








株式会社朝⽇ラバー
資本⾦:516.87百万円 業員数:261名
所在地:⼤阪市中央区久太郎町3-1-29
担当者:野村健太郎
電話:06-6253-2521
メール:k-nomura@asahi-rubber.co.jp

超薄膜シリコーンシート
★無溶剤で、最薄15μmの成形が可能

製品・技術・サービスの名称

①無溶剤で、最薄15μｍの成形が可能です。
②透明性が⾼く、顕微鏡による観察に最適。
③柔軟性に優れ、微細な加⼯も施す事ができ
ます。

④細胞培養や医療、分析機器など、様々

セールスポイント

酸素透過率を⽣かした培養デバイス等

再⽣医療分野における⽤途

KRIC



















NTソリューション株式会社 ロゴ
（任

資本⾦：1百万円 従業員数：2名
所在地：⼤阪府⾼槻市牧⽥町13-60-502
担当者：⻄村俊雄
電 話：080-4029-2170
メ ー ル：nishimura@nt-solution.net

■コンサルタント業務
特許先⾏技術調査、分析技術⽀援のポータルサイト

■三次元⽣体組織⽪膚モデル（⼤阪⼤学⽣命機能研究科明⽯満特任教授）の調査業務
■研究開発者のための分析コンサル

製品・技術・サービスの名称

■経営のための特許戦略の構築
お客様の経営戦略・事業戦略を理解したうえで、経営・事業に
とって有⽤な特許出願戦略・特許（群）を構築するサービスを
提供します。最適な専⾨チームを構成しお客様の具体的な課題
解決をいたします。

■⼤阪⼤学⽣命機能研究科明⽯満特任教授開発の三次元⽪膚
モデルを⺠間製薬会社への紹介を⾏い研究協⼒して頂く。

■Ｘ線（リガク）電顕・NMR・MASS（⽇本電⼦）からの分析⽀援

セールスポイント

■再⽣医療分野に参画の機関への特許コンサル
■⼤阪⼤学明⽯満特任教授開発の三次元⽣体組織の開発促進
及び⽪膚モデルの将来の利⽤を⾒越したマーケティング

■分析コンサル

再⽣医療分野における⽤途

KRIC





エフビーオートメ株式会社
資本⾦：20百万円 従業員数：7名
所在地：⼤阪府吹⽥市南吹⽥5-29-18
担当者：松尾嘉貞
電 話：06-6386-7751
メール ：y.matsuo@fb-a.com
URL  ：http://www.fb-a.com

■耐腐⾷性微少流体制御製品の販売（電磁弁、ポンプ等）
【再⽣医療製品】
■ポータブル培地交換システム（6ウェルプレート⽤）
⼿作業での培地交換を低コストで⾃動化
■3D灌流培養ユニット
In vivoに極めて近い培養環境を低コストで⾃動化
■ライブセルイメージング⽤流体システム
試薬（1〜2種類）と培地の⼊れ替えを⾏いながら細胞の連続観察
を低コストで⾃動化

製品・技術・サービスの名称

■液体・気体の流体制御に関する課題を解決します。
■培地の交換や灌流部分のみに特化し、またディスポタイプ
にすることで⾼額な⼤型⾃動培養装置を導⼊することなく、
細胞培養、組織培養が可能となります。

セールスポイント

■商社という⽴ち位置を活かし、情報流通産業として再⽣
医療分野・創薬研究分野でのヒト・モノ・情報の「繋がり」の
ご提供も得意とします。

再⽣医療分野における⽤途

KRIC

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ培地交換ｼｽﾃﾑ 3D灌流培養ﾕﾆｯﾄ

ﾗｲﾌﾞｾﾙｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ用流体ｼｽﾃﾑ















資本⾦：1百万円 従業員数：2名
所在地：⽯川県河北郡内灘町⼤学1-1 ⾦沢医科⼤学総合
医学研究所内
担当者：島崎猛夫
電話：076-247-2548 メール：info@ginreilab.com

製品 ■NICO-1（細胞共培養容器）■NICO-1 HM ⾼倍率⽤細胞共培養容器■NICO-48（スクリー
ニング⽤)：発売予定■NICO-1⽤トラックエッチドメンブレンフィルター (0.6μm, 0.03μm)
新しいタイプの細胞共培養容器NICO-1シリーズを中⼼に、バイオ研究⽤製品を開発・販売しています。製薬
企業向け容器を製造している共同開発企業にて製造しており、医薬品容器レベルで製造しています。

