マッチング担当

株式会社アールテック･ウエノ

部 署： ビジネスマネジメント部
担当者： 早野 さや香
ＴＥＬ： 03-3596-8011 FAX： 03-3596-8023

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

医師の目線でアンメット・メディカル・ニーズに挑戦

独自の新薬開発や、研究開発支援業務に注力する企業

1．
医薬品の研究開発事業（創薬）
2．
医薬品の製造販売事業（レスキュラ®点眼液：緑内障・高眼圧症治療
薬）
3．
医薬品の研究開発支援・受託製造事業

当社は医師でもある眞島社長のもと
「臨床医による新薬開発」をテー
マに「医師の目線で医薬品開発・販売を行う分野特化型のグローバル
な医薬品会社」を目指しています。眼科・皮膚科に特化し、
これまで有
効な治療薬のない疾患をターゲットに、国が推奨、支援するアンメット
メディカルニーズ、オーファンドラッグ、アンチエイジングの各領域で
新薬開発を進めています。また、研究開発支援や治験薬の受託製造も
得意としております。

所：（本社）
〒100-0011

東京都千代田区内幸町1-1-7
NBF日比谷ビル10階

：（神戸研究所）
〒650-0047 神戸市中央区港島南町6-7-6
神戸ハイブリッドビジネスセンター3階

資本金

655,140,000円

設

平成元年9月

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社アジュバンコスメジャパン

代表取締役社長

眞島

7

行彦

http://rtechueno.com/

部 署： 総務部総務課
担当者： 辻 雄樹
ＴＥＬ： 078-351-3136

FAX： 078-351-3138

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

肌へ、人へ、地球へ・
・
・さらなるやさしさを提案します。

サロン専売で一般消費者に化粧品を提供するファブレス企業

美容室、理容室、エステティックサロン専売のスキンケア・ヘアケア化
粧品の商品企画・研究開発・販売事業を展開。人間が本来持つ自然治
癒力に着目し、健やかで美しい「肌」
「髪」をサポートする安心・安全な
化粧品づくりのために創業以来「ノンオイル、
ノンアルコール」
「糖とミ
ネラル」に徹底的にこだわり、成分をはじめ容器に至るまで生産現場と
密接に連携した独自開発を貫いています。

ヘアケアだけにとどまらず、
スキンケアも含めたトータルビューティー
の提案によりサロンをサポートしています。サロンにはカウンセリング
ノウハウも提供し、サロンスタッフによるカウンセリング販売を通じ一
人ひとりの肌質に合わせた安心・安全な化粧品を提供しています。サ
ロン店販におけるスキンケア商品のラインアップは、同業他社にはな
い当社の強みであります。

企業情報

住

所：〒650-0011
：

神戸市中央区下山手通5-5-5
神戸市中央区港島南町3丁目3-11

代表者

代表取締役社長

資本金

657,501,950円

設

平成2年4月

立

ＵＲＬ

■ 事業概要

マッチング担当

株式会社アトックス神戸医療事業オフィス

中村

豊

http://www.adjuvant.co.jp/

部 署： 営業担当
担当者： 中家 真一
ＴＥＬ： 078-599-6851

FAX： 078-599-6852

■ 自社アピールポイント

神戸から全国へ。
公益財団法人先端医療振興財団と共同で、先端医療センター内に「治
験薬GMP」に対応した製造施設を整備し、PET治験薬の受託製造を
行っております。また、PET治験薬製造施設の構築及び運営に係る業
務、日本核医学会のPET薬剤製造施設認証の取得に係る業務、PET
サイクロトロンオペレーター業務、及びPET薬剤製造施設管理業務な
どにも展開しております。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-2
キメックセンタービル10階

製薬企業においてアルツハイマーや癌の診断を目的としたPET薬剤
の開発が進められています。弊社の事業は、人での有効性を評価する
治験に供給するPET薬剤の受託製造です。このPET薬剤は、治療薬
開発のための治験のPET検査薬に用いることができ、医療の発展に
役立っています。

代表者

オフィス長

資本金

150,000,000円

設

昭和28年10月

立

ＵＲＬ

田沢

周作

http://www.medical-atox.com
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企業情報

住

代表者

■ 事業概要

企業情報

所：〒650-0047

FAX： 078-569-0080

ＳＢＩファーマは、
コスモ石油の技術によって大量生産が可能となったＡ
ＬＡ
（5-アミノレブリン酸）
を活用することにより、医薬品、化粧品、及び
健康食品分野において、革新的な製品を提供するために設立されまし
た。私たちはＡＬＡを活用した革新的な製品を産み出すことを通じて、
私たちの生活をより豊かにすることを目指しております。多くの人々に
ＡＬＡを利用した製品をお届けすることができるように、最大の努力と
挑戦を続けていきます。

