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今年はいよいよ２０２０東京オリンピックです。入居企業の皆さんもアスリートに負けないくらい世界基準で活躍しています。

独立行政法人中小企業基盤整備機構 和光理研インキュベーションプラザ

－ １ －

「Bio Japan 2019」に出展
しました
（株）プロテックス

「メディカルジャパン 2019 東京」に出展しました
アール・ナノバイオ（株）

アール・ナノバイオ（株）は、2019年10月23日（水）から25日（金）にかけて、幕張
メッセで開催された「メディカルジャパン2019」（医療機器・設備EXPO）に出展し
ました。
血液1滴から、その場で41項目のアレルギースクリーニング検査可能なプラット
フォームシステムを展示しました。大変多くの皆様に来場いただきました。

展示ブースの様子

中小機構

アクセラレーション事業『FASTAR』の支援先企業に採択されました
インテグレーションテクノロジー（株） （ＩＴＣ）

＜アクセラレーション事業「FASTAR」について＞
中小機構は、IPOやM&Aを視野に地域中核やユニコーン企業を目指すベンチャー・中小企業
の皆様に対し、資金調達や事業提携に向けたアクセラレーター支援（成長加速化支援）をして
います。
https://www.smrj.go.jp/venture/acceleration/fastar/index.html

インテグレーションテクノロジー（株）は、2019年7月の一次公募に応募し採択されました。

2019年10月9日（水）から10月11日（金）にかけて、
「パシフィコ横浜」で開催された「Bio Japan2019」
に出展しました。 展示ブースの様子 試作展示品

ウィルスや細菌等の微量検出を誰でも簡単に操作できるポータブル検出器の試作品を展示しました。
抗原抗体結合を利用し、検体の発色（金コロイド）や蛍光、化学発光を計測して、様々なウィルスや細
菌等の検出ができる抗原検出機器を開発しています。多くのお客様に来場していただきました。

主催：中小機構・和光理研インキュベーションプラザ

『 経営者・メンター交流会 ｉｎ & for 和光理研 』を開催しました
～ メンターを活用しよう ～

2019年11月28日（木）当プラザ会議室にて、入居企業の経営者を対象に実施しました。入居企業経営者4人の方
に参加いただきました。
NPO法人産業技術活用センター（ITEC）から８人のメンターをお招きし、メンターの活用方法などについてお話して
いただき、過去に活用経験のある、インテグレーションテクノロジー（船田様）、先端力学シミュレーション研究所
（常木様）から経験談もお話していただきました。
その後、短時間ですが、参加企業別にメンターとの面談（お見合い）をしていただきました。



（株）明治 大力一雄氏

－ ２ －

主催：和光理研インキュベーションプラザ

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

主催 ： （独）中小機構 （和光理研インキュベーションプラザ）
共催 ： （公財）埼玉県産業振興公社（産学連携支援センター埼玉）
会場 ： 新都心ビジネス交流プラザ ４階会議室Ａ
詳細 ：

https://www.smrj.go.jp/incubation/wrip/event/2019/favgos0000003h25.html

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

【第２部】 技術シーズ発表
（1）「腸内環境が関与する免疫のはたらき」 日本大学 生物資源科学部 細野朗氏
（2）「植物由来の乳酸菌の利用」 福島大学 農学群 熊谷武久氏
（3）「腸内細菌叢の解析結果に基づく機能性食品の開発」

