
中小機構ブースのご案内 小間No.C-8

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495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30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 30 cutting edge bio-ventures 
selected from around 495 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 30 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

創薬支援/製造受託

01 株式会社ナティアス NATiAS Inc.

02 iBody株式会社 iBody Inc.

03 株式会社ミルイオン Miruion Inc.

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

05 株式会社ロジック LOGIC Co., Ltd

医療/診断

06 株式会社メディカル・アーク Medical Ark, Inc.

07 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.

08 アール・ナノバイオ株式会社 R-NanoBio Co., Ltd.

09 HILO株式会社 Horizon Illumination Lab Optics, Co. Ltd.

10 株式会社プロテックス PROTECTS Co.,Ltd.

11 メディカルフォトニクス株式会社 Medical Photonics Corporation

医療に付帯する
サービス

化学/繊維製薬 バイオテック/
創薬
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情報/通信/バイオインフォマティクス

12 Patentfield株式会社 Patentfield Ltd.

13 株式会社サンクレエ Suncreer co.,ltd.

環境/エネルギー

14 株式会社ファイトリピッド・テクノロジーズ Phytolipid Technologies Co., Ltd.

医療に付帯するサービス

15 株式会社TL Genomics TL Genomics Inc.

製薬

16 セルジェンテック株式会社 CellGenTech,Inc.

17 株式会社ステムリム StemRIM Inc.

機械/その他製造

18 CKD株式会社 CKD Corporation

19 二九精密機械工業株式会社 FUTA-Q,Ltd.

20 株式会社大興製作所 DAICO MFG CO.,LTD.

化学/繊維

21 インテリジェント・サーフェス株式会社 Intelligent Surfaces, Inc.

バイオテック/創薬

22 iHeart Japan株式会社 iHeart Japan Corporation

23 株式会社レボルカ RevolKa Ltd.

24 フェノバンス合同会社 Phenovance LLC

25 株式会社ペルセウスプロテオミクス Perseus Proteomics Inc.

26 株式会社凜研究所 RIN Institute Inc.

27 株式会社JFR JFR Co.,Ltd

28 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.

29 Repertoire Genesis株式会社 Repertoire Genesis Inc.

30 シンバイオシス株式会社 Symbiosis Corporation



株式会社ナティアス
NATiAS Inc.

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ビジネスセンタービル3階353
5-5-2 Minatojima-Minamimachi, Chuo-ku, 
Kobe-shi, Hyogo,Kobe international business 
center 3F
TEL.078-599-9495

ナティアスは核酸APIの製造・調達における課題解決をユニークな
技術で実現する核酸CDMOです。
独自技術の核酸中間体Blockmer®を用いた液相合成や固相合成に
より、数十mgから数千kgまでの幅広いスケールに対して、高純度の
核酸をリーズナブルな価格で提供します。
Blockmer®は従来の核酸原料であるモノマーを用いた合成に比べ、
合成工程の大幅な短縮と品質の向上を可能にします。

NATiAS is a oligonucleotide CDMO that uses unique technology 
to solve problems in the production and procurement of APIs.
With our unique Blockmer™-based oligonucleotide synthesis 
technology, we offer extremely pure oligonucleotides from mg 
to ton scale at reasonable prices.
Blockmer™ can shorten process and high purity for oligonucle-
otide synthesis compared to the synthesis with monomer.

神戸医療機器開発センター（MEDDEC）

ASO・siRNA 等の核酸 API 調達における品質・価格にお悩みの企業様にお応えします

Oligonucleotide therapeutics companies concerned about quality and price in manufacturing and procurement of APIs

iBody株式会社
iBody Inc.

〒464-0814 愛知県名古屋市千種区不老町1番 
名古屋大学 インキュベーション施設102号
Incubation Facility #102, Nagoya University 1, 
Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya,
464-0814, Japan
TEL.052-753-8654

iBodyでは、超迅速かつ効率的な抗体発現・評価を可能にした独自
技術“Ecobody技術”により、従来技術では取得が難しいモノクロー
ナル抗体をわずか1か月で取得します。
医薬品や試薬・診断薬をお取り扱いの企業、研究機関の研究者・技
術者の方々へウサギ及びヒトのモノクローナル抗体取得サービスを
ご提供しています。

iBody’s unique “Ecobody” technology enables lightning-fast and 
efficient antibody expression and evaluation. Using its Ecobody 
technology, iBody can mine the desired monoclonal antibodies 
within just one month.
iBody provides both rabbit and human monoclonal antibody 
generating services to therapeutic, reagent, and diagnostic 
companies as well as academic laboratories.

