytes for patients suffering from intractable diseases caused 
by inheritable deficient. We are performing the clinical research for LCAT 
deficiency and confirmed the improvement of lipid metabolism based on 
LCAT deficiency, and safety.

業務提携
Alliance

02
〒107－0062 東京都港区南青山2-24-11 フォーラムビルディング2F
Forum Building 2F,  2-24-11 Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo 1070062, Japan

03-6277-8902    http://hbio.jp/

株式会社HIROTSUバイオサイエンス
HIROTSU BIO SCIENCE INC.

東大柏ベンチャープラザ

線虫C. elegansの嗅覚により、尿1滴で早期がんを高感度に見分ける安価で簡便な、がんマルチスクリーニン
グ検査「N－NOSE」の実用化を2020年1月に予定しています。当該技術の実用化に向けた臨床研究と基礎
研究を行い、原理の解明と精度の向上を図っています。さらに、がん検査の次世代技術の開発や、新たなシー
ズの探索も並行して進めていきます。

We aim to develop multi-cancer screening, “N-NOSE” that enables to 
distinguish cancer at early stage using a little urine. Our missions are clin-
ical research and basical research of this technology in order to improve 
the accuracy and elucidate the mechanisms. Furthermore, we will devel-
op the next generation technique for cancer detection and exploration 
the novel seeds of technology.
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全てのがんを撲滅する革新的医療技術に関する創薬（化学療法・画像診断）の研究開発・連携
Alliances for R & D on Innovative Drugs for Improved Chemotherapy and Diagnostic Imaging to Exterminate All Cancers

04
〒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） 又は 053-478-1790 （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（HI-Cube）

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々な種類のがんの
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造影剤により鮮明・安全・高
感度のがんの革新的画像診断、（3）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-thera-
peutic 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.

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へ
For Pharmaceutical companies developing Biologics based on mAb or peptide.

05
〒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 Rm#308,5-4-19, Kashiwa-no-Ha, Kashiwa, Chiba

04-7137-6301    http://www.genefrontier.com/

ジーンフロンティア株式会社
GeneFrontier Corporation

東大柏ベンチャープラザ

Available in English

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。
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、
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
技術および合成技術を開発・提供しており、当該基盤技術をベースにした共同開
発・技術移転先も探しています。

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 partners 
for further development on those pipelines. Also, we are providing unique screen-
ing/synthesis technology for mAb or peptide, which is flexible for partnering.

分析・解析サポートが必要な方
For the support of your analysis

06
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目7番1号
2-7-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan

03-3510-3400    http://www.jfe-tec.co.jp/

JFEテクノリサーチ株式会社
JFE Techno-Research Corporation

神戸医療機器開発センター（MEDDEC）

医薬品や再生医療等製品で品質管理が厳しく求められる昨今、弊社の新しい分析・
解析技術で創薬・製剤研究及び品質管理をサポートさせて頂いております。非破壊
検査装置、ナノ材料評価技術及び微量分析、不純物解析などをご提供いたします。
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 mi-
croanalysis technology, etc. about innovative drug development, a medicine manu-
facturing study and quality control, etc. in our company. We have begun “impurities 
analysis business of medical supplies” newly this time.

高糖化の劇物「TAGE」の除去が可能になった。
It became possible to remove the highly saccharified deleterious substance "TAGE".

07
〒860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本3-14-3
3-14-3 Minamikumamoto-Chuoku, Kumamoto-city, Kumamoto-prefecture, Japan

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

Bloom Technology株式会社
Bloom Technology Corporation

くまもと大学連携インキュベータ

Available in English

当社は、世界初の「Toxic-AGE：TAGE」を構造決定し、特異的抗体を得た。現在そのモノクローナル抗体を
用いた糖尿病の3大合併症、アルツハイマー病の治療薬の開発を進めている。これまでのGLAPなどと違い、
細胞毒性やその他毒性を示す非臨床データを蓄積しつつ、上記疾患のモデルを用いた試験を実施中である。
さらに、抗体以外の治療薬の開発も進んでいる。また、糖尿病以外の疾患への適応拡大が可能である。

We have determined the structure of the world’s first “Toxic-AGE: TAGE” and obtained specific antibodies. 
Currently, we are developing three major complications of diabetes using that monoclonal antibody and de-
velopment of therapeutic agents for Alzheimer’s disease.
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ウイルスや細菌を検出するための機器やノウハウをお持ちの方
Knowledge of detection technology on viruses and bacteria

09
〒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

048-424-5722    http://prote.jp

株式会社プロテックス
Protects Co., Ltd.

