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先の見えない新型コロナウイルス感染症、各種イベントをはじめ、ビジネスのスタイルや学校の授業方法、生活様式など、
大きな変化が求められています。 知恵を出し合っ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
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埼玉県先端産業創造プロジェクト

「令和２年度埼玉県ＡＩを活用した機器等開発・実証補助金」で、
アール・ナノバイオ（株）が共同開発体として採択されました
2020年7月27日（火）

埼玉県では、新たな成長産業を創り出す「先端産業プロジェクト」に取り組み、ＡＩを活用した機器等の開発や実証を行う機関に
補助金を交付します。 この度、アール・ナノバイオ（株）を共同開発体とした理化学研究所との開発共同体が採択されました。

＜テーマ＞
「ＡＩ機能を搭載した多項目バイオチップ検査システムの開発」
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/r2-ai727.html

主催：（一財）エネルギー総合工学研究所（ＩＡＥ）

「ＩＡＥイノベーションフォーラム」で、
（株）ジャパンモスファクトリーが自社技術を発表しました
『コケ植物の原糸体を用いた排水からの低濃度金属イオンの吸着と回収』
2020年9月2日（水） オンライン開催

一般財団法人エネルギー総合工学研究所、株式会社ケイエスピーが主催する「ＩＡＥイノベーションフォーラム」がオンラインに
て開催され、入居企業の（株）ジャパンモスファクトリーが、自社開発した技術を活用した新しいコケ活用法について発表しまし
た。

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』）」が実施されました

感染症対策をしつつ、多くの参加者に見守られながら、ホンダ
の最新型ハイブリッド車「フィット」が手際よく分解されました。
分解部品は、参加企業で持ち帰りさらに分解調査を行います。
中小企業やベンチャー企業では、実施が困難な最新車両の分
解や最先端部品の分解調査が行える貴重な機会です。

コロナウイルス感染防止対応として実施期日を順延していた研究会が実施されました。
当プラザからは、インテグレーションテクノロジー（株）、リンクサーキット（株）（今年卒業）
が参加しています。

＜＜日程＞＞
◆ 【発足・講演会・分解見学】：埼玉自動車大学校（伊奈町） （9/16～17）
◆ 【分解部品展示】：埼玉県産業技術総合センター（川口市） （10/1～2）
◆ 【最終報告会】：新都心ビジネス交流プラザ（さいたま市） （3/15予定）
https://www.saitama-j.or.jp/jidosha/kenkyukai/bunkai/bunkai-2020/ 分解作業（埼自大整備場）

駆動モーター分解分解部品の展示（SAITEC）－ １ －



入居企業紹介

株式会社分散材料研究所 （310号室）
－『分散』を補助する『材料』を『研究』開発する『所』－

代表取締役 ： 西田充志 （にしだ あつし）
本社所在地 ： 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３１０
設立 ： ２０１４年２月 （ 入居 ： ２０１９年１２月 ）
http://www.dmrd-corp.com/

高機能素材として『ナノ材料』が着目される時代になりま
した。
ナノ材料はそのままでは素材として扱いにくいため、分
散させることが１つのアプローチとなり、分散を補助する
様々な材料が必要です。弊社では、シナジストという他
にないアプローチによって分散を補助する材料を提供し
ています。

＜＜事業内容＞＞
１．ナノ色素向けシナジストの開発、製造、販売
２．ナノカーボン向けシナジストの開発、製造、販売
３．単相カーボンナノチューブ（SWCNT）分散液の開発
４．上記に関わる、共同開発や技術支援

株式会社ジャパンモスファクトリー （408号室）
－ 苔で 地球環境を守る－

＜＜皆様へのコメント＞＞
健康維持のためには運動習慣が良いそうです。
1回30 分以上の運動を週2回以上実施し1年以上継続して、健康で文化的な生活をおくりましょう。