製品・技術・サービスの名称

■従来⽤いられているトランスウエルタイプの共培養容器では、双⽅の
細胞を顕微鏡で同時に観察できませんでした。横⽅向に接続すること
により同時に観察でき、間には任意のフィルターを⼊れることができます
（特許出願中）。共培養容器で同時観察可能な細胞容器は、本
製品だけです。また、培養プレートの間に⼊れるフィルターは、細胞同⼠
が混じらずに相互作⽤観察を可能にします。物質が⽐較的低吸着で、
孔径が正確なトラックエッチドメンブレンをご⽤意しました。
■今後スクリーニング⽤製品などのシリーズ製品も発売予定です。
■⼤学発ベンチャーとして実際の研究で必要な製品を開発しています。

セールスポイント

■細胞同⼠の相互作⽤を利⽤あるいは観察のための再⽣医療研究
に適した製品です。
■iPS細胞を⽤いた分化誘導（臓器細胞との共培養）
■3次元培養 ■薬剤スクリーニング

再⽣医療分野における⽤途

KRIC

株式会社ギンレイラボ
ギンレイラボ
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合同会社ジャパンビジネスサービス
資本⾦：1百万円 従業員数：3名
所在地：⼤阪市⻄区⻄本町1-5-13
担当者：国⾒ 武伯
電 話：050-5532-3440
メ ー ル：info@jbizservice.jp

■医療物質運搬⽤ 庫内精密温度制御機能付き⾼品質輸送 定温保持（±0.5度）キャビネットカート
製品・技術・サービスの名称

■先進の熱対策技術を使った 庫内の場所に関わらず庫内温度
を定温にしたまま、静粛移動カート化

■⼤きさは３種（900リットル、600リットル、300リットル）
■精密な度設定可能：外気温変動しても、

内部温度は設定温度±0.5度で定温化。
■設定温度範囲は標準で2度〜8度
■オプション設定温度 ① -2度〜25度 ② -15度 ③37度
■電源はAC,DC、バッテリー で 低消費電⼒
■先進の熱蒸気チャンバー(TVC)  部品と トップ⾼効率熱電素⼦
（COP=1)により、⾼度なキャビネットカート開発

セールスポイント

■再⽣医療に必須の材料や培地、細胞等を 安全確実に
⼤量輸送可能

■開閉に伴う庫内温度の変動を迅速に回復可能で
施設内外での定温カートとして最適

■⽣鮮⾷品輸送で実績（⽶国）

再⽣医療分野における⽤途

KRIC
低定温キャビネットカート

熱移送⽤TVC
(アルミ平板型ヒートパイプ）

世界最⾼レベルの熱電素⼦



























株式会社セルート
再⽣医療関連製品・細胞の輸送で皆様をサポートいたします

資本⾦：50百万円 従業員数：132名
所在地：⼤阪府⼤阪市福島区福島6-2-6

(⻄⽇本⽀社)
担当者：神⽥ 優梨
電 話：06-6454-1186
メ ー ル：y.kanda@saroute.co.jp

様々な温度帯に対応する資材を準備
-150℃以下、-70℃以下、2℃〜8℃、15℃〜25℃など

最適な輸送時間を実現する輸送⼿段をご提案
当⽇輸送、時間指定、⾞両での輸送、ハンドキャリー、航空貨物

輸出サービス(exCell）
書類作成をサポート、梱包資材も準備

セールスポイント

 治験製品
 がん免疫療法における原材料・製品
 研究⽤の幹細胞、iPS細胞および分化細胞
 美容治療⽤の原材料・製品
 試薬・培地

など、さまざまな輸送物のお取扱い実績があります

再⽣・細胞医療分野における輸送実績

KRIC

凍結から37℃付近の温度での
輸送まで温度バリデーションをし
た各種資材をご⽤意しています。

全国拠点を中⼼に、全国ネットワークを構築
しています。

海外輸送（輸出）サービスも提供しています。
96⽳プレートの輸送の実績もあります

【輸送資材の⼀例】

■お引取
◆輸送したいものだけご⽤意ください。
◆ご希望の温度帯を維持するための輸送資材をご準備致します。
◆経験豊富な弊社スタッフがお引取りに伺います。

輸送サービスの導⼊例
■お届け
◆ご希望のお時間にお届けいたします。
◆ご指定の場所、担当者様に直接お届けいたします。
◆各種データを抽出し、後⽇レポート致します。





株式会社⼤同⼯業所 ロゴ
（任意）

資本⾦：10百万円 従業員数：36名
所在地：⼤阪府東⼤阪市楠根1丁⽬6番45号
担当者：林⽥
電 話：06-6746-7141
メ ー ル：office@daido-ind.co.jp
ホームページ：http//www.daido-ind.co.jp

医療機器承認をもつ⾎液保管機器、⾎液輸送機材をはじめとする精度の⾼い温度制御、温度
分布を実現する温度管理技術

製品・技術・サービスの名称

■弊社はISO9001,13485を認証取得⼜医療機器製造許
可医療機器販売許可、医療機器修理業許可を取得して
おり⼜、⾎液事業分野の保管機器においては1000台以上
の実績があります。