和光理研インキュベーションプラザ

当社は、医療や環境衛生分野向けに、ウイルスや細菌等をイムノクロマトや簡易な専用装置で検出する安価な
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 immunochromatog-
raphy, dedicated equipment, etc.. And We are developing 
inexpensive and easy-to-use products. We will introduce the 
latest development technology at our exhibition booth.

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

08
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28
4-1-28 Toranomon,Minato-ku Tokyo 105-0001,Japan

03-5472-1578    https://www.oncolys.com/

オンコリスバイオファーマ株式会社
Oncolys Biopharma Inc.

神戸健康産業開発センター（HI-DEC）

Available in English

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
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（テロメライシン）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。テ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、抗がん剤の選択や治療効果判定に利用できます。

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 moni-
toring treatment efficacy.

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.

10
〒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    http://www.ohtalab.com

OHTA合同会社
OHTA LLC

いしかわ大学連携インキュベータ（i-BIRD）

薬学研究をベースに発酵食材及び菌類原料に由来する健康機能性天然成分の安定供給を追求します。弊社
は、医薬品サプリメント製造の盛んな北陸地区で、「天然由来の医薬品・食品素材の探索及び機能性評価」を
長年にわたり携わってきた、太田富久金沢大学名誉教授を研究所所長に迎え、様々な特徴ある食材の機能性
を研究し、そのバイオ技術成果を企業様に提供しております。
菌種発酵物、イチゴポリフェノール、金時草、ハトムギ

OHTA institute provides stable supply of functional ingredients derived from fermentation  materials and fungi 
raw materials based on pharmaceutical research.  Professor 
Emeritus of Kanazawa University ‘Tomihisa Ohta’ is the research 
director of the OHTA institute.  OHTA provides biotechnological 
results to companies.  
Fermented food products, Strawberry polyphenols; Gynura 
vegetables; Peal barely extract

11
〒569-0078 大阪府高槻市大手町3-60
3-60, OHTEMACHI TAKATSUKISHI OSAKA JAPAN

072-662-9191    http://www.cstec-jp.com

シーエステック株式会社
CSTEC CORPORATION

神戸健康産業開発センター（HI-DEC）

当社は、フィルム、テープの精密加工メーカです。プレス加工では困難な微細加工の穴や流路は、特殊なレー
ザー加工で対応します。高額な金型の負担が出来ない、小LOTのマイクロ流路で自由な設計によりご評価で
き試作段階より、素材や形状の提案を行い特殊レーザ加工によりイニシャルがかからず1チップから短納期で
のお届けが可能です。高機能、高品質、短納期でお答えする技術とス
ピードをモットーとしています。

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

12
〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-17
3-24-17, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

03-5684-8570    www.genome-pharm.jp

株式会社ゲノム創薬研究所
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

唯一無二の技術をご覧ください
Please see the unique technology

13
〒160-0022 東京都新宿区新宿6-7-1-314 エルプリメント新宿3F
6-7-1-314 Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo 160-0022 Japan

03-5360-8668    https://sofsera.co.jp/

株式会社ソフセラ
SofSera Corporation

彩都バイオイノベーションセンター

HAp多孔体Discは、細胞培養基材として有効性向上を目指して開発されました。ブースではHAp多孔体
Discと、細胞培養基材として重要なカギであるハイドロキシアパタイトナノ粒子についてご紹介いたします。

HAp Porous Disc was developed as a cell culture substrate with the aim 
of improving its effectiveness. We will introduce the HAp porous disc in the 
booth and the hydroxyapatite nanoparticles which are important as cell cul-
ture substrate.

デスクトップ型の3Dプリンターでスーパーエンプラの造形が可能となります。
It is possible to model super engineering plastic with a desktop type 3D printer.

