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緊急事態宣言が出され、先の見えない新型コロナウイルス対策の状況、オリンピック・パラリンピックの延期など、中小企
業にとっても大変困難な局面に遭遇しています。 力を合わせて乗り切りましょう。

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 －

お知らせ （新型コロナウイルス対応関係）

新型コロナウイルスの影響に対する相談・支援策など
中小企業庁・埼玉県など （ 状況により変更される場合がありますのでご注意願います ）

国や県などの緊急的
な支援のお知らせです。

◆ 「新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への金融支援」（埼玉県）
・経営安定資金（災害復旧関連／特定業種関連）・経営あんしん資金（新型コロナウイルス特例）
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/07j-corona.html
◆ 新型コロナウイルス感染症に関する企業支援策等について（国、埼玉県、他）
・新型コロナウイルス感染症対策情報（関東経産局）
https://www.kanto.meti.go.jp/kansensho/
・新型コロナウイルス感染症対策（内閣官房）
https://corona.go.jp/
・新型コロナウイルス感染症について（厚労省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・新型コロナウイルス感染症について・働く方と経営者の皆さまへ（厚労省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata
・新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ（国税庁）
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
・「企業の皆さまへ-新型コロナウイルス感染症について-」（埼玉県）
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/r020131_shingatakorona.html
・「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」（埼玉県よろず支援拠点）
https://saitama-yorozu.jp/news/20200129/
・新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口（商工中金）
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html

理化学研究所（理研）が、4月8日（水）から5月10日（日）までの間、全ての職員等を在宅勤務とし、施設
を封鎖するとの連絡がありました。それに伴い、当インキュベーション施設と理研との間にある南通用門
を含め全てのゲートで以下の期間中閉鎖されます。守衛所がある西門のみ入構可能です。
◇閉鎖期間 ： 2020年4月10日（金）20：00～5月11日（月）7：00
なお、和光理研インキュベーションプラザは、通常通りご利用いただけます。

理研との通用門が閉鎖されます

その他のお知らせ

各種補助金公募や融資のお知らせ
中小企業庁・埼玉県など

国や県などの補助金公募や融資支援のお知らせです。
すでに公募期間中の事業もあります。

◆ 「戦略的基盤技術高度化支援事業（旧：サポイン事業）」（中小企業庁）
公募期間：令和2年1月31日(金)～令和2年4月24日(金)【17時締切】
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2020/200131mono.html
◆ 「商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)」（中小企業庁）
公募期間：令和2年2月18日(火)～令和2年4月21日(火)【17時締切】
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2020/200218shinpou.html

▽ 「ものづくり・商業・サービス生産
性向上促進補助金」（令和元年補正
予算）（全国中小企業団体中央会）
１次応募終了、次期公募は５月頃の
予定



－ ２ －

４月からＩＭ室のスタッフが変わりました

４月からＩＭ室スタッフの変更がありました。 吉田チーフＩＭに代わり大澤
チーフＩＭ、佐藤ＢＩＣに代わり船橋インキュベーション支援専門員が着任し
ました。 どうぞよろしくお願いいたします。