02 名古屋医工連携インキュベータ（NALIC）

iBody は他の技術では取得困難な有用なモノクローナル抗体を取得します

iBody obtains monoclonal antibodies which are difficult to obtain with conventional technologies
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ASO・siRNA 等の核酸 API 調達における品質・価格にお悩みの企業様にお応えします
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株式会社幹細胞＆デバイス研究所
Stem Cell & Device Laboratory, Inc. (SCAD)

〒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.075-744-1114

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細胞株の樹立、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。

We develop unique in vitro disease models and assay systems 
for neuropathy and myopathy that are suitable for efficacy stud-
ies and toxicology tests in drug discovery research. If you are 
interested in disease-specific iPS cell lines, 3D-cell culture 
devices for neural cells, and contractile assay platform for car-
diac and skeletal muscle tissues, please contact us.

04 クリエイション・コア京都御車

神経疾患・筋疾患の患者由来 iPS 細胞株の樹立と疾患モデル細胞・薬理評価系

Patient-derived iPS cell lines, disease models and assay systems for neuropathy and myopathy

株式会社ミルイオン
Miruion Inc.

〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-20
7-7-20 Saitoasagi,Ibaraki-shi, Osaka-fu 
567-0085
TEL.072-646-5116

質量分析イメージングは「どこに・どのような分子が・どれだけある
か」を可視化する分析技術です。大阪大学発ベンチャーであるミルイ
オンでは豊富な技術力、ノウハウを生かし、他では真似できない高感
度、高精度な分析をお手頃価格で提供します。動物組織から植物、食
品等試料の分析が可能です。薬物動態や農薬の分布、化粧品の浸透
状況等様々な目的に利用できますので是非お気軽にご相談くださ
い。

We are a Mass Spectrometry Imaging （MSI） contract analysis 
company.MSI is a method for obtaining the distribution informa-
tion by pre-treating thinly cutting sample surfaces and ionizing 
components which present on the sample surface.Our extensive 
know-how allows us to analyze even complex samples with high 
sensitivity.

03 彩都バイオイノベーションセンター

高品質な質量分析イメージング受託分析サービスで分子の分布を可視化！！

A mass spectrometric imaging can visualize “What Where How much” about surface on the sample



株式会社ロジック
LOGIC Co., Ltd

〒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

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。

“ATP Guard”, a beauty essence for sensitive and atopic skin, which 
is mainly composed of seaweed-derived carotenoid “fucoxanthin”. 
This product was jointly 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.

05 立命館大学BKCインキュベータ

ドクターズコスメの OEM をご検討中のクリニック様やディーラー様

Dermatology clinics and dealers considering OEM of Doctor's Cosmetics

株式会社メディカル・アーク
Medical Ark, Inc.

〒184-0012 東京都小金井市中町2丁目
24-16-203
農工大・多摩小金井ベンチャーポート
Venture port 203 Nakacho 2-24-16, 
Koganei city Tokyo 1840012, JAPAN
TEL.042-316-6150

ほんのわずかな血液だけで、がん種までも特定できる夢のがん検査シ
ステムが、遂に商用化に成功しました。
これは、血液中に含まれるエクソソームという物質内にある「マイクロ
RNA」を解析し、がん種を特定する世界初の新技術です。

A dream cancer testing system that can identify even the type 
of cancer with only a small amount of blood has finally been 
successfully commercialized.
This is the world's first new technology to identify cancer types 
by analyzing “microRNA” contained in substances called exo-
somes contained in the blood.

06 農工大・多摩小金井ベンチャーポート

血液で伴侶動物のがんを発見し、撲滅を目指します

Detect cancer in companion animals with blood and aim to eradicate it



ドクターズコスメの OEM をご検討中のクリニック様やディーラー様

Dermatology clinics and dealers considering OEM of Doctor's Cosmetics

血液で伴侶動物のがんを発見し、撲滅を目指します

Detect cancer in companion animals with blood and aim to eradicate it

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.

〒860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本
3-14-3 くまもと大学連携インキュベータ303号室
303, 3-14-3 Minamikumamoto, Chuo-ku, 
kumamoto Japan 860-0812
TEL.096-288-1742

脳梗塞や心筋梗塞はいまだに深刻な病気です。当社はこれらの病気
を予防する事を目指して、未病の段階で血栓形成の異常を判定し、
発症を予見する新たな血液凝固検査「SMAT」を開発しています。昨
年、SMAT検査試薬キットを上市しましたが、さらに患者血液検体を
用いた臨床研究によってSMATの有用性を明らかにしています。私た
ちと一緒に、血栓症を克服した社会の実現にむけて、新たな血液検
査事業に取り組みませんか。

Stroke and heart attack remain serious diseases. With the goal 
of preventing such diseases, we have been developing the novel 
coagulation test “SMAT”. Preliminary clinical studies suggest 
that the SMAT may provide a promising approach for prognosis 
and diagnosis of thrombotic complications. We are thus seeking 
partners who work together with us to advance the new labora-
tory test business.