神戸市中央区港島南町1-5-2
神戸キメックセンタービル5Ｆ

代表者

研究所長

資本金

3,343,255,000円

設

平成20年4月18日

立

ＵＲＬ
マッチング担当

医薬品・化粧品・医薬部外品

住

部 署： 研究所長
担当者： 石塚 昌宏
ＴＥＬ： 078-569-0070

■ 自社アピールポイント

・医薬品事業：
「ＡＬＡ」を利用した「がん細胞の特定」や「がん診断」への
応用事業
・化粧品事業：
「ＡＬＡ」を潤い成分として利用した化粧品
・スキンケア商品の開発事業
・健康食品事業：
「ＡＬＡ」を利用した健康食品

7

マッチング担当

ＳＢＩファーマ株式会社

株式会社オクト

石塚

昌宏

http://www.sbipharma.co.jp/

部 署： 代表取締役
担当者： 田中 好郎
ＴＥＬ： 078-306-0408

FAX： 078-306-0406

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

地球環境にやさしい水素の研究開発を行っています。

当社技術及び商品は世界で唯一のものです。

1．
水素エネルギーの実用化に取り組んでいます。
2．
福島第一原子力発電所の放射性汚染物質漏洩事故による放射線
物質の除去に取り組んでいます。
3．
当社独自で開発した水素イオンを使い美容と健康（医療含む）分野
での研究を進め商品化しています。

全て当社独自の商品で、競合する商品、企業がありません。日本をはじ
め世界に販売を進めています。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町5-5-2
KIBC南館253

代表者

代表取締役

資本金

10,000,000円

設

平成12年12月

立

ＵＲＬ

■ 事業概要

企業情報

所：〒650-0047

http://www.octinc.jp

部 署： 管理部
担当者： 北村 浩一
ＴＥＬ： 078-306-2239

FAX： 078-306-6039

神戸市中央区港島南町5丁目2番4

弊社のコンタクトレンズケア用品は日本初となるポビドンヨードを消
毒成分に、
また洗浄成分としてタンパク分解酵素を配合した独創的な
ソフトレンズ用ケア用品「バイオクレンファーストケア」をはじめ、あら
ゆるニーズに対応した多種多様な製品を、
バイオクレンブランドとして
取り揃えております。またコンタクトレンズは「ビューノエ」ブランドを
発売。医薬品は防腐剤フリーの人工涙掖「ティアーレ」ブランドを販売
しております。

代表者

代表取締役社長

資本金

498,600,000円

設

昭和56年6月27日

立

ＵＲＬ

52

好郎

■ 自社アピールポイント

「創意工夫と挑戦」というスローガンのもと、創業以来培ってきた「コ
ンタクトレンズケア用品事業」を中心に、
「メディカルデバイス事業」
と
「医療品事業」の3本柱で事業展開し、世界の眼科医療に貢献するグ
ローバル企業を目指し研究開発及び販売に取組んでいます。神戸産
業医療都市においては、本社機能・販売・研究開発機能を集約し、市場
のニューズをとらえた製品をいち早くユーザーのもとへとお届けする
体制を整えています。

住

マッチング担当

株式会社 オフテクス

田中

米田

穣

http://www.ophtecs.co.jp

マッチング担当

株式会社カナエ
■ 事業概要

部 署： 管理課
担当者： 野村 忠寛
ＴＥＬ： 078-306-6041（神戸工場） FAX： 078-306-2840（神戸工場）

■ 自社アピールポイント

新しいパッケージで市場創造型企業№1
医薬品、医療用具、化粧品、食品業界などの軟包装事業分野において、
総合包装企業として、
オリジナルな包装材料、包装加工、包装機械を3
つの柱とした事業展開を行い、お客様の包装に関する課題、
ご要望に
お応えしています。

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町5丁目2番7号
（神戸工場）

代表者

代表取締役社長

資本金

353,810,000円

設

昭和31年3月29日

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社カルディオ

岡本

7

邦昭

http://www.kk-kanae.jp/

部 署： 事業推進部
担当者： 澤田 眞一
ＴＥＬ： 078-304-6101

FAX： 078-304-6103

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

循環器系領域における再生医療を確立するために

チャレンジ精神で活力ある豊かな社会の実現に貢献

心臓疾患治療を目的とした新しい治療法の確立と最先端医療デバイ
スの開発。再生医療の実現に向けた研究開発、及び研究成果に基づい
たアンチエイジング製品/機能性化粧品の開発、販売。

大阪大学医学部からキャンパスベンチャーとして2001年に起業。製
剤技術を用いた医薬品の開発から、循環器系再生医療まで幅広い研
究開発を行っています。その他に、現在治験進行中の心疾患系医療デ
バイスの輸入販売などを予定しています。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-5
ＢＭＡ2Ｆ

代表者

代表取締役社長

資本金

49,830,000円

設

平成13年10月

立

ＵＲＬ
マッチング担当

カルナバイオサイエンス株式会社

柳

裕啓

http://www.cardio.co.jp

部 署：
担当者：
ＴＥＬ： 078-302-7039

FAX： 078-302-6665

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

キナーゼのリーディングカンパニー

キナーゼ関連の研究により培われた独自の創薬基盤技術

【創薬支援事業】1．
キナーゼタンパク質の製造・販売
2．
プロファイリング、
スクリーニング受託サービス
3．
アッセイキットの製造・販売及びアッセイ系構築サービス
4．
結晶化サービス
5．
細胞を用いた各種アッセイサービス
【創薬事業】
自社キナーゼの創
薬基盤技術を活用した医療用医薬品の研究開発