代表取締役 ： 井藤賀 操 （いとうが みさお）
本社所在地 ： 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４０８
設立 ： ２０１９年４月 （ 入居 ： ２０２０年１月 ）
http://jmf.co.jp/

【代表者プロフィール】 私は、小学生の頃、趣味としての盆栽いじりを
通じて苔と出会い、苔の質感に触れ、苔は地球や他の生物に対して良
いコトを提供している生き物に違いないと感じていました。大学では苔
の遺伝的多様性を研究、理研では苔が鉛（なまり）を吸着する生物機能
を発見しました。

【設立】 理研の研究成果を社会に役立てたいという想いで「アグリテッ
クグランプリ」に出場し、最優秀賞を受賞。苔で陸上環境を改善するた
め「株式会社ジャパンモスファクトリー」を創業しました。2019年10月に
理研ベンチャーに認定されました。

＜＜事業内容＞＞
弊社は、苔を原料に金属吸着材を製造・加工し、化学工場等へ提供することで、新たな経済価値を創出するサービス
を提供します。また、弊社技術で、金（きん）などを微量に含む排水から貴金属を回収し、持続可能な開発目標
（SDGs）「陸の豊かさを守ろう」へ貢献します。

＜＜その他＞＞
現在、苔を用いたテラリウムやアクアリウムなどが人気です。地
球も人の心も癒し効果が見込める苔で、豊かな生活空間を創造
いただけるよう、弊社では、ご自宅やオフィス等の室内空間でも
お手軽に苔を愉しんでいただける、『苔の緑育成キット』 を企画
しています。ご意見ご要望をお寄せ願います（info@jmf.co.jp）

苔テラリウム 苔アクアリウム

よろしくお願いいたします

－ ２ －



お知らせ

『BioJapan ２０２０』に（株）プロテックスが出展します
2020年10月14日（水）～16日（金） （ パシフィコ横浜 ）

バイオビジネスにおけるアジア最大のパートナリングイベントです。
パートナーとのスムーズなマッチングを行います。

https://www.ics-expo.jp/biojapan/ja/

会場 ： パシフィコ横浜 展示ホール （中小機構ブース内 D-29）
一部オンラインでも併用します。

株式会社島津理化 （308号室）
－科学技術で社会に貢献する－

代表取締役 ： 西原克年 （にしはら かつとし）
本社所在地 ： 東京都千代田区神田神保町1-32 出版クラブビル
設立 ： １９６９年４月 （ 入居 ： ２０２０年２月 ）
https://www.shimadzu-rika.co.jp/

【会社紹介】 １８７５年（明治８年）、京都において日本でいち早く教育用理化学機器製造の業を興した島津製作所（創
業者：島津源蔵）を源流とし、その教育用理化学機器製造の業を引き継ぎ、今日まで日本の近代化と、理科・科学教育
の発展の歴史と共に歩んでいる会社です。

【使命】 ―科学技術で社会に貢献する―
その礎となるのが「教育と研究の総合技術会社」
である我々、島津理化の使命です。

＜＜事業内容＞＞
当社は、「理科教育」「研究設備」「研究施設・移
設」「TSIP（Total System Integration Projects）」
「海外ビジネスサポート」の５つの事業にて、教育
と研究をサポートする事業を展開しています。

＜＜ＷＲＩＰでの活動内容＞＞
ここでは研究設備製品の一つである環境改善装
置をテーマに新しい環境改善処理方式の研究、
開発、検証を行っています。

＜＜入居企業の皆様へ＞＞
皆様の研究開発をサポートするような製品やシス
テムでお困りや相談等あれば遠慮なくおっしゃっ
てください。何かしらお役に立てることがあると思
います。宜しくお願いします。