■⾎⼩板振とう恒温槽、⾎液保冷庫、低温処理作業台
新鮮凍結⾎しょう⽤急速凍結庫等

セールスポイント

■ iPS細胞から⾎⼩板などの⾎球の⽣産が具体的に技術に成
り、iPS細胞が作られるなどiPS技術と⾎液関連の保管、⼜
温度管理が必要な技術

再⽣医療分野における⽤途

KRIC
⾎液保冷庫 ⾎⼩板振とう恒温槽























株式会社 ⽇新
資本⾦：60億97百万円
従業員数：1,576名（単体）
所在地：⼤阪市中央区平野町3-4-14（⼤阪航空部）
担当者：前川
電 話：06-6228-4661
メ ー ル：nissinosa_inquiry＠nissin-tw.com

写真や図

■国際輸送並びに輸出⼊通関を主に、医薬品保管・輸送、輸出⼊の⼿配や在庫を⼀元管理できるシステムの販売、貿易関係法令の
コンサルタントサービスを⾏っております。

※AEO認定通関業者取得（2011年）
※ISO14001認証取得（2001年）

製品・技術・サービスの名称

■世界23か国、155拠点に事業展開
ワールドワイドなサービス体制を構築しております。

■医薬品製造業（包装・表⽰・保管）
⼤阪・南港地区 ⾃社倉庫内に有しております。

■貿易実務のコンサルタント
⻑年の経験を活かし、貿易に関連する法令などを提供するサービス
を⾏っております。

セールスポイント

■液体窒素を⽤いた超低温帯での再⽣医療等製品に対する
保管施設の整備を視野に⼊れ活動を進めております。

再⽣医療分野における⽤途

KRIC

■コンプライアンス重視と付加価値の⾼いサービスをご提供いたします

物流

通関 保管

⼀元管理システム

貿易コンサルタント 医薬品保管









資本⾦：3,144百万円 従業員数：250名
所在地：⼤阪府⼋尾市⼆俣2丁⽬22
担当者：総合研究所 バイオマテリアルグループ 塚本
電 話：072-948-8255
メール ：info-bematrix@nitta-gelatin.co.jp

製品
■beMatrixゼラチン・コラーゲン エンドトキシンが管理されたゼラチン・コラーゲンで、再⽣医療やライフサイエンス分野の研究にご使⽤頂けます。
■Cellmatrix 細胞培養⽤コラーゲンとして開発され、さまざまなコラーゲンを⽤いた培養法にご使⽤頂けます。
新製品
■beMatrixコラーゲンFD 豚⽪由来アテロコラーゲン凍結乾燥品。ウイルス不活化処理、低エンドトキシン化を実現。⾼濃度でご使⽤頂けます。
■GLS250ゼラチン溶液 局⽅ゼラチン（製造専⽤）を局⽅注射⽤蒸留⽔により溶解し、滅菌処理。CPCなどでそのままご使⽤頂けます。

製品・技術・サービスの名称

■2018年に創業100年を迎えるグローバルカンパニーです。
■ウイルス不活化処理、エンドトキシンが管理されたコラーゲン・ゼラチンが供給できます。
■医療機器の原材料として、また臨床研究にも多数の実績がございます。

セールスポイント

■細胞・組織培養⽤コラーゲンゲル
■3次元培養、スキャフォールド
■医薬品添加剤
■細胞移植⽤キャリアー
■フィーダー細胞の接着性の向上
■スフェロイド、オルガノイドの調製
■iPS、ES、幹細胞培養⾜場
■材料へのコーティング
■ドラッグデリバリーシステム
その他、多数の⽤途展開がございます。

再⽣医療分野における⽤途

KRIC
世界で初めてのiPS細胞による臨床研究で、網膜細胞の培養に弊社の
beMatrixコラーゲンATが使⽤されました。

Cellmatrixは1983年の発売以来、
Nature関連誌, PNASなど著名な
ジャーナルに多数掲載





株式会社⽇本医化器械製作所 資本⾦：50百万円 従業員数：112名
所在地：⼤阪市天王寺区⽟造元町3番9号
担当者：松川（⼤阪バイオセンター）
電 話：06-6765-0223
メール：info@nihonika.co.jp

■環境制御技術の『オンリーワン企業』株式会社⽇本医化器械製作所は、研究者やドクターのパートナー企業として着実な成⻑を遂げて参
りました。

■科学機器分野では、公的(⼤学・研究所)・私的(企業)実験研究施設での植物実験⽤⼈⼯気象器、⼈⼯気象室、動物実験⽤個別飼
育装置、飼育室、 光安定性試験器等の設計、施⼯、機器提供を⾏っております。