14
〒615-8245 京都市西京区御陵大原1－39　京大桂ベンチャープラザ南館
Kyodai Katsura Venture Plaza South Building 1-39 Goryo-Ohara, Nishikyo-ku, Kyoto

075-323-7734    http://www.hitresearch.co.jp

株式会社ヒットリサーチ
HIT Research Corp.

京大桂ベンチャープラザ

Available in English

サーマルプリントヘッド、LEDプリントヘッドなどのデバイス開発により培ってきた材料技術、印刷技術、組立
技術、評価技術、設計技術などを保有する加熱デバイスの専門家集団。それらの技術を用いることで新しい発
想～ホットエンド本体をセラミックヒーターで挟みon-demandで
加熱～の3Dプリンター用の高温（500℃）・省エネ（10W@500℃）
のホットエンドを実現。

We possess material technology, printing technology, assembling 
technology, evaluation technology, designing technology cultivated 
through development of devices such as thermal print head and 
LED print head.  By using these technologies, we achieved high 
temperature (500 ºC) and energy saving (10W @ 500 ºC) in the fea-
tures of 3D printer hotends.

微生物量の時間推移を「見える化」できます
Can "visualize" the time course of microbial quantity

15
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町7丁目1番16号
7-1-16 Minatojimaminamimachi,Chuou-ku,Kobe 650-0047,Japan

06-4977-6022    https://www.slsjp.co.jp/

シャープライフサイエンス株式会社
SHARP LIFE SCIENCE CORPORATION

神戸医療機器開発センター（MEDDEC）

医薬品や再生医療等製品で品質管理が厳しく求められる昨今、弊社の微生物センサは製造現場で環境向上に
貢献します。微生物センサBM300Cは、連続計測に対応しているため微生物量の時間推移を「見える化」で
きます。また最短10分での計測が可能であり、微生物量を変化させる原因に速やかに対応でき、改善活動に
お使い頂けます。弊社の独自技術「加熱蛍光増大法」を用いた微生物センサをぜひ、課題解決にお役立てくだ
さい。

Strict environment control of airborne microbe is required in regenerative med-
ical and pharmaceutical manufacturing site. Microbe sensor BM - 300C sup-
ports continuous measurement, so it can “visualize” the time course of microbial 
quantity. Please use microbe sensor using proprietary technology “Self-fluo-
rescence of the microbe increases by original heat treatment” to help solve the 
problem.
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1細胞や1バクテリアを高速＆高確率でプレートに分離したい方
Our device can isolatie single cell or bacteria at high speed and high success rate

17
〒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

株式会社マイクロジェット
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新製品、
1細胞分注機「c.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。細菌対応機もあります。

We will exhibit a new product, “c.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.

タンパク質定量についてお困りの方は是非一度ご相談ください!!
Contact us !  We help you to solve the probrem on protein quantification.

18
〒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/

株式会社Proteomedix Frontiers
Proteomedix Frontiers Co. Ltd.

東北大学連携ビジネスインキュベータ（T-Biz）

Available in English

弊社は In Silicoペプチド設計法（特許第4670060号）を用いた高感度多種類混合タンパク質絶対定量技術に
よる革新的なタンパク質定量システムをご提供しています。新薬開発、食品、衛生、環境等を含めたあらゆるラ
イフサイエンス関連産業でご活用いただけると考えます。目的タンパク質の特異抗体がない等、検出、定量で
お困りの場合には是非一度ご相談ください。SWATH 解析に係る
サービスも準備中ですのでどうぞご相談ください。

We supply the innovative and advanced protein quantification system 
based on the hi-sensitivity quantitative targeted absolute proteom-
ics technology using the in silico peptide design criteria (the patent 
4670060th) .That will SURELY help you in the whole life science relat-
ed industries. If it is hard to detect or quantify your target protein due 
to lack of specific antibodies, etc., please ask us.

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

16
〒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

+81-53-543-4543    www.hpharmausa.com

株式会社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（HI-Cube）

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 is a Japan-based preclinical CRO specializing in pharmacological efficacy evaluation in nonhuman 
primate  (NHP) disease models. As NHPs are phylogenetically and physiologically close to humans, 
HPR will help you obtain preclinical data to advance 
your clinical development. In vivo imaging is avail-
able to noninvasively track disease progression and 
therapeutic efficacy.