ドラフトチャンバーと試験装置

シミュレーション画面

作業中

新聞・業界誌・学会誌等への掲載・報道

（株）ピーカブー
読売新聞（埼玉版）に掲載されました。（2020/7/31）
子どもの成長に合わせてサイズを変えられるＵＶカットマスク開発

朝日新聞（埼玉版）に掲載されました。（2020/9/24）
和光発ブランド・エポカル ママが育てて18年紫外線対策ウェア

トピックス （2）

職場において、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染状況を定期
的に把握する抗体検査サービスを中心に紹介します。
その他、イムノクロマトや計測装置でウイルス等を検出する検出系を紹
介します。

－ ３ －

（株）プロテックス
テレビ朝日「ＡＮＮニュース」で報道されました。
（2020/10/5）
「カイコ」から増殖したタンパク質を使ったコロナ抗体検査キットの
受付開始



主催：（独）中小企業基盤整備機構

『新価値創造展 ２０２０』に（株）ピーカブーと（株）プロテックスが出展します
２０２０年１２月１日（火）～１８日（金） （ オンライン開催 ）

東京ビッグサイトで、2020年11月4日（水）～11月6日（金）に
開催を予定していた「新価値創造展2020」は、新型コロナウ
イルス感染状況に鑑み、通常開催を中止し、オンライン展示
会を開催します。

詳細 ： https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/event/shinkachi2020/

＜＜概要＞＞
出展対象分野 ： 産業・技術／健康・福祉／環境・社会
主なコンテンツ ： 「オンライン展示会場」／「オンライン商談機能」／「オンラインセミナー」／「オンラインコンシェルジュ」／
「オンライン特別展示」
主催 ： 独立行政法人 中小企業基盤整備機構

『消防訓練』を実施します
2020年10月２２日（木）

新型コロナ感染防止のため、順延となっていた消防訓練
を実施します。

＜＜概要＞＞
実施日時 :： 2020年10月22日（木） 14：00～
対象区域 ： 当プラザ全館
避難訓練の後、消火器による消火訓練とＡＥＤの使用法説
明会を行います。 マスク着用でご参加願います。

「彩の国ビジネスアリーナ2021』はオンライン展示会として開催
～国内最大級のビジネスマッチングイベント～

２０２１年１月８日（金）～２月８日（月）

主催 ： 埼玉県／（公財）埼玉県産業振興公社
詳細 ： http://bizmatch.saitama-j.or.jp/

出展企業を募集します。（10月下旬）
スタンダードプラン（30,000円）
プレミアムプラン（50,000円）

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 新型コロナウイルス感染症対策で、ＩＭ室業務のテレワーク
導入やソーシャルディスタンスなど、入居企業の皆さんにもご不便をおかけ
していますが、何卒ご理解ご協力をお願いいたします。

「板橋オプトフォーラム』開催
～光学と精密機器分野のフォーラム～

２０２０年１０月２７日（火）

主催 ： 板橋区産業振興課
会場 ： 板橋区立グリーンホール（Web上にて同時開催）
詳細 ： https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/monodukuri/kougaku/1026395.html

【基調講演】 「面発光レーザーの発明と発展：みんなが持ってるVCSEL！」
東京工業大学 名誉教授・元学長 伊賀健一氏

（1）日本光学会 光設計研究グループ 第69回研究会「バイオイメージングの最前線」
（2）理化学研究所 大森素形材工学研究室 第46&47回「マイクロファブリケーション研究の最新動向」
（3）宇都宮大学オプティクス教育研究センター 宇都宮大学オプティクスセミナー「オプティクス基礎講座」

光学関連企業が集中している板橋区が中心となり、
光学関連に特化した技術討論会です。

『理化学研究所科学講演会』（YouTube配信）
2020年11月3日（火・祝）

一般/高校生/大学生を対象とした講演会です。

（1）光と電波の間をつなぐテラヘルツ波光源の開発
（2）光と電子を使ったミクロの世界のムービー計測
（3）人工知能（AI）技術を医療に応用する
詳細 ： ttps://www.riken.jp/pr/events/events/20201103/

－ ４ －