07 くまもと大学連携インキュベータ

脳梗塞や心筋梗塞の予見を可能にする SMAT 検査事業のビジネスパートナー

Business partners cooperating to advance development of SMAT tests allowing prognosis of stroke and heart attack

アール・ナノバイオ株式会社
R-NanoBio Co., Ltd.

〒351-0104 埼玉県和光市南2丁目3-13
和光理研インキュベーションプラザ406
WRIP 406 Minami 2-3-13 Wako-shi, 
Saitama, Japan
TEL.048-467-5811

弊社は、独自のマイクロアレイ技術を用い、これまでに多項目、迅速、
その場、かつ微量検体による検出を可能にしました。指先採血による
41項目のアレルギーIgEの30分検出システムは、2021年、日本ケミ
ファから販売され、好評を得ています。（国研）理化学研究所と、
SAES-CoV-2の変異株に対する抗体の同時検出（8分）も可能にし
ました。弊社技術を生かせる領域を探索中です。

We developed an original microarray technology for multiple, 
rapid, onsite detection using tiny amount of sample. Onsite 
Allergy IgE detection system is available from Nippon Chemi-
phar as “DropScreen”. Recently simultaneous detection system 
of antibodies for SARS-CoV-2 mutants during 8 min is devel-
oped. We hope to develop various types of rapid and multiple 
analysis using our technology.

08 和光理研インキュベーションプラザ

多項目その場迅速検出で未来医療へ

Multiple, rapid, and onsite detection for future medicine



株式会社プロテックス
PROTECTS 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
0-0 address
TEL.048-424-5722

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！ そして、申し込み〜検査結果確認までの操作をスマホで実
行できます。
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。オミクロン
BA5の検査も行っております。

“EasyDoc” is a user-friendry antibody testing service with smart-
phones.
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 offers a new service to test antibody titers for Omicron 
BA5.

10 和光理研インキュベーションプラザ

ワクチン接種後の新型コロナ定量抗体検査サービス！ オミクロン抗体も可

Infection-prevention measures for COVID-19 after vaccination. Quantitative Antibody Testing Service!

HILO株式会社
Horizon Illumination Lab Optics, Co. Ltd.

〒001-0021 札幌市北区北21条西12丁目2
2, N21 W12, Kita-ku, Sapporo, 
001-0021, JAPAN
TEL.011-726-5050

独自技術は、がん患者個別のチロシンキナーゼ阻害剤感受性を、生
きた細胞1細胞レベルで測定できる「光診断薬」。ドライバー遺伝子
産物の細胞内酵素活性を、FRET原理で高感度に直接定量できるの
が特長です。既存薬に対する耐性細胞を生きたまま抽出できるほか
低分子化合物の絞り込み等、新しい創薬プラットフォームとしてご活
用いただけます。特 許2件 取 得 済、臨 床 実 績140超。北 大 発、
J-StartupHOKKAIDO。

Our proprietary technology is the “optical diagnostics” that can 
directly quantify the sensitivity of individual cancer patients to 
tyrosine kinase inhibitors at the level of a single living cell. The 
system can be used as a new drug discovery platform for nar-
rowing down low-molecular compounds and extracting alive 
resistant cells to drugs. Two patents granted, more than 140 
clinical results.

09 北大ビジネス・スプリング

臨床検査会社、製薬企業、創薬系企業との協業・共同開発を希望いたします

We are willing to co-R&D with pharmaceutical-, drug discovery-, and medical-care insurance companies



ワクチン接種後の新型コロナ定量抗体検査サービス！ オミクロン抗体も可

Infection-prevention measures for COVID-19 after vaccination. Quantitative Antibody Testing Service!

臨床検査会社、製薬企業、創薬系企業との協業・共同開発を希望いたします

We are willing to co-R&D with pharmaceutical-, drug discovery-, and medical-care insurance companies

メディカルフォトニクス株式会社
Medical Photonics Corporation

〒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
Hokkaido Sapporo City Kita-ku Kita 21 
Jonishi 12-chome Collaboration 
Hokkaido D Room
TEL.011-700-0202

弊社はこれまで、採血不要の血液検査技術の開発を行っており、
2020年に血液濁度計として「CaLighD」（キャライド）を上市した。
この濁りは、一般の非専門家の人にもリスクを訴求し易く、行動変容
を促しやすいという強みからクリニックでの栄養指導に採用された。
今回は、あらたに動脈瘤測定器を開発し、従来より進化した早期発
見技術を訴求でき、時代と共に変遷できる健康延伸サービス技術を
紹介したい。

Until now, we have been developing blood testing technology 
that does not require blood collection, and in 2020 we launched 
“CaLighD” （Carry） as a blood turbidity meter.  This time, we 
would like to develop a new aneurysm measuring device, appeal 
to early detection technology that has evolved from the past, 
and introduce health extension service technology that can 
change with the times.