研究や実験などで、「こんな道具があれば」とお困りではないでしょうか。是非お気軽にお声がけください。
Please tell me , if do you have a problem with experiment. We can give the "Sekishin Quality" !

19
〒627-0042 京都府京丹後市峰山町長岡1750-1
1750-1 Nagaoka, Mineyama-cho, Kyotango City, Kyoto

0772-62-1020    https://www.sekishin.co.jp/

株式会社積進
Sekishin Co.,Ltd.

クリエイション・コア京都御車

当社では、オーダーメイドで理化学機器分野の器具、機器を製作しております。研究や実験などで、「こんな道
具があれば」とお困りではないでしょうか。是非お気軽にお声がけください。

Our company made custom-made instruments and equipments in the field of physics and chemistry. If do 
you have a problem with research or experiments, please tell casually 
us what you want.
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無料でCirculating tumor cellsを解析します！

20
〒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
203, Venture Port, 2-24-16 Naka-cho Koganei-city, Tokyo

042-385-0461    http://www.on-chip.co.jp/

株式会社オンチップ・バイオテクノロジーズ
On-chip Biotechnologies Co., Ltd.

農工大・多摩小金井ベンチャーポート

Available in English

当社独自開発の以下の製品を紹介します。マイクロ流路チップ・セルソーター “On-chip Sort”　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　上記の装置は、癌患者の血液中に極僅かに循環している癌細胞（Circulating 
tumor cells）を解析・分離することができます。無料でCTCsを
解析するキャンペーンを実施中です。

Unique features of our microfluidic chip cell sorter “On-chip Sort” 
include:  1. Damage-free cell sorting  2. No cross-contamination  
3. Enrichment of extremely rare cells  4. Broad selection of sheath 
liquid (e.g. culture media, sea water, oil) On-chip Sort can collect 
rare cancer cells circulating in cancer patients’ blood (circulating 
tumor cells, CTCs). We are now offering free CTC analyses.

Quality of Life （QOL）の向上に資するヘルスケア商品（化粧品他）の開発を行なっています。 
また、自社商品だけでなく共同開発商品の事業化も行なっています。
Development of health-care related products contributing to Quality of Life (QOL). 
In addition, we are concentrating on not only self-developed products but also products under joint research and development with outside entity. 

23
〒650-0047 神戸市中央区港島南町7-1-16 神戸医療機器開発センター304B
MEDDEC 304B, 7-1-16 Minatojima minamimachi, Chuo-ku, Kobe

090-3948-4520    http://www.pharmacrea.com

株式会社ファルマクリエ神戸
Pharmacrea Kobe Co. Ltd.

神戸医療機器開発センター（MEDDEC）

Available in English

弊社は、＜Quality of Life：QOLの向上＞をモットーに流行を忖度することなく真に社会に役立つものを市場
に提供することを目標としています。今回は、多岐にわたる薬効を有する紫根・シコニン、コンナルスの紹介、
これらを用いた商品開発をご紹介します。特に、シコニンを高配合した保湿クリーム「ファルマS1クリーム」は、
アトピーや手荒れ、日焼けなどの肌の悩みを抱えている方々向けの安心商品ですので、是非お試し下さい。

The motto of the company is < improvement of Quality of Life (QOL) > and our goal is to put on 
products contributing to the goodness of  the society, without pursuing temporary trend.  We 
will introduce two major materials, Shikonin and Connarus, having various medicinal effects. 
“Pharna S1 creme” of high shikonin content helps the people who having worries of skin related 
to atopy, chapping of hands and sunburn.  Please try it by all means.

ブタを実験動物としてお考えの企業の方，お待ちしております。
Laboratory testing for veterinary drugs based on GLP and GCP, CRO for drug development

21
〒612-8073 京都市伏見区下板橋町585
585 Shimoitabashicho,Fusimi-Ku,Kyoto-shi,Kyoto 612-8073 Japan

075-612-0861    http://www.kyodoken.co.jp

株式会社京都動物検査センター
Kyodoken Institute

神戸医療機器開発センター（MEDDEC）

様々な病態モデルをラット、マウスではなく、ブタで作成します。また、病態モデルブタの販売だけでなく、ブタ
の飼育・ハンドリング等の情報提供、弊社における当該動物を使用した評価試験の実施など、45年間のブタを
供試した試験実績に基づくあらゆるノウハウの提供を行います。

We support laboratory testing for veterinary drugs based on GLP and GCP, CRO for drug development.