シンバイオシス・ソリューションズ（株） 増山博昭氏
（4）「乳酸菌『発酵物』視点からの商品開発・ウェルネスコミュニティー連携の可能性について」

（株）光英科学研究所 小野寺洋子氏

食品や飲料関連企業など、40人を超える皆さんにご
参加いただき、大変有意義な発表会でした。新たな
連携や新ビジネスへの展開へ期待しています。

日本大学 細野朗氏 シンバイオシス・ソリューションズ（株）
増山博昭氏

福島大学 熊谷武久氏 （株）光英科学研究所
小野寺洋子氏

ポスターセッション・名刺交換会

主催：埼玉県

『 第15回ナノカーボン先端技術交流会 』にてサイバーレーザー（株）
が発表しました

主催 ： 埼玉県・産業労働部先端産業課
日時 ： ２０１９年１２月２日（月） １４：００～１７：００
会場 ： 新都心ビジネス交流プラザ ４階会議室Ｂ、Ｃ

発表テーマ ：
「ナノカーボン非線形光変調器を搭載した超短パルスシーダー光源の開発」

発表者 ： サイバーレーザー（株） マシニングシステムユニット 河野陽平氏

埼玉県の補助事業、2015年度「新技術・製品化開発費補助金」を利用し、単層カーボンナノチューブを
使用した光変調器の開発について発表しました。講演後の名刺交換会でも多くの参加者と名刺交換し
ていました。

サイバーレーザー（株）
河野陽平氏
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入居企業紹介

株式会社 Ａ-Ｐｌｕｓ
“アグリの未来を創造します“

代表取締役社長 ： 沼上 透
（植物工場事業は、アナログ（野菜）とデジタル（機械類やデータ）が混在している事業であり、アナログが残るビジ
ネスは、技術やノウハウが真似されにくいと確信しています。）
設立 ： ２０１７年１１月６日
本社 ： 福島県田村市都路町岩井沢字平蔵内３２－１
社名由来 ： 農業と工業技術が融合しながら発展していく

（ Agriculture / Automation / AI / etc.）

＜＜事業内容＞＞
2017年11月に設立したアグリベンチャーです。福島県田村市にて世界初となる自動化設備や加工施
設、大規模な研究開発室を備えた完全閉鎖型植物工場の事業を展開しています。

現在、レタスを中心とした葉菜類の生産・販売を行っていますが、同時に農業用ロボットの研究開発や、
工場からのビッグデータをもとにＡＩによる最適環境の解析なども行っていく予定です。一般の農業へも
展開可能な最先端の農業・工業技術の確立を目標としています。

当プラザでは、今後、イチゴなどの果菜類等の栽培実証を行い田村植物工場での研究開発や量産化
に繋げられるような基礎研究を行ってまいります。

当社では「食」と「農」をキーワードに、最先端技術を用いた事業展開を図ってまいります。将来、特殊
環境で農業が難しい国や、耕作地が少ない、従事者確保が難しい国などに対してコンサルティングを
行いながら、当社の植物工場を海外にも広めていきたいと考えています。

新聞・業界誌・学会誌等への掲載・報道

（株）Ａ-Ｐｌｕｓ
日本経済新聞に掲載されました。
（2019/10/21）
「福島県のエープラス、野菜を自動輸送する植物
工場」

（株）Ion Chat Research （論文掲載）

NanoTouch（ナノタッチ）技術の論文が、『Journal of 
Neurophysiology（Vol.122）』に革新的な方法論（Innovative 
Methodology）として掲載されました。（2019/11）
https://www.physiology.org/doi/full/10.1152/jn.00359.2019

アール・ナノバイオ（株）
日刊工業新聞に掲載されました。（2019/11/26）
血液１滴で受診日に検査結果 アール・ナノバイオなど、診断薬・測定装置を来年発売。

化学工業日報に掲載されました。（2019/12/18）
マイクロアレイ検査技術を活用したアレルゲン向け検査装置を日本ケミファと共同開発し実用化しました。

試作野菜育成中商品活用例

第３回めぶきビジネスアワード受賞

新工場イメージ図



お知らせ

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

ＩＭ室から 今年はオリンピック・パラリンピック開催です。
和光市も射撃競技の会場となっており、駅周辺にはホテルが
建設されるなど、だいぶ盛り上がってきました。

主催：埼玉県／（公財）埼玉県産業振興公社／他

『 彩の国ビジネスアリーナ２０２０ 』が開催されます
２０２０年１月２９日（水）～３０日（木） （ さいたまスーパーアリーナ ） 入場無料

－ ４ －

彩の国ビジネスアリーナ２０２０は、「新時代を彩る埼玉の技術力！」をテーマに、中小企業の受注
確保・販路開拓、技術力向上等を目的とし、広域的な企業間ネットワーク形成による新たなビジネ
スチャンス創出の場を提供する展示商談会です。600社を超える企業・団体が出展しています。