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-5
ＢＭＡ3Ｆ

【創薬事業】当社の創薬基盤技術（化合物ライブラリ、
アッセイ方法等）
から生み出される創薬研究テーマを基にして、大手製薬企業経験者で
構成された創薬チームがガン、
リウマチ、アルツハイマー病等を適応
疾患としたキナーゼ阻害薬の創製研究を行っています。
【創薬支援事業】
自社で取り組んでいるキナーゼ阻害薬の創薬研究を
通して培われたキナーゼタンパク質の品質、品揃えは世界トップレベ
ルです。

代表者

代表取締役社長

資本金

26,020,000円

設

平成15年4月10日

立

ＵＲＬ

吉野

公一郎

http://www.carnabio.com/
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企業情報

住

包装技術開発研究所では、お客様の研究開発段階から「包装」に関す
る要望に対応し、製品の企画設計、各種試験機器を用いた分析・試験・
試作品の作成など、製品立上げまでの技術サポートを行います。また、
国内外の包装を中心とした情報発信や調査業務を行っています。独自
のノウハウを集約する神戸工場では、GMP基準に適合した最新設備
を完備し、高い品質の受託包装加工を行っています。

■ 事業概要

企業情報

1．
社員一人ひとりの個性や多様な価値観を尊重しています。
2．
知を結集して行動し、以って社会貢献を目指しています。
3．
疾患の本質を探求し、神経変性疾患、
がんの再発・転移、難治性免疫
疾患を重点領域として「創薬につながる細胞生物学研究」を展開して
います。

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町6-7-3
神戸ＭＩＲ＆Ｄセンター3階
※新研究棟移転後（平成26年5月予定）
は、神戸市中央
区港島南町6丁目8番2号

株式会社クロスバイオテック
■ 事業概要

代表者

代表取締役社長

資本金

70,000,000円

設

平成9年

立

ＵＲＬ
マッチング担当

医薬品・化粧品・医薬部外品

住

部 署： 代表電話番号または弊社ウェブサイトよりお問い合わせ下さい。
担当者：
ＴＥＬ： 078-306-5910 FAX： 078-306-5920

■ 自社アピールポイント

“Cell Biology”
を中心とした先端的基礎研究の実施とエーザイ・グ
ループ内外の研究機関との積極的な連携を基盤として、1．
医学・生物
学上の有用な知見の獲得と先端技術の取り込み2．
新規創薬コンセプ
トの発見・創出3．
新規創薬コンセプトの抗体医薬などへの応用をミッ
ションとし、斬新で革新的な治療概念による
“患者様とそのご家族の未
だ満たされていない医療ニーズの充足”
の実現に向けて研究活動を
進めています。

7

マッチング担当

株式会社カン研究所

今井

俊夫

http://www.kan-research.co.jp/

部 署： 事務
担当者： 直田
ＴＥＬ： 078-304-5799

FAX： 078-302-3481

■ 自社アピールポイント

日本と中国を医療と健康でつなぎます
免疫抑制剤を使用しない移植医療を目指し、臓器移植を受けた患者
に対し、従来の非特異的な免疫抑制剤を投与せず患者自身の免疫細
胞からなるドナー特異性のある新規な移植拒絶反応抑制剤の製造・販
売等を目的に設立。現在、
日本でヒト臨床研究十数例に着手、
これらの
試験データを基に各種免疫拒絶抑制細胞培養キットの開発と、国内外
の製薬企業等に対して移植技術とのセットで商品化を行う。

企業情報

住

所：〒650-0047

免疫拒絶抑制細胞、各種抗体、細胞培地、細胞培養キット、細胞放射線
装置、細胞処理技術等

神戸市中央区港島南町1-5-2
キメックセンタービル8F

代表者

代表取締役

資本金

23,500,000円

設

平成17年

立

東山

建一

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社ケーエスケー

部 署： 西神支店
担当者： 小林 英樹
ＴＥＬ： 078-792-1188

FAX： 078-792-1655

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

健康への願いを信頼でつなぐ

医療・医薬品はもとより健康に関連する商品の流通に携わる企業とし
て、
すべて

企業情報

住

所：〒654-0161

神戸市須磨区弥栄台4-1-4

代表者

支店長

資本金

132,870,000円

設

昭和37年7月

立

ＵＲＬ
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小林

英樹

http://www.web-ksk.co.jp

マッチング担当

幸愛化学株式会社

部 署： 営業部
担当者： 中島 信二
ＴＥＬ： 078-302-3255

FAX： 078-302-3256

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

HAPPY・LOVE・CHEMICAL

想いをカタチに。オンリーワン・ベストワン

弊社は、化粧品製造業を営んでおり、研究開発から生産までトータル
で行い、企画・開発・製造の一貫体制をとっています。

化粧品、医薬部外品マーケットのニーズをいち早く把握するために、
最新のトレンド等の情報に力を入れています。販売の現場からの生の
声を取り入れ、使われる人の立場で商品を評価分析し、最新流行や生
活者ニーズを吸収しながら、
クライアント様のご要望にお応えしてい
ます。