無限な可能性を秘めた抗体に駆ける！
Go straight to unlimited ability of Antibody !

22
〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7－7－15　彩都インキュベータ106号室
106 Saito Bio Incubato, 7-7-15, Saito Asagi, Ibaraki, Osaka, 567-0085, Japan

072-646-8870    http://gsp-e.com

株式会社GSPエンタープライズ
GSP enterprise, Inc.

彩都バイオインキュベータ

私たちは数々の特徴を持った抗体ライブラリを自社開発しました。不可能だと諦めていた抗体作製について
は、ぜひ当社にご相談ください。当社の抗体ライブラリーは、10の13-14乗のレパートリーを有する一本鎖抗
体を提示するファージディスプレイ型です。レパートリー数が飛躍的に向上したFab型抗体を提示するライブ
ラリーの研究開発も進めています。精製抗原が無くても、共同開発が出来ます。

We developed our original antibody library with many good features. Our antibody 
library is a phage display that presents a single chain antibody with a repertoire of 
10^13-14. We are also developing dramatically improved Fab antibody library. Please 
consult us about the antibody you were giving up as difficult to develop. Even if you 
can’t get purified antigens, we can joint research !
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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
Hope for collaboration to develop a next generation therapy for heart failure.

27
〒606-8501 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-shi, Kyoto Japan

050-5317-7874    http://www.iheartjapan.jp

iHeart Japan株式会社
iHeart Japan Corporation

クリエイション・コア京都御車

Available in English

「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・
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
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、特に不整脈を起こす作用の有無を調べる。

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 proar-
rhythmia beyond or without QT prolongation.

バイオチップへの搭載コンテンツを求めます
Seeking contents for our biochip

25
〒351-0104 埼玉県和光市南2丁目3番13号　和光理研インキュベーションプラザ
Wako RIKEN Incubation Plaza, 2-3-13 Minami, Wako, Saitama

048-467-5811    http://www.r-nanobio.co.jp/company/

アール・ナノバイオ株式会社
R-NanoBio. Co. Ltd.

和光理研インキュベーションプラザ

Available in English

当社は、理化学研究所で開発された医療用技術をコアとする理研ベンチャー認定企業です。血液一滴（微量
のサンプル）から、多項目を、同時に、短時間で、定量できるプラットホーム・システム（バイオチップと全自動測
定装置）を提供します。複数のマーカーをその場で調べる分析科学で、これからの診断医療である臨床現場即
時検査（ポイント・オブ・ケア・テスト、POCT）に貢献するとともに、多方面での検査への応用やデジタルヘル
スケアに寄与します。

Our company is a RIKEN Venture Company which uses the 
patents of RIKEN. It provides a platform system (a biochip and 
an automatic measurement machine) to simultaneously ana-
lyze multiple components in a drop of blood for a shor time (ten 
minute). The system is useful for “in situ” analysis of various 
markers and should contribute a point of care test (POCT) and 
degital healthcare in the field of diagnostic medicine.

業務提携
Alliance

26
〒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

株式会社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) [AN-
CA-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  3) Interna-
tional Collaborations in USA, Europe, and Asia  [Alliance Request]

DDS医薬品の共同研究開発パートナー
Collaborative R & D partner of DDS drugs

24
〒860-0812 熊本市中央区南熊本3丁目14－3 くまもと大学連携インキュベータ 301
3-14-3 Minamikumamoto Chuo-ku, Kumamoto City, Kumamoto Prefecture, Japan

096-247-6337    http://cyding.jp

株式会社サイディン
CyDing Co., Ltd.