11 北大ビジネス・スプリング

非侵襲計測器から動脈瘤測定器を加え健康を延伸サービスに新たな進化を実現

A new evolution for health extension. Birth of an aneurysm measuring instrument

Patentfield株式会社
Patentfield Ltd.

〒615-8245 京都市西京区御陵大原1番地36
京大桂ベンチャープラザ SO1号室
Kyoto-University Katsura Venture Plaza,1-36
Goryoohara, Nishikyo Word, Kyoto, 615-8245 
Japan
TEL.075-925-5878

「研究開発担当者でも、簡単に特許情報を活用したい！」というニーズ
にお応えする「AIによる特許検索や分析プラットフォームPatentfield」
をご提供します。
・簡単・高速・安価に特許検索ができます
・検索と同時にグラフやマップが作成できます
・AI機能が単語や文章から推論して類似の検索します
・AI機能が特許を自動的に分類します
ワンパッケージで初めての方から、専門家まで幅広くご利用いただけ
ます。

You can easily utilize patent information in research and development.
We provide “Patentfield, a patent search and analysis platform using AI” 
to meet this need.
・ Easy, fast, and inexpensive patent search
・ Graphs and maps can be created at the same time as searching.
・ AI function infers from words and sentences and searches for similar
・ AI function automatically classifies patents
It can be used widely from beginners to professionals with one package.

12 京大桂ベンチャープラザ 北館

研究開発で、もっと手軽に簡単に、特許情報を活用してみませんか？

It is easier and easier to utilize patent information in research and development



株式会社ファイトリピッド・テクノロジーズ
Phytolipid Technologies Co., Ltd.

〒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W402
Tokyo Tech YVP W402, 4259-3 
Nagatsutacho, Midori-ku, Yokohama, 
Kanagawa 226-8510, Japan
TEL.090-7422-1920

代表取締役太田啓之の東工大教授としての長年の植物や藻類での
脂質科学研究の強みを生かし、油脂高生産藻ナンノクロロプシスを
材料として油脂（トリアシルグリセロール）、ω3脂肪酸EPAやその関
連化合物（オキシリピン）を高生産する仕組みを構築します。その段
階的な生産規模拡大により食品原材料、化学原材料や燃料に利用
可能な油脂の高生産を目指し、カーボンリサイクルに貢献します。

Dr. Hiroyuki Ohta, CEO and Professor, has cultivated the world-leading 
plants and algae lipid science technology through his years of research 
at Tokyo Institute of Technology. Utilizing this technology, we will estab-
lish a system for high production of lipid（triacylglycerol）, ω3 fatty acid 
EPA and related compounds（oxylipin） from the high lipid producing 
alga Nannochloropsis. By expanding the production scale, we will 
achieve high production of lipid that can be used as raw materials for 
food, chemicals, and fuels, thereby contributing to carbon recycling.

14 東工大横浜ベンチャープラザ

油脂高生産藻ナンノクロロプシスを活用して CO₂削減やカーボンリサイクルに貢献します！

We contribute to CO2 reduction and carbon recycling by utilizing Nannochloropsis, a high lipid producing alga!

株式会社サンクレエ
Suncreer co.,ltd.

〒060-0012 札幌市中央区北12条西23丁目2番
5号 SDC北12条ビル5階
SDC Kita 12-jo Building 5F, 2-5, 
Kita 12-jo Nishi 23-chome, Chuo-ku, 
Sapporo 060-0012
TEL.011-611-6364

当社は30年以上、中小企業の皆さまの事務処理の「効率化・省力化」
のお手伝いをして参りました。

「少子高齢社会」においては「効率化・省力化」では間に合わず、「人の
代替手段」としてのITサービスが求められています。
人の代わりになるITサービスを提供する事で社会に必要とされる企
業を目指しています。

For more than 30 years, we have been supporting “efficiency 
and labor saving” of business processes of small and medi-
um-sized companies.
In an “aging society with a declining birthrate,” “efficiency and 
labor saving” alone is not enough; IT services as a “substitute for 
human resources” are required.
We aim to be a company needed by society by providing IT ser-
vices as a substitute for people.

13 北大ビジネス・スプリング

少子高齢社会における人の代替手段としての中小企業向けの AI の社会実装

Development of AI solutions for small and medium-sized enterprises to replace people in an aging society with a declining birthrate



油脂高生産藻ナンノクロロプシスを活用して CO₂削減やカーボンリサイクルに貢献します！

We contribute to CO2 reduction and carbon recycling by utilizing Nannochloropsis, a high lipid producing alga!

少子高齢社会における人の代替手段としての中小企業向けの AI の社会実装

Development of AI solutions for small and medium-sized enterprises to replace people in an aging society with a declining birthrate

株式会社TL Genomics
TL Genomics Inc.