中山アシスタント、山本ＩＭ、大澤ＣＩＭ、千田ＩＭ、船橋ＩＳ

<< 大澤ＣＩＭからひとこと >>
海外販路開拓が専門となります。特に技術セールスが必要な高度な製品・
技術の販路開拓のノウハウをアドバイスさせていただきます。

<< 船橋ＩＳからひとこと >>
入居企業の皆様が安心して施設をご利用いただけるようお手伝いさせて
いただきます。お気軽にお声がけいただきたいと思います。

◆ 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（令和元年補正予算）（全国商工会連合会）
第２回受付締切：令和2年6月5日（金）
http://www.syokoukai.or.jp/s0003/030/20161025101827.html
◆ 埼玉県中小企業制度融資のご案内（パンフレット）（埼玉県）
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/07j-pamphlet.html
◆ 埼玉県先端産業創造プロジェクト（埼玉県）
公募期間：令和2年4月1日(水)～令和2年5月8日(金)【17時締切】
◇ 「医療機器等事業化支援補助金」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/r2-iryokiki.html
◇ 「スマートモビリティ実証補助金」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/r2-smamobi.html
◇ 「AI活用機器等開発・実証補助金」
https://www.pref.saitama.lg.jp/leading-edge-project/news/archives/263.html
◇ 「先端製品開発費補助金」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/r2-hojokin.html
◆ 埼玉県社会課題解決型新技術・新製品開発支援事業費補助金（埼玉県）
公募期間：令和2年4月1日(水)～令和2年5月13日(水)（土日祝日を除く9時～17時）
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/tech-subsidy.html
◆ 「AI・IoT・ロボットシステム導入トライアル補助金」（埼玉県産業振興公社）
公募期限：令和2年5月15（金）)【17時必着】
https://www.saitama-j.or.jp/shikin/200401iot/
◆ 「研究開発型スタートアップ支援事業（旧：研究開発型ベンチャー支援事業）／（PCA）」（ＮＥＤＯ）
公募期間：令和2年3月19日(木)～令和2年4月20日(月)【12時必着】
https://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100248.html
◆ 「研究開発助成金」（三菱UFJ技術育成財団）
公募期間：令和2年4月20日～5月20日
http://www.mutech.or.jp/subsidy/index.html

主催：（公財）埼玉県産業振興公社・次世代自動車支援センター埼玉

「令和２年度 車両分解研究会」（ホンダ『フィット』）実施のお知らせ

分解車両 ： ホンダ『フィット』（２モーター）
実施期間 ： 2020/4/16日（水）～12/初旬
会場 ： 埼玉自動車大学校（伊奈町）／埼玉県産業技術総合センター（川口市）／新都心ビジネス交流プラザ
詳細 ： https://www.saitama-j.or.jp/jidosha/kenkyukai/bunkai/bunkai-2020/
参加費 ： 中小企業：15,000円／大企業：70,000円 （公社・産業部会会員対象）
２次募集 ： 2020/5/7（木）締切

「次世代自動車支援センター埼玉」が、中心となり、最新車両の分解分析研究（ベンチマーク）を行います。参加企業が
連携して分解調査解析することで、最新技術や技術動向を察知し、今後の技術開発戦略や新たなビジネス展開の貢
献することを目的としています。

＜＜日程＞＞
◆ 【試乗会】 （5/14～5/15） ◆ 【車両貸出】 （4/22～5/12）
◆ 【発足会・分解見学会】 （5/27～28） ◆ 【講演会・分解部品展示】 （6/18～19）
◆ 【部品貸出／調査・分析】 （6/29～8/31） ◆ 【最終報告会】 （12月初旬）
参加各社は、分解部品を持ち帰り独自調査が可能。調査結果報告書を提出、冊子にまとめて参加各社内で共有。
※：研究会終了後の分解部品は、埼玉自動車大学校にて再度組み立てられ、
カットモデルを作製します。
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医療イノベーション埼玉ネットワーク

「医療機器成果発表会」でアール・ナノバイオ（株）が発表しました
2020年2月18日（火）

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/report/hongou021/

埼玉県、さいたま市などの中小企業支援機関は、医療機関、医療機器メーカー等と連携して「医療イノベーション
埼玉ネッワーク」を構築しています。研究機関や医療機関と企業が共同開発した事例を紹介する「埼玉医療機器
等製品事例成果発表会」にて、アール・ナノバイオ（株）が、理研シーズを活用して開発した製品「バイオチップ検
査システム」を発表しました。

成果発表 展示コーナー 製品展示「バイオチップ検査システム」

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 』に出展しました
「埼玉県先端創造プロジェクト」（ＡＩ・ＩｏＴ）

プロテックス（株）

2020年1月29日（水）～30日（木）に、さいたまスーパーアリーナ
で開催された「彩の国ビジネスアリーナ2020」で、埼玉県の令
和元年度「AIを活用した機器等開発・実証補助事業」に採択さ
れた企業として紹介されました。

プロテックス（株）は、理化学研究所を中核として、有害ウイルスや細菌を可視化して
迅速判断するキットの開発「ＡＩ創案ＢＥＦペプチドを用いたウイルス可視化システムの
開発」（Binding-Enhanced Flu orogenic）を行っています。