くまもと大学連携インキュベータ

Available in English

環状オリゴ糖であるシクロデキストリンに様々な修飾を施し、医薬品（抗がん剤やDDS用キャリア）もしくは機
能性食品の開発を行っています。特にDDS分野に特化した医薬品の創成を目指しています。弊社は、シクロ
デキストリンの医薬への応用を40年以上世界トップレベルで研究を遂行している熊本大学薬学部からスピン
アウトした熊本大学認定ベンチャーです。

We have explored the infinite possibilities of “Cyclodextrin  
(CyD)” We raised the philosophy of contributing to the im-
provement of the quality of life, and is doing research and 
development of drugs making full use of CyD. Development 
of functional food and Custom synthesis of carriers for drug 
delivery using unique features of CyD. Our company is the 
world’s top CyD research institution.
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血球を用いた創薬ツールを提供します
Creating a Platform to Cure the Most Difficult Diseases

28
〒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206
KKVP206, Gryo-ohara 1-36, Nishigyo-Ku, Kyoto, 615-8245, Japan

075-381-3008    http://www.micnatechnologies.com

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

京大桂ベンチャープラザ　北館

Available in English

マイキャン・テクノロジーズ株式会社は、血液関連疾患の新薬研究・ワクチン開発のために必要となる研究の
特殊な血球細胞を再生医療技術を使用し提供する会社です。製品具体例として、マラリア研究用に用いる特
殊な赤血球様細胞を開発し提供を開始しております。製薬会社・研究機関のニーズに合わせ、赤血球・白血球
細胞を用いたオーダーメードでの評価系の構築・細胞の開発を行っておりますのでお問い合わせください。

MiCAN will accelerate your infectious and immune disease research through special cells created with regenerative med-
icine technology. We’ll provide special red blood like cell for Malaria research as a concrete example. We’ll develop and 
provide custom made evaluation tools and cell products using special blood like cells. We would support your oridinal 
needs to use our technologies.

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
Developing monoclonal antibodies for any targets including membrane proteins

29
〒277-0882 千葉県柏市柏の葉5－4－19　東大柏ベンチャープラザ
Todai-Kashiwa VP, 5-4-19 Kashiwanoha, Kashiwa-shi,Chiba 277-0882 Japan

04-7157-4530    http://www.omr.co.jp/

株式会社オーダーメードメディカルリサーチ
Order-made Medical Research Inc.

東大柏ベンチャープラザ

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
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
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す。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 using the LIMAXYS method, we have successfully extended the 
target of therapeutic antibodies for all of membrane proteins.

低分子によるPPIを標的とした創薬に関心のある製薬企業
Are you interested in drug discovery targeting protein-protein interactions ?

30
〒226－8510 神奈川県横浜市緑区長津田町4259－3
4259-3 , Nagatsuta-cho, Midori-ku, Yokohama, Kanagawa

045-989-2290    http://www.prismbiolab.com/

株式会社PRISM BioLab
PRISM BioLab Co., Ltd.

東工大横浜ベンチャープラザ

Available in English

蛋白質間相互作用を制御するための低分子化合物を創薬基盤として提供します。sp3炭素が多い母格群に
基づいた多次元マトリックスライブラリーを拡張中です。結合界面情報がある場合だけでなく、ない場合にも、
ヘリックス、ターンの形成領域を予測して、ミニライブラリーを低価格で提供可能です。このミニライブラリー
は、高頻度で生理活性のある化合物が得られる点に特徴があり、既に多くの製薬企
業が利用されています。

Small molecules can be provided to regulate protein-protein interactions.  A 
multi-dimendional matrix library has been expanding based upon proprietary sp3 
carbon rich mother nucleus.  A program newly developed will predict a region that 
may form helix/turn, and even without information on interaction surfaces, mimetic 
compounds can be provided as a low price mini library technically proven.

メンタルヘルスや健康経営へ向けてマイコプラズマ感染症予防未病（ME-BYO）医療を提案、事業開発のパートナーを求む
Proposing Precision Preventative Medicine for Mycoplasma Infectious Diseases, and seeking for partner including mental-health and health management

31
〒158-0081 東京都世田谷区深沢二丁目1番3-1103号
2-1-3-1103, Fukasawa, Setagaya-ku, Tokyo

090-8486-5727    http://mbiotech.org/

エムバイオテック株式会社
M Bio Technology Inc.