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町5-2-8

代表取締役

資本金

10,000,000円

設

平成12年2月15日

立

ＵＲＬ

■ 事業概要

有機合成科学・バイオケミストリー・培養（遺伝子組替え微生物・動物細
胞）、分離精製・高純度化技術を用いて、基礎研究から商業生産まで、
幅広い範囲での受託サービスを行っています。
『 良い品質のものを、
適切な価格で、
スピーディーに』
ご提供することをモットーとして、技術
開発やサンプル製造・商業生産など各ステージのご要望にお応えし、
お客様の早期成果達成にご協力します。

企業情報

所：〒651-2241

7

昌武

http://www.kouai.co.jp

部 署： ＫＮＣバイオリサーチセンター 業務課
担当者： 小菅 康孝
ＴＥＬ： 078-990-3211 FAX： 078-990-3210

■ 自社アピールポイント

「スピードと対応力」をモットーにした受託サービス

住

マッチング担当

神戸天然物化学株式会社
ＫＮＣバイオリサーチセンター

横田

バイオ分野での提案型研究開発、プロセス開発を支援
ペプチド・核酸・糖などの様々なバイオ関連化合物を迅速にご提供しま
す。遺伝子組替え微生物や動物細胞を用いた酸素や抗体などのタン
パク質の製造、バイオコンバージョンによる変換物製造の手法を提案
することなど、新たなプロセス開発を支援します。代表的な装置とし
てペプチド核酸用自動化合成装置
（各スケール）
、
大型高密度培養装置
（最大2000Lまで）、大型精製装置（カラム・膜ろ過装置・遠心機など）
があります。

神戸市西区室谷1-1-1

代表者

代表取締役

資本金

100,000,000円

設

昭和60年1月22日

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社ココカラファイン ネクスト 神戸研究所

広瀬

克利

http://www.kncweb.co.jp

部 署： 商品企画部 神戸研究所
担当者： 水野 恒政
ＴＥＬ： 078-304-0950 FAX： 078-304-0951

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

1．
新薬の製剤開発（経口製剤）
：製剤の安定性向上、難溶性化合物の
溶解性向上、難吸収性化合物の吸収性向上、高分子化合物の経口製
剤化
2．
経皮吸収製剤の開発：低分子及び高分子化合物の経皮吸収製剤、持
続性製剤
3．
既存薬の改良：既存薬の経皮吸収性製剤化や剤型追加、既存薬の吸
収性及び有効性と安全性の向上
4．
コンシューマー製品の開発：コスメティックやサプリメントへの応用

当社は九州大学大学院工学研究院の後藤雅宏教授（最高技術顧問）
が開発したS/O®
（Solid in Oil Suspension）技術の専用実施権を
所有しております。本技術は、薬物を界面活性剤の分子膜でナノコー
ティングすることにより、薬剤の安定化、消化管吸収性や経皮吸収性
の向上を計るものです。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町1丁目5-2
神戸キメックセンタービル7階

代表者

代表取締役社長

資本金

90,000,000円

設

平成21年12月

立

ＵＲＬ

神農

淳一

http://next.cocokarafine.co.jp
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企業情報

住

代表者

マッチング担当

株式会社GMJ
■ 事業概要

部 署： 医薬品研究開発本部
担当者： 森下 直矢
ＴＥＬ： 078-304-2511 FAX： 078-304-2517

■ 自社アピールポイント

低価格で正確でスピーディな試験を提供いたします！
アデノウイルスを用いた癌遺伝子治療薬の開発の経験を活かして生
物学的製剤の臨床研究・臨床試験のGMP運営支援を行っております
（組織運営・無菌管理・文書/記録の作成等）。また、安全性試験や薬効
薬理試験を主体としたマウス・ラット・サルを用いた非臨床試験の受託
およびコンサルタントや健康で高品質な動物実験用の繁殖・育成カニ
クイザルの輸入販売を行っております。

7
企業情報

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-1
神戸大学インキュベーションセンター
406号室

代表者

代表取締役社長

資本金

184,900,000円

設

平成15年1月27日

立

ＵＲＬ

ＪＣＲファーマ株式会社 研究本部（生産本部）

マッチング担当

医薬品・化粧品・医薬部外品

住

非臨床･臨床研究･臨床試験に対応した各種ノウハウとGMPに準拠し
た文書体系を持ち、各種文書作成支援を行います。また、中国最大規
模の海南金港生物技朮股?有限公司は約2万匹のサルを飼育してお
り、当社は日本向けの輸入総販売代理店を務めております。サルだけ
でなくマウスやラットのげっ歯類の非臨床試験の実施の際には、ぜひ
一度お問い合わせください。