〒184-0012 東京都小金井市中町2-24-16
農工大多摩小金井ベンチャーポート306
Venture port 306　Nakacho 2-24-16, 
Koganei city Tokyo 1840012, JAPAN
TEL.042-316-1636

TL Genomicsは「Cell-based MedTech」をキーワードに革新的
な医療技術の事業化を目指します。大量サンプルの無標識細胞分離
技術である「積層マイクロ流路デバイス」、数万個の細胞を対象にシ
ングルセルdPCRベースで遺伝子・染色体コピー数解析を可能にする

「DimShift™」。これらの特許技術で、出生前診断、腫瘍免疫、造血
器腫瘍の分野において事業化に取り組んでいます。

TL Genomics is aiming to develop innovative “Cell-based Med-
Tech”. Laminated microfluidics is a high throughput cell separa-
tion technology for unlabeled cells. DimShift™ is a single cell 
dPCR technology to analyze gene/chromosome copy numbers 
on tens of thousands of cells. With those technologies, TL 
Genomics is working in the field of prenatal diagnosis, tumor 
immunity and hematological cancer.

15 農工大・多摩小金井ベンチャーポート

共同開発・事業パートナーとなる企業の皆様のご来訪をお待ちしてます

We look forward to meeting with future business partners and investors

セルジェンテック株式会社
CellGenTech,Inc.

〒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 Plaza 1-8-15 
Inohana, Chu0-ku, Ciba City, 260-0856
TEL.043-441-4121

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、がん化リスクの低いと言わ
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遺伝子治療・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。

Cellgentech is making efforts to develop “Genetically modified 
Adipocyte-GMAC” as Gene therapy/Regenerative Medicine, 
which is a therapeutic gene transduced human adipocytes for 
intractable diseases. We confirmed the improvement of lipid 
metabolism and complications based on LCAT deficiency more 
than 5 yrs. We are conducting the clinical trial for LCAT defi-
ciency with LCAT gene transduced GMAC.

16 千葉大亥鼻イノベーションプラザ

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”



株式会社ステムリム
StemRIM Inc.

〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目7-15 
彩都バイオインキュベータ3F
Saito-Bio-Incubator Bldg. 3F,7-7-15, Saito-
Asagi, Ibaraki-city, Osaka, 567-0085, JAPAN
TEL.06-6170-2070

「再生誘導医薬」という言葉をご存知でしょうか。弊社が研究開発の
中で見いだした「再生誘導医薬」は、従来の細胞治療・再生医療の短
所を克服した次世代の医薬品です。自家外胚葉性間葉系幹細胞を
体外に取り出すことなく誘導することで、用いることで同一の化合物
で広い適応症をカバーできる可能性を持っており、また再生誘導医
薬そのものは化合物であるため品質管理された安定生産・工業的な
計画生産が可能です。

The “Regeneration-Inducing Medicine” that we have discovered 
in our research and development is a next-generation medicine 
that overcomes the shortcomings of conventional cell therapy 
and regenerative medicine. By inducing autologous ectodermal 
MSCs without removing them from the body, it has the potential 
to cover a wide range of indications with the same compound.

17 彩都バイオインキュベータ

自家 MSCs を体外に取り出さずに損傷部位へ誘導する技術「再生誘導医薬」

“Regeneration-Inducing Medicine”, a technology that guides autologous MSCs to the site of damage

CKD株式会社
CKD Corporation

〒485-8551 愛知県小牧市応時二丁目250番地
250, Ouji 2-chome, Komaki, Aichi, 
485-8551, Japan
TEL.0568-74-1181

CKD株式会社は『豊かな社会づくりに貢献する』ために時代の変化
に合わせて、自動化と流体制御技術による製品の開発・設計・製造
を続けてきました。
本展示会では血管網を付与した3次元組織をバイオリアクターで長
期間培養できるソリューションをご提案します。

CKD Corporation has continued to develop, design, and manufacture 
products using automation and fluid control technology in line with the 
changing times in order to “contribute to the creation of a prosperous 
society.”
At this exhibition, we will propose a solution that enables long-term 
culture of 3D tissue with a vascular network in a bioreactor.

18 名古屋医工連携インキュベータ（NALIC）

3 次元組織の培養、かん流培養でお困りの方

Those who have problems with 3D tissue culture or perfusion culture



自家 MSCs を体外に取り出さずに損傷部位へ誘導する技術「再生誘導医薬」

“Regeneration-Inducing Medicine”, a technology that guides autologous MSCs to the site of damage

3 次元組織の培養、かん流培養でお困りの方

Those who have problems with 3D tissue culture or perfusion culture

二九精密機械工業株式会社
FUTA-Q,Ltd.