■メディカル分野では、無菌病室、第⼀種感染病室関連機器、設備の設計・施⼯、調剤関連機器・設備の設計・施⼯、臨床検査部⾨で
の局排・微⽣物検査⽤機器・設備の設計施⼯、体外授精⽤機器・設備の設計施⼯、培養液他などの製品を取り扱っております。

■再⽣医療分野では、CPCの設計・施⼯、CPC対応安全キャビネット等の機器、ART研究⽤組織培養液、コロニーアッセイキット、３D培養
観察⽤デバイス(キューブ式) 等の器具・消耗品を取り扱っております。

製品・技術・サービスの名称

■お客様のニーズに合わせたオリジナル機器・設備の開発
を致します

■⼤阪府⽻曳野市に弊社の⼯場・研究室がございます。

セールスポイント

■ 国内でのCPC設計・施⼯の実績をはじめ、昨年、弊社⼯場に
隣接する『⼤阪バイオセンター』を完成させました。こちらはショー
ルーム・デモンストレーション設備としてご利⽤頂けます。

■新たに、『３D培養観察⽤デバイス(キューブ式)』を開発。
多⾯的観察が可能なキューブ型3Dデバイスは基礎医学研究、
がん研究分野、⽣物学分野における細胞、などの様々な分野
への応⽤が可能です

再⽣医療分野における⽤途

KRIC

⼤阪バイオセンター

3Ｄ培養観察⽤デバイス
（キューブ式）

























株式会社マトリクソーム

細胞培養 製品・技術
■当社では、ES/iPS細胞を効率的かつ容易に培養できる

幹細胞培養基質 iMatrix-511 を販売しています。

製品・技術・サービスの名称

■ES/iPS細胞の培養に最適化された幹細胞培養基質
iMatrix-511は、全⻑のラミニン511から細胞と接着する部位を断⽚化した
ラミニン511-E8断⽚です。この断⽚は全⻑より強くES/iPS細胞と接着します。

■ES/iPS細胞をシングルセルにして継代が可能
iMatrix-511はES/iPS細胞と強く接着するので、継代操作の際、ES/iPS細胞を
シングルセル状態にしても⽣存が可能です。

■ES/iPS細胞の拡⼤培養が容易に可能
継代操作の際、 ES/iPS細胞をシングルセル状態にできるので、細胞培養の拡⼤効率
を⾶躍的に⾼めることができます。

■コーティング操作が不要の「添加法」が登場
継代操作の際、iMatrix-511をES/iPS細胞の懸濁液に直接添加するので、培養基
材へのコーティングが不要。iMatrix-511だけが実現できる画期的な⽅法です。

セールスポイント

「iMatrix-511」は、ES/iPS細胞を効率的かつ容易に⼤量製造することが可能です。
臨床試験時に使⽤可能な 臨床⽤グレード の製品もございます。

再⽣医療分野における⽤途
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★平成28年度 科学技術分野の⽂部科学⼤⾂表彰受賞
○ ⼤阪⼤学蛋⽩質研究所 寄付研究部⾨

教授 関⼝ 清俊 （兼 ㈱マトリクソーム 取締役）
○ 株式会社ニッピ バイオマトリックス研究所

所⻑ 服部 俊治 （兼 ㈱マトリクソーム 取締役）
○ 京都⼤学iPS細胞研究所

講師 中川 誠⼈

資本⾦：141百万円 従業員数：6名
所在地：⼤阪府吹⽥市⼭⽥丘3 番2 号 ⼤阪⼤学蛋⽩質研究所

共同研究拠点棟2F-A3
担当者：津⼭陽⼀
電 話：06-6877-0222
メ ー ル：y-tsuyama@matrixome.co.jp

細胞培養基質
ラミニン511‐E8断片の高純度精製品



三井倉庫ホールディングス株式会社
資本⾦ 11,100百万円 従業員数 842名：
所在地 東京都港区⻄新橋3丁⽬20番1号
担当者 事業開発室 朽⽊・菊
電話 03-6400-8016 
メール kenichi_kuchiki@mitsui-soko.co.jp

junko_kiku@mitsui-soko.co.jp

■再⽣医療等製品、細胞、検体等の定温輸送サービスのご提供
■iPS細胞ストック輸送⽤の容器を開発
京都⼤学iPS細胞研究所（CiRA)様をはじめとしたアカデミア、研究施設、製薬会社より『再⽣医療に
使⽤可能なiPS細胞』の輸送に当容器を使⽤していただいております。

製品・技術・サービス内容

■京都⼤学iPS細胞研究所（CiRA）
監修による⼯夫を施し、温度維持性や
対振動、衝撃に優れた定温輸送容器を
開発し、輸送サービスを提供しております。

セールスポイント

■輸送容器を使⽤した定温輸送
温度帯：２〜８℃ / ３２〜３８℃ 

-５０℃以下/ -１８０℃以下

再⽣医療分野における⽤途
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