阪井

寛史

http://www.genemedicine.jp/

部 署： 総務部
担当者： 山村 恭弘
ＴＥＬ： 0797-32-8591

FAX：

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

医薬品を通して人々の健康に貢献する

独自技術によるバイオ医薬品開発と国際品質保証体制

○医療用医薬品製造・販売
○医療用医薬品、特にバイオ医薬品の研究開発、製造・販売にいたる
一貫体制を有する製薬企業です

希少疾病領域を中心に、
これまでにない独自技術によるバイオ医薬品
と日本初となる細胞性医薬品の研究・開発を行っています。また、国際
品質基準をクリアした製造体制、品質保証体制を有する会社です。

企業情報

住

所：〒651-2241 神戸市西区室谷2-2-10
TEL：078-991-4466 ＦＡＸ：078-991-4465
：〒651-2241 神戸市西区室谷1-2-3（生産本部）
TEL：078-990-5518 ＦＡＸ：078-990-5519
：〒651-2271 神戸市西区高塚台3-2-61

代表取締役社長

資本金

9,061,860,000円

設

昭和50年9月

立

ＵＲＬ
マッチング担当

シスメックス株式会社BMAラボラトリー

代表者

芦田

信

http://www.jcrpharm.co.jp/

部 署： アッセイ事業部
担当者： 山形 浩一
ＴＥＬ： 078-304-7266

FAX： 078-304-7267

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

A Unique & Global Healthcare Testing Company

がんの個別化医療を目指した受託アッセイサービス

当社は臨床検査を主な事業領域とし、世界170カ国以上の病院や検
査センターに機器・試薬から、検査情報システムやサービス＆サポー
トまで総合的に提供しています。また、当社の基本戦略の一つである
「ライフサイエンス・イノベーション」のもと、がんを中心とした疾患に
関する分子診断において、独自の検査技術の創出および自社技術と
他社技術のシナジーにより、個別化医療や治療と診断の融合による新
たな価値の創造に取り組んでいます。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-5

2012年1月より、がんの個別化医療を目指した受託アッセイサービ
スを開始し、現在、
アッセイサービスの拡充に取り組んでいます。今後
も当社は、価値の高い検査の開発と普及を通じ、患者さんのQOL向上
や医療の標準化そして、
コンパニオン診断を含む個別化医療の発展
に貢献していきます。

代表者

アッセイ事業部

資本金

―

設

平成16年6月開所

立

ＵＲＬ
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部長

山形

http://www.sysmex.co.jp

浩一

マッチング担当

株式会社シリコンバレーテック

部 署： 代表取締役
担当者： 橋本 康弘
ＴＥＬ： 050-3563-8484 FAX：

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

知的財産の産業化に向けたエンジェル投資

バイオベンチャー起業および上場、上場企業社長経験。

国内外知的財産の産業化を目的とする会社。シリコンバレーを中心に
アジア、英国、
ボストンに居住するパートナーとネットワークを構築し活
用、知的財産の評価および産業化に向けた戦略立案を行う。知的財産
産業化目的のベンチャー企業へエンジェル投資を行う。

希望マッチング企業以下の領域に携わるベンチャー企業。
①癌および稀少疾患関連の診断薬、治療薬、装置開発
②幹細胞および再生医療関連
③ITベンチャー（医療健康管理関連）

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町1-6-5

代表取締役

資本金

5,000,000円

設

平成25年8月8日

立

橋本

7

康弘

ＵＲＬ
マッチング担当

千寿製薬株式会社

部 署： 研究管理グループ
担当者： 木村 眞司
ＴＥＬ： 06-6201-2512

FAX： 06-6226-0406

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

世界の人にさわやか5感

眼科用医薬品としては世界のパイオニアである

当社は眼科領域をはじめとして、生きる喜びを感じる"5感"（視覚・聴覚・
臭覚・味覚・触覚）
を通じた独創的な医薬品の開発、製造、販売を行って
います。

5感の領域で、
ユニークな発想と世界に通じる研究開発力をもって、独
創的で優れた医薬品を永続的に創提し、千寿製薬に関わるすべての
人々の「しあわせ」を追求しています。

企業情報

住

所：〒651-2241

神戸市西区室谷一丁目5番4号

代表者

代表取締役社長

資本金

1,415,500,000円

設

昭和22年4月

立

ＵＲＬ

■ 事業概要

マッチング担当

千寿製薬株式会社
オキュラーサイエンス研究所

吉田

有宏

http://www.senju.co.jp

部 署： 研究支援室
担当者： 松本 隆弘
ＴＥＬ： 078-303-4031

FAX： 078-303-4033

■ 自社アピールポイント

世界の人にさわやか5感
弊社は、医療用・一般用医薬品およびコンタクトレンズ用剤の製造・販
売を行っております。オキュラーサイエンス研究所では、眼科疾患の
原因となる分子を同定し、
オリジナルの眼科薬を創製することを目的
としています。