〒601-8454 京都市南区唐橋経田町33-3
33-3 Karahasi-keiden-cho, Minami-ku,
Kyoto-shi, Kyoto
TEL.0422-27-7629

医療、各種分析機器、半導体など、様々なジャンルの開発者のイメー
ジを「カタチ」にするのはもちろん、いままで培ってきた技術＋αから
新しい「カタチ」を想起するきっかけを生む「ものづくり提案企業」を
目指していきます。
確かな最先端加工技術で、様々な課題にチャレンジして参る所存で
す。

Futaku not only embodies the ideas of developers in various 
fields, such as medical instruments, analyzers and semiconduc-
tor chips. It intends to grow into an idea resources company, 
providing developers with new design ideas, based on the exper-
tise it has developed. Futaku intends to solve a wide variety of 
challenges with state-of-the-art processing technology.

19 京大桂ベンチャープラザ 南館

研究者や開発者に寄り添い続ける存在でありたい

Our extensive and practical support is tailored to meet researchers and developers

株式会社大興製作所
DAICO MFG CO.,LTD.

〒601-8207 京都府京都市南区久世中久町676
676, Kuzenakahisa-cho, Minami-ku, 
Kyoto, Japan
TEL.075-933-4191

【とがった技術で先端装置開発をサポートする】
1952年の創業以来、石英ガラスの加工技術・製品を通じてサイエン
ス（科学技術）の発展に貢献することを目指しています。
今回は、バイオ関連の分析・計測手法の開発やその装置化をお考え
の方々に、①耐圧ガラス部品のシミュレーション・設計製作、②流体
攪拌ユニット、③光学セルユニット、④超薄ガラス部品、⑤深紫外
LED光源、⑥均一照明ユニット、等を展示予定です。

［Supporting the development of cutting-edge equipment with 
our unique technology］
We have contributed to the growth of “science” through our 
quartz glass processing technology and products from 1952.
We plan to exhibit （1） glass components for high-pressure, （2） 
fluid agitation module, （3） optical cell units, （4） ultra-thin glass, 

（5） deep UV LED light sources, （6） uniform illumination units.

20 京大桂ベンチャープラザ 南館

先端装置の開発に関わる方に、尖った要素技術を提案いたします！

We offer unique technologies to those who develop cutting-edge equipment!



インテリジェント・サーフェス株式会社
Intelligent Surfaces, Inc.

〒277-0882 千葉県柏市柏の葉5-4-19 
東大柏ベンチャープラザ305
Todai-Kashiwa Venture Plaza 305, 5-4-19, 
Kashiwa-no-ha, Kashiwa, Chiba,
277-0882, Japan
TEL.04-7168-0390

生体組織構造と見分けがつかない素材「MPCoat®」を開発・製造し
ています。
MPCoat®を医療機器にコーティングすると、血液やタンパク質をは
じめとする各生体成分は、医療機器表面を生体組織と勘違いし、生
体反応を引き起こしません。
2021年3月に上市した内視鏡用コーティング剤「クリアステイ®」を
皮切りに、医療機器を生体に準じた表面構造に改質し、生体に優し
い製品へと生まれ変われる手助けをします。

MPCoat® is materials that are indistinguishable from biological 
tissue structures.
When MPCoat® is coated on a medical device, blood, proteins, 
and other biological components recognize its surface as living 
tissue.
MPCoat® will help to reform the surface structure of medical 
devices to be similar to that of living organisms and help them 
to be reborn as living organism-friendly products.

21 東大柏ベンチャープラザ

コーティングで貴社製品を持続可能に再生しませんか？

Would you like to regenerate your products sustainably with our coatings?

iHeart Japan株式会社
iHeart Japan Corporation

〒604-8221 京都市中京区天神山町280
280 Tenjinyamacho, Nakagyo-ku, 
Kyoto, 604-8221 Japan
TEL.050-5898-1947

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。私たちは、再生医療の実現によって心臓移植
が要らない社会を作ることを目指します。

iHeart Japan Corporation is developing allogeneic regenerative 
medical products derived from iPS cells, and selling research 
tools for cardiotoxicity and efficacy tests. We aim to realize 
regenerative medicine for heart failure and release patients 
from waiting heart transplantation.

22 クリエイション・コア京都御車

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 medical products for heart failire



コーティングで貴社製品を持続可能に再生しませんか？

Would you like to regenerate your products sustainably with our coatings?

株式会社レボルカ
RevolKa Ltd.