詳細 ： http://bizmatch.saitama-j.or.jp/

＜＜講演会＞＞
◆ 『Hondaの夢を世界の空に』 －Hondaにおけるジェットエンジン開発－
講師：Honda Aero.Inc. 社長 藁谷篤邦氏
◆ 『企業における重要経営課題としての事業継続』 －昨今の環境変化を踏まえて－
講師：AGS（株）代表取締役会長 石井進氏 ほか
◆ 『企業はいかにＳＤＧｓに取り組むべきか』
講師：（公財）地球環境戦略研究機関 持続可能性ガバナンスセンター 研究員 小野田真二氏
◆ 『ＡＩ・ＩｏＴでつながる、かわる未来！』 －これからの時代を生き抜くために－
講師：日本マイクロソフト（株） 業務執行役員 エバンジェリスト 西脇資哲氏
◆ 『五感経営とITのチカラ』 －絶体絶命からの大逆転を果たした２代目社長の経営論－
講師：石坂産業（株） 代表取締役 石坂典子氏
◆ 『中小企業・小規模事業者のための「価格交渉サポートセミナー」』
講師：アルト経営パートナー（株） 代表取締役 加藤敦子氏
◆ 『ベンチャー事業で成功するための5つのポイント』
講師：（株）システムインテグレータ 代表取締役社長 梅田弘之氏

＜＜企画展示＞＞
◆ ロボット
◆ ＩｏＴ・ＡＩ特別コーナー
◆ 次世代自動車
（CASE特別コーナー）

＜＜同時開催イベント＞＞
◆ 産学連携フェア（大学お宝シーズ発掘ツアー）
◆ 埼玉県ビジネス懇談会
◆ 彩の国ベンチャーマーケット

主催：医療イノベーション埼玉ネットワーク

『 埼玉医療機器等製品事例成果発表会 』でアール・ナノバイオ（株）
が紹介されます
２０２０年２月１８日（水） 全国家電会館（東京都文京区湯島） 入場無料

会場 ： 全国家電会館（東京都文京区湯島3-6-1）
詳細 ： https://www.saitama-j.or.jp/seminar/hongou0218/

【成果発表会】（11：00～12：30）
埼玉県内企業と医療機関や研究機関との共同開発の成果発表
（1）アレルギー検査機器 （研究機関+アール・ナノバイオ（株））
（2）細胞培養試薬・機材 （医療機関+東京化成工業（株））
（3）白血球表面マーカー測定装置 （医療機関+（株）ピーエムティー）
（4）超小型X線撮影装置 （医療機関+（株）ティーアンドエス）
（5）癌性潰瘍における消臭・滲出液に対応した被覆材 （医療機関+（株）白十字

【企業展示】（11：00～17：00）
埼玉県内企業による製品・試作品展示（22社）
【セミナー】（13：00～14：00）

「バイオサイエンスの最新動向」
（バイオマーカーと治療法の今後について）
自治医科大学付属さいたま医療センター：森下義幸氏
【交流会】（17：30～18：30）（参加費：2,000円）

主催：大田区／大田区産業振興協会／大田工業連合会

「第24回おおた工業フェア２０２０」が開催されます
２０２０年２月６日（木）～７日（金） （大田区産業プラザＰＩＯ） 入場無料

大田区のものづくり企業が一堂に会する展示会です。高度技術・技能を有する企
業が多数出展しています。「ものづくりベンチャー」による企画展示も行われます。

詳細 ： https://www.pio-ota.jp/k-fair/24/
＜＜講演・セミナー＞＞
◆ 【基調講演】「自動車産業の未来展望」

－「CASE」と自動車産業の見通し－
講師：（株）ナカニシ自動車産業リサーチ 中西孝樹氏
◆ 【特別講演】「先端技術を先導する宇宙開発」
講師：ＪＡＸＡ名誉教授／愛知工科大学名誉教授 中谷一郎氏
◆ 他セミナー

＜＜イベント＞＞
◆ 大田区中小企業新製品・新技術コンクール表彰式
◆ 受賞企業プレゼンテーション／他