企業情報

住

所：（本社）
〒541-0046 大阪市中央区平野町二丁目5番8号
（平野町センチュリービル）
オキュラーサイエンス研究所
：（神戸研究室）
〒650-0047 神戸市中央区港島南町
一丁目5番5号（神戸バイオメディカル創造センター）

世界中の人々の目の健康に奉仕するという使命感、安全性を最優先し
た開発ポリシーのもと、私たち、千寿製薬は眼科のパイオニアとして、
常に時代にさきがけて独創の道を歩んでまいりました。弊社では、国
際的な共同研究や、産学共同研究など独自の研究体制をそなえ、柔軟
な発想で研究開発に挑んでいます。

代表者

代表取締役社長

資本金

1,415,500,000円

設

昭和22年4月

立

ＵＲＬ

吉田

有宏

http://www.senju.co.jp/
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企業情報

住

代表者

マッチング担当

ＴＡＯヘルスライフファーマ株式会社

部 署： 事業推進本部
担当者： 中村 恭之
ＴＥＬ： 078-303-3684

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

病態の理解に基づくアルツハイマー病の根本治療の研究開発

京都大学発のパイオベンチャー

オリジナルな病態の解明に基づいてアルツハイマー病の根本治療薬
の研究開発を行っている。世界に先駆けて、
アルツハイマー病で起こ
る神経細胞死を直接阻止する低分子薬剤の開発を進めている。

7
企業情報

所：〒650-0047

京都大学大学院医学研究科の星美奈子特定准教授が、京都大学を
中心とした橋渡し研究事業（独）新エネルギー・産業技術綜合開発機構
（NEDO）H21-13 において、全く新たなアルツハイマー病に対す
る根本治療の道筋を拓く画期的創薬ターゲットの発見に到り、更に既
存の薬剤には無い新規作用メカニズムに基づく治療薬のシーズを獲
ることに成功した。京都大学より関連する知財の譲渡を受けて当社が
設立され、創薬に向けた研究開発を推進中である。

神戸市中央区港島南町6-7-6
神戸ハイブリッドビジネスセンター

代表者
設

立

ＵＲＬ

ＤＳファーマバイオメディカル株式会社

代表取締役

星

精二

資本金

マッチング担当

医薬品・化粧品・医薬部外品

住

FAX： 078-303-3683

平成23年11月
http://www.tao-hlpharma.com/

部 署： 研究開発本部 研究第1グループ
担当者： 田中 聡
ＴＥＬ： 06-6337-5940 FAX： 06-6337-5997

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

からだ・くらし・すこやかに

診断薬・研究用資材の開発／販売を通じて社会に貢献します

当社は、大日本住友製薬（株）の100%子会社で、住友化学グループ
の一員として、体外診断用医薬品及び細胞を中心とした研究用資材の
研究開発・製造・輸入・国内販売及び輸出を主事業としています。特に、
細胞関連事業は40年以上の歴史を持ち、長年にわたる新規培養用培
地の開発に積極的に取り組んできた経験と優れた技術が買われて、現
在、
ＪＳＴやＮＥＤＯにおける各種産官民共同事業へも参画しています。

企業情報

住

所：〒650-0047

【体外診断用医薬品部門】
インフルエンザ診断薬、急性心筋梗塞診断
薬などのＰＯＣＴ製品、骨・カルシウム代謝マーカー測定キットなどを開
発・輸入し、臨床検査を実施する病院、開業医、検査センター等に販売
しています。
【ライフサイエンス部門】標準細胞、培地、血清等の細胞培養関連製品
を中心に、研究用試薬、研究用機器等を開発・輸入し、病因／生命現象
解明等の基礎研究を行う大学、研究所等の研究機関に販売していま
す。

神戸市中央区港島南町6-7-4
神戸健康産業開発センター106号室

代表者

代表取締役社長

資本金

480,000,000円

設

平成13年4月1日

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社トランスジェニック

竹根

幸生

http://www.dspbio.co.jp/index.html

部 署： 経営企画室
担当者： 山﨑 千尋
ＴＥＬ： 078-306-0590

FAX： 078-306-0589

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

ライフサイエンスR&Dのトータル支援

基礎研究,非臨床,臨床,病理診断のシームレスサービス

トランスジェニックグループ
（（株）
トランスジェニック、㈱新薬リサーチ
センター、
（株）
ジェネティックラボ）
は、遺伝子改変動物の作製受託、高
親和性抗体作製受託、各種モデルマウスを用いた非臨床試験、臨床試
験、病理診断と、探索基礎研究から医薬品、抗体医薬、
ジェネリック医
薬品、健康食品等の研究開発をトータルでサポートします。

○各種遺伝子改変マウス作製受託、遺伝子解析受託（次世代シーケン
ス、DNAマイクロアレイ）
○高親和性抗体作製受託、
タンパク質高発現細胞作製受託、研究用試
薬販売
○マウスから霊長類までの非臨床試験受託。
○医薬品、食品の臨床試験
○病理診断、分子病理解析、血中循環腫瘍細胞（CTC）測定