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町
1丁目9−10
1-9-10, Horidome-cho, Nihonbashi, 
Chuo-ku TOKYO
TEL.03-6661-2972

レボルカは研究開発型のバイオテック製薬企業で、人工知能を用い
てタンパク質を改良する特別な技術を有しています。既に、抗体及び
抗体類縁体や酵素等を用いて、複数の特性の同時向上に成功してき
ております。我々のシステムは、少数のクローンの結果から機械学習
することが可能なため、ハイスループット実験に適合しないタイプの
アッセイ（細胞を用いた複雑な薬理実験など）を実施することが可能
です。

RevolKa is a R&D biotech company with the AI-integrated pro-
prietary protein engineering technology. We have succeeded in 
improving multiple properties simultaneously of many proteins 
such as antibodies, enzymes and so on. Our system can also 
apply to highthroughput-“unfit” assays （ex. complex pharmaco-
logical assays using cells） as it only needs a small number of 
data set for machine learning.

23 T-Biz（東北大学連携ビジネスインキュベータ）

タンパク質を人工知能で育て進化させ、人々の「健康」と「豊かさ」に貢献します

We will contribute to the health and well-being of people by growing and evolving biopharmaceuticals using AI technology

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 medical products for heart failire

フェノバンス合同会社
Phenovance LLC

〒277-0882 千葉県柏市柏の葉5-4-19
東大柏ベンチャープラザ105
5-4-19 Kashiwanoha, Todai Kashiwa 
Venture Plaza Rm# 105, Kashiwa, 
Chiba, Japan, 277-0882
TEL.090-9952-6173

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 automization of animal experiments in 
the medical and health science field, we specialize in the applica-
tion of wireless and advanced technologies for animal experi-
ments. We provide support to facilitate high-precision and 
high-throughput analytic methods/services for animal pheno-
typing through multi-layer analysis of animal behavior, biopoten-
tials, temperature, etc.

24 東大柏ベンチャープラザ

疾患モデル動物を用いた創薬・医学研究のハイスループット化にご興味のある方に

For those interested in advanced technologies in animal biometric measurements



株式会社ペルセウスプロテオミクス
Perseus Proteomics Inc.

〒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

当社は、世界レベルの抗体技術を有するバイオベンチャーです。当社
技術から生まれる治療薬を、パートナー様とともに患者様に届けるこ
とが我々の使命です。私たちの技術基盤は動物免疫と、VHHやヒト
抗体を用いたファージディスプレイ法による抗体作製技術です。抗体
作製からヒト治験へと繋ぐ創薬の一連のプロセスを確立していること
が、当社の強みです。自らの創薬に加え、当社技術を基にお客様の抗
体研究・創薬を支援します。

We are a clinical stage biopharma to deliver the innovative anti-
body therapeutics to patients with partners. We generate anti-
body by animal immunization and phage display methods with 
human and VHH antibody library. Our strength is that we have 
established a series of drug discovery processes from antibody 
production to clinical trial. In addition, we can offer our support 
in antibody researches.

25 名古屋医工連携インキュベータ（NALIC）

最先端の抗体技術で世界の医療に貢献する

We contribute to global medical care with our cutting-edge antibody technologies

株式会社凜研究所
RIN Institute Inc.

〒104-0045 東京都中央区築地4-12-2 
シグネットビル701号室
CYGNET Bldg. 701, 4-12-2 Tsukiji, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan
TEL.03-6280-5663

国立がん研究センター発ベンチャーとして、国立がん研究センターで
見出された新規かつ独自の抗体シーズに基づき、がん等の疾患の診
断・ 治 療に役 立つ抗 体 医 薬の研 究 開 発を行っています。抗
TMEM180抗体は、2023年1月にPhase1試験（大腸がん治療薬）
を開始予定です。また、Cancer Stromal Targeting療法のコンセ
プトのもと、抗不溶性フィブリン抗体-薬物複合体の開発を進めてい
ます。

Our company was established as a spin-out venture from 
National Cancer Center （NCC） for development of anti-cancer 
antibody drugs. Our unique seeds are Anti-TMEM180 mAb 
against Colorectal cancer （CRC） and other solid tumors, Anti-in-
soluble fibrin Ab-drug conjugate based on the concept of  Can-
cer Stromal Targeting Therapy etc.

26 東大柏ベンチャープラザ

抗体医薬にご関心をお持ちの VC・製薬企業からのご連絡をお待ちしております

We are seeking the investors and collaborative research partners for the development of antibodies seeds



最先端の抗体技術で世界の医療に貢献する

We contribute to global medical care with our cutting-edge antibody technologies

抗体医薬にご関心をお持ちの VC・製薬企業からのご連絡をお待ちしております

We are seeking the investors and collaborative research partners for the development of antibodies seeds

株式会社JFR
JFR Co.,Ltd

〒177-0044 東京都練馬区上石神井2-22-11
2-22-11 kamisyakuzii nerima-ku Tokyo
TEL.03-6279-7102

有用微生物の製品開発支援はJFRにお任せください。
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。

JFR supports the development of useful microorganisms.
We will propose a method to improve the existing medium com-
position and culture conditions, significantly increase the yield 
and the viable cell count within a few months.We also provide 
one-step services from isolation and identification of new strains 
to product development and OEM manufacturing （with various 
cooperating partners）.