埼玉県先端創造プロジェクト
（AI・IoT）ブース

2020年1月29日（水）～30日（木）に、さいたまスーパーアリーナで開催された「彩の国ビジネスアリーナ
2020」で、「埼玉県先端創造プロジェクト」（医療イノベーション）ブースに出展しました。

試作展示品

日本ケミファ（株）と共同で、アレルギーのスクリーニング検査を簡単・迅速に行える新製品を開発しました。理
研発の医療用マイクロチップアレイ技術を駆使することによる、血液一滴からアレルゲン等を高速・高精度で測
定可能な検査装置です。

彩の国ビジネスアリーナ2020
埼玉県先端創造プロジェクト
（医療イノベーション）ブース

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 』に出展しました
「埼玉県先端創造プロジェクト」（医療イノベーション）

アール・ナノバイオ（株）
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2020年度の「理化学研究所一般公開」の開催見送り

2020年4月18日（土）に予定していた「理化学研究所一般公開」は、新型コ
ロナウイルス感染対策の一環で、今年度の開催を見送ることになりました。

４月から新体制で再スタートしました、本年度も
よろしくお願いします。 温暖化の影響か、今年は理研構内の
ソメイヨシノも早く咲いて3月25日くらいには満開でした。

代表取締役社長 ： 増山 博昭
本社所在地 ： 東京都中央区日本橋本町２丁目７番１号

野村不動産日本橋本町ビル３Ｆ
設立 ： ２０１８年４月 （ 入居 ： ２０１８年８月 ）
設立理由 ： ( 国研 ) 理化学研究所 ・ 辨野特別研究室と ( 一社 ) 日本農業フロンティア開発機構が
構築した日本最大級の日本人の腸内細菌叢解析データベースを用いた腸内細菌叢と疾病の関係など
に関する基盤研究の成果を事業化するための法人として設立しました。

社名由来 ： 土壌や腸内に存在する厖大な種と数の微生物との健全な《 共生 (Symbiosis) 》によって、
動植物の健康を増進する新たな《 ソリューション 》を創出・提供するという当社の理念を社名としました。

入居企業紹介

研究スタッフ 腸内細菌DNA自動抽出装置 検査キットパッケージ

シンバイオシス・ソリューションズ株式会社
“腸内細菌叢の研究を通して、人々の健康増進に寄与する“

＜＜事業内容＞＞
当社は、日本最大級の腸内細菌叢解析データベースを用いて、被検者の腸内細菌叢データからその
人の疾病リスクを分析し 、 リスクの高い疾病の予防 ・ 改善のための食品等をアドバイスする 、 医療
機関向け「腸内細菌叢の検査 ・ 分析サービス」の開発に取り組んでおり、本年４月から連携医療機関
による試験運用を開始しました。

和光理研インキュベーションプラザ

『 消防訓練 』延期

2020年2月27日（木）に予定していた消防訓練は、新型コロナウイルス感染
予防対応として延期になりました。

新聞・業界誌・学会誌等への掲載・報道

（株）Ａ-Ｐｌｕｓ
『The Financial Times』（イギリス経済紙）に掲載されました。（2020/1/23） Vertical farming finally grows up in Japan 

アール・ナノバイオ（株）
日刊工業新聞に掲載されました。（2020/1/13）
技術が変える！医療の現場（23）／血液一滴・30分でアレルギー検査感染症など普及視野 在宅・災害医療活用にも期待

日刊工業新聞に掲載されました。（2020/1/16）
血液一滴でアレルギー検査、日本ケミファと共同開発 41項目を30分で結果検出欧米・BRICsにも展開目指す

日刊工業新聞に掲載されました。（2020/1/23）
経営ひと言／アール・ナノバイオの伊藤嘉浩社長「導入に期待」

（株）BOND FACTORY
日刊工業新聞に掲載されました。（2020/2/26）
まつエク用接着剤拡販 安全性前面にＯＥＭ提供

オドレート（株）
毎日新聞に掲載されました。（2020/4/7）
和光のベンチャー企業 体臭分析ケア提案 測定キット販売好調