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町7-1-14

代表者

代表取締役社長

資本金

5,404,000,000円

設

平成10年

立

ＵＲＬ
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福永

健司

http://www.transgenic.co.jp/

マッチング担当

日新薬品工業株式会社

部 署： 神戸工場長
担当者： 南 道雄
ＴＥＬ： 078-306-0628

FAX： 078-306-0629

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

おいしい薬で未来の健康を創る

トローチの国内シェアーNo.1

滋賀県甲賀市に本社をおき、一般用医薬品及び健康食品の製造・販
売・輸出を事業としています。神戸R＆Dセンターには、研究開発部門
及び営業部門を置き、顧客ニーズの分析や学術情報の収集を行って
います。

主力製品としては、
トローチ剤・
ドリンク剤があり、品質と服用感にこだ
わり、
「おいしい薬で未来の健康を創る」をモットーとして、独自技術を
活かした製品を製造しています。

所：〒650-0047 神戸市中央区港島南町7丁目1番地17

神戸工場長

資本金

120,000,000円

設

昭和22年10月

立

ＵＲＬ
マッチング担当

一般社団法人日本血液製剤機構 中央研究所

南

7

道雄

http://www.nissin-yk.co.jp/

部 署： 中央研究所
担当者： 小野 公典
ＴＥＬ： 078-599-5095

FAX： 078-303-2561

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

弊機構は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の基本
理念に則り、血液製剤の国内自給の達成に貢献し、将来にわたり安全
な血液製剤を安定的に供給することで、国民の保健衛生の向上に広く
貢献することを目的とします。本事業所は中央研究所として上記を達
成するため、血漿タンパク質およびその代替物を用いた基礎的な研究
から製剤学的な研究までを主として実施しています。

善意の献血血液を、安心・安全な形で患者さんにお届けすることが、血
液事業に携わる者の使命です。私たちは血漿分画製剤の安全性と信
頼性を高めることを最優先とし、献血血液による国内自給の達成と安
定供給を目指し、平成24年6月に発足、同年10月1日から事業を開
始いたしました。献血から作られる血液製剤を扱う者として一人一人
が高い倫理観と使命感を持ち、国民の皆様の健康を守る企業を目指
しています。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-2
神戸キメックセンタービル8階

代表者
設

立

ＵＲＬ
マッチング担当

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

所長

今田

光昭

資本金

平成24年10月
http://www.jbpo.or.jp/

部 署： 神戸医薬研究所
担当者： 山田 洋子
ＴＥＬ： 078-306-4777

FAX： 078-306-1434

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

Value through Innovation -革新による価値のクリエーション

5つの疾患領域をターゲットに

ベーリンガーインゲルハイムは株式を公開しない企業形態の特色を
活かし、長期的な視点で医薬品の研究開発、製造、販売を展開してい
る製薬企業です。世界で46,000人以上の社員がValue through
Innovationをビジョンに掲げ、革新的な医薬品の開発を通じて人類に
奉仕しています。神戸医薬研究所は同社のグローバルな研究開発活
動の中で、創薬活動の支援、製剤開発、臨床開発における薬物動態試
験を実施しています。

呼吸器系疾患、心血管・代謝系疾患、腫瘍、中枢神経系疾患、免疫系疾
患という5つの疾患領域に焦点をあて、
「研究開発主導型企業」
として
グローバルに創薬活動を展開しています。早期の研究開発段階、臨床
開発、
マーケティング、
コ･プロモーションまで、幅広いステージでパー
トナーと提携し、革新性のある研究開発活動を進めています。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町6丁目7番5

代表者

執行役員 神戸医薬研究所長

資本金

7,200,000,000円

設

昭和36年

立

ＵＲＬ

和田 耕一

http://www.boehringer-ingelheim.jp/

59

医薬品・化粧品・医薬部外品

企業情報

住

代表者

■ 事業概要

マッチング担当

日本メジフィジックス株式会社

部 署： 総務部
担当者： 藤中
ＴＥＬ： 03-5634-7006

FAX： 03-5634-5170

■ 自社アピールポイント

早期診断で人々の健やかな暮らしに貢献
日本メジフィシックス株式会社は、主に心臓病、脳血管疾患や悪性腫
瘍の早期診断に重要な役割を担う、核医学診断用放射性医薬品およ
び関連製品のトップメーカーです。生産拠点の一つである神戸ラボで
は、PET検査用診断薬を製造・供給しており、地域医療の向上に貢献し
ています。