27 和光理研インキュベーションプラザ

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

Those who have problems in developing and manufacturing raw materials for lactic acid bacteria and bifidobacteria

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.

〒277ｰ0882 千葉県柏市柏の葉5-4-19-208
5-4-19-208 Kashiwanoha, Kashiwa-shi, CHIBA
TEL.04-7157-4530

当社はがん等の難治性疾患の抗体医薬の開発に長年取り組んでき
ています。そのノウハウを使って、新型コロナの感染を防御する抗体
をニワトリで作ってみました。この抗体（IgY）は鶏卵から抽出でき、新
型コロナウイルスの幅広い変異株に対して高い中和活性があること
を確認しました。鶏卵は、食用として安全性が確認されていますので、
鶏卵抗体（IgY）を成分に含有するマウスケアスプレーを製造しまし
た。ニワトリは、世界中どこでも生産が可能で、安価であることに注目
しています。

We　have developped antibody drugs for intractable disease, 
cancer. Now, based on our know-how, we developped hen anti-
body （IgY） against COVID-19. IgY can be extracted from eggs. 
Our IgYs strong  neutralizing activity have been verified againt 
many mutant strains of Novel Coronavirus. Egg are safe food 
and we have introduced mouth spray COVINAX containing our 
IgY. Our attention are given to Worldwide and low cost Poultry 
farming enabling mass production of IgY.

28 東大柏ベンチャープラザ

マウスケアスプレーによる新型コロナの感染予防にご関心のある方、ぜひご来場ください

Welcome ones interested in COVID-19 preventable Mouth Spray



Repertoire Genesis株式会社
Repertoire Genesis Inc.

〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-15 
彩都バイオインキュベータ402号
Saito Bioincubator 402,7-7-15 Saito-asagi, 
Ibaraki-shi, Osaka, 567-0085 Japan
TEL.072-657-8686

当社事業は次世代シーケンスを用いて細胞の遺伝子解析を実施し、
特にT細胞やB細胞などの免疫細胞の多様性解析技術は独自の解
析技術を開発し、がんや自己免疫疾患、感染症などの病態解明や薬
剤による免疫応答を可視化してきました。今後も解明されていない
難病の病態解明や薬剤効果を予測するバイオマーカーとして応用研
究を進めたいと思っております。是非、ご興味のある企業はご連絡お
待ちしております。

We have developed and established unique analysis technolo-
gies such as immune cell diversity analysis using NGS.
In the future, we intend to apply this technology to elucidate 
intractable diseases that have yet to be elucidated and to use it 
as a biomarker to predict the effects of diseases.

29 彩都バイオインキュベータ

多様性解析から見えてくる新たな免疫の真実を見つけましょう

Discover new immune truths revealed by diversity analysis

シンバイオシス株式会社
Symbiosis Corporation

〒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

私たちは、限りない可能性を秘めた、長期保存・輸送可能なナノバブ
ルの開発に成功し、特許を取得しました。
・目的物質を的確に臓器に届ける泡
・菌を活かしも殺しもする泡
・効率的に有効成分を抽出する泡
・薬剤いらずの極めて高い洗浄効果
医療分野では、すでに腸内フローラ移植の移植用菌液の溶媒として
実用化し、他人の腸内細菌を生着させ難治性疾患の治療として高い
奏効率を誇っています。

We have succeeded in developing and patented nanobubbles 
that have unlimited potential and can be stored and transported 
for long periods of time.
Bubbles that accurately deliver target substances to organs.
Bubbles that both utilize and kill bacteria.
Bubbles that efficiently extract active ingredients.
Extremely high cleaning effect without the need for drugs.

30 神戸健康産業開発センター（HI-DEC）

水と空気だけで作った目に見えない泡、その物性が医療と産業に変革を起こす

Invisible bubbles made only with water and air, whose physical properties will revolutionize medicine and industry
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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

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

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

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

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

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

07

08

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

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

近　畿 九　州

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

09

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.075-382-1062

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

11 彩都バイオインキュベータ
彩都バイオイノベーションセンター
〒567-0085

TEL.072-640-1060

12 神戸医療機器開発センター
（MEDDEC)
〒650－0047
兵庫県神戸市中央区港島南町7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

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

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

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

15

出展インキュベーション施設一覧
Exhibitors List of Our Incubation facilities

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 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/

多様性解析から見えてくる新たな免疫の真実を見つけましょう

Discover new immune truths revealed by diversity analysis

水と空気だけで作った目に見えない泡、その物性が医療と産業に変革を起こす

Invisible bubbles made only with water and air, whose physical properties will revolutionize medicine and industry



中小機構の
インキュベーション
全国29拠点、入居者約495者
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 495 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.