千葉大亥鼻イノベーションプラザ

Available in English

革新的な医薬品シーズを持つ医療系ベンチャー企業です。多彩な症状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
染症プログラム診断治療、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 leading company focused on the discov-
ery and development of innovative therapeutic strategy for Mycoplas-
ma Infectious Diseases (MID) based on our pioneering technology. 
MID cause systemic vasculitis/neuritis including mental diseases, au-
tism, dementia, asthma, COPD, autoimmune diseases. We are seek-
ing for partners to create global network for the precision medicine.
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体臭を用いた診断系サービスの開発に興味がある方
Interested in developing health checkup technology by human body odor?

33
〒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407
Wako-Riken Incubation Plaza 407, 2-3-13 Minami, Wako, Saitama

080-1473-9009    http://odorate.co.jp

オドレート株式会社
Odorate, Inc.

和光理研インキュベーションプラザ

Available in English

当社は体臭測定サービスを提供しています。今後、このサービスを通じて日本中から集まる体臭データを活用
し、体臭によるストレスチェックや疾病有無予測等の技術開発を行っていきます。

We are a health care company specializing in human body odor measurement. We are planning to develop 
new technology such as stress testing and heath checkup by 
body odor, taking advantage of high abundance of body odor 
data our existing business collects.

染色体解析のパイオニア
CHO cell Monoclonality analysis

32
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町6－7－4HI-DEC4F
HI-DEC4F, 6-7-4Minatoshimaminami-machi, chuou-ku, Kobe

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

株式会社chromocenter
chromocenter inc.

神戸健康産業開発センター（HI-DEC）

Available in English

再生医療における幹細胞等の安全性評価としての、核型解析。抗体医薬品産生細胞の品質管理としての、核
型解析。人工染色体ベクターで抗体医薬品等の生産細胞を、高機能化し、安定的に高収量を達成。

High yield, stable cell lines for antibody production can be made using our technology. We are providing 
chromosome analysis (Q-band, G-band), FISH, multi color FISH.  Using 
an artificial chromosome vector makes it possible to increase the perfor-
mance and quality of antibody-producing cells.

memo
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出展企業一覧
Exhibitors List

01 （株）TBA TBA Co., Ltd.

02 （株）HIROTSUバイオサイエンス HIROTSU BIO SCIENCE INC.

03 セルジェンテック（株） CellGenTech, Inc.

04 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

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

06 JFEテクノリサーチ（株） JFE Techno-Research Corporation

07 Bloom Technology（株） Bloom Technology Corporation

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

09 （株）プロテックス Protects Co., Ltd.

10 OHTA（同） OHTA LLC
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中小機構ブース
SME Support, JAPAN Booth

01
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05

16
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17

03 06

07
08

09

11
12

10

11 シーエステック（株） CSTEC CORPORATION

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

13 （株）ソフセラ SofSera Corporation

14 （株）ヒットリサーチ HIT Research Corp.

15 シャープライフサイエンス（株） SHARP LIFE SCIENCE CORPORATION

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

17 （株）マイクロジェット MICROJET Corporation

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

19 （株）積進 Sekishin Co.,Ltd.

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

21 （株）京都動物検査センター Kyodoken Institute

22 （株）GSPエンタープライズ GSP enterprise, Inc.

23 （株）ファルマクリエ神戸 Pharmacrea Kobe Co. Ltd.

24 （株）サイディン CyDing Co., Ltd.

25 アール・ナノバイオ（株） R-NanoBio. Co. Ltd.

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

27 iHeart Japan （株） iHeart Japan Corporation

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

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

30 （株）PRISM BioLab PRISM BioLab Co.,Ltd.

31 エムバイオテック（株） M Bio Technology Inc.

32 （株）chromocenter chromocenter Inc.

33 オドレート（株） Odorate, Inc.

コチラからも中小機構ブースの
情報が閲覧できます。

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
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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

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

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

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

東　北
01  東北大学連携ビジネスインキュベータ 
（T-Biz）
〒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
02 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

03 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

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
〒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
TEL.045-989-2205  FAX.045-989-2206

07  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
08  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
09 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 京大桂ベンチャープラザ  南館
〒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

12 彩都バイオインキュベータ
13 彩都バイオイノベーションセンター
〒567-0085 
大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-15
バイオ・サイト・キャピタル（株）内
TEL.072-640-1060  FAX.072-640-1080

14  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

15  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

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
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