7
企業情報

所：〒136-0075

東京都江東区新砂3丁目4番10号

代表者

代表取締役社長

資本金

3,145,780,000円

設

昭和48年3月20日

立

ＵＲＬ

ビオフェルミン製薬株式会社

マッチング担当

医薬品・化粧品・医薬部外品

住

部 署： 総務部
担当者： 黒川 淳
ＴＥＬ： 078-575-5501

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

人にはヒトの乳酸菌

企業情報

住

企業情報

所：〒650-0047

取締役社長

資本金

12億2,700万円

設

1917年2月12日

立

孝明

http://www.biofermin.co.jp/

部 署： 東京事務所
担当者： 西条
ＴＥＬ： 078-302-0802

FAX： 078-302-0852

神戸市中央区港島南町6-7-4
神戸健康産業開発センター407

「間葉系幹細胞」による再生医療の課題として、有効な疾病の検証、投
与する幹細胞の量やタイミングの検証、そして投与方法などが考えら
れ、
これらの課題を解決すべく先端医療振興財団と共同研究を行って
います。再生医療の効果は、幹細胞の培養技術と治療技術の総合力
の結果と考えており、健康な「間葉系幹細胞」の効果的、効率的な培養
技術が弊社のコア・コンピタスとなります。

代表者

取締役

資本金

15,050,000円

設

平成22年3月

立

ＵＲＬ

60

藤本

■ 自社アピールポイント

弊社は、多能性幹細胞である「間葉系幹細胞」に着目し、体外で「間葉
系幹細胞」を培養・増殖させ、未分化の状態で、治療に役立てようとし
ています。弊社の主な事業は、
「間葉系幹細胞」の培養サービスを医療
機関や動物病院へ提供することです。現在、先端医療振興財団との共
同基礎研究を進めており、その後共同臨床研究を経て、先進医療への
認定を目指しています。

住

代表者

ＵＲＬ
マッチング担当

■ 事業概要

FAX： 078-577-3166

会社設立以来、90有余年にわたり一貫して乳酸菌の研究に取り組み、
「ヒト由来の乳酸菌」を根幹とした各種のくすりをつくり、世におくり
つづけてきました。当社はこれからも、乳酸菌そのものがもつセルフ
メディケーション
（自己治療）
やセルフプリベンション
（自己予防）の可
能性をさらに追及し、新製品の開発に努め、乳酸菌を通して、健やかな
長寿社会の形成に貢献できる企業でありたいと願っております。

所：（本社）
〒653-0011 神戸市長田区三番町五丁目5番地
：（西神事業所）
〒651-2242 神戸市西区井吹台東町七丁目3番4

ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社

豊

http://www.nmp.co.jp/

乳酸菌の薬を通して皆様の長寿と健康作りをお手伝いします
① 医薬品、指定医薬部外品、動物用医薬品、農薬その他薬品類、化粧
品、医療機器、食品、飲料品、食品添加物、飼料、飼料添加物の製造お
よび売買
② 臨床検査等の諸検査
③ 上記に付帯関連する一切の業務

竹内

青木

正之

http://www.f-stemcell.com/

マッチング担当

株式会社ファルマクリエ神戸

部 署： 代表取締役
担当者： 谷口 泰造
ＴＥＬ： 078-381-5278

FAX： 078-381-5278

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

健康に奉仕する専門家集団

医学・獣医学・薬学・化学を含む専門家の集団

天然成分、特に生薬として長年臨床応用されてきた成分の薬理作用
を、実験をもとにした実証主義的立場から再検討し、
シード化合物の探
索を行います。そのなかで多年草木ムラサキの根（紫根）の主成分で
あるシコニンの薬効に注目し、
シコニン含有クリームを開発しました。
現在は、
ムラサキの栽培技術の確立からシコニンをもとにした新商品
開発を通じてシコニンの有用性を啓発すると共に、新たなシード化合
物の探索にも注力しています。

多岐にわたる専門家を擁し、機動力のある研究開発を得意とします。
反面、営業販売力に弱点を持っていることは否めません。今後は、
チャ
レンジ精神旺盛な研究機関・企業との共同研究はもちろんのこと、営
業販売に優れた企画力を持つ企業とのマッチングを希望します。また、
ムラサキ（紫根）栽培に興味のある農業者との6次産業化に向けたコ
ラボも大歓迎です。

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町7-1-16
神戸医療機器開発センター3Ｆ

代表取締役

資本金

7,950,000円

設

平成23年

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社プライミューン

谷口

7

泰造

http://www.pharmacrea.com/

部 署：（株）
トランスジェニック 経営企画室
担当者： 山﨑 千尋
ＴＥＬ： 078-306-0304 FAX： 078-306-0694

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

バイオ医薬品製造、開発ならびに先端医療への貢献

高品質、高実績、低価格のサイトカイン

○タンパク質生産・精子技術を応用したバイオ研究用試薬の開発、販
売
○タンパク質発現系基盤技術のライセンシング
○バイオ研究用試薬の製造、開発により先端医療への貢献を目指して
います

○IL-2、IL-4、GM-CSFなどGMPグレードのサイトカイン
○多くの免疫細胞療法の研究に関わる各種研究機関への販売実績と
高リピート率
○独自ネットワークにより先進的な技術を獲得し、製品を安価に提供

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町7-1-14

代表者

代表取締役社長

資本金

2,200,000,000円

設

平成12年

立

ＵＲＬ

福永

健司

http://www.primmune.com/
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企業情報

住

代表者

