
2019/5/31 

JETRO 京都 

参加企業情報一覧 （2019 年７月） 

社名 Genomic Expression Inc 
主要事業 ●独自のサンプル調整方法で、細胞からリボ核酸を抽出し、次世代システムの配列処理

を行い、特徴を確定、数量化することでがん患者に合った薬を見つけ出す One-RNA の

研究開発 
参加者 / 役職 Ms. Gitte Pedersen / CEO 

 
社名 Cellanyx,Inc. 

主要事業 ●さまざま癌細胞に対して、進行の遅さ、速さ、攻撃性など正確に見分けることのできる分

析技術の研究開発（前立腺、乳、腎臓、甲状腺、その他無痛傾向にある癌） 
参加者 / 役職 Mr. Guy Lyndon Fish, MD (MBA) / CEO 

 
社名 UCHU Biosensors, Inc. 

主要事業 ●唾液中の酸を測定し、データをアプリで送信するワイヤレスの口腔内センサー開発 
酸を中和させるための口腔衛生製品を薦める事ができる（スプレー、ガムなど） 

参加者 / 役職 Mr. Daniel Weinstein / CEO 
 

社名 Drop Genie 
主要事業 ●マイクロ流体力学の特性を利用した混合、反応、分析、分離などの操作を集積化するデ

バイスの開発。医療分野への応用が可能で、細胞療法の個別医療のための遺伝子編集に

役立てる 
参加者 / 役職 Dr. Alison Hirukawa /Dr. 

 
社名 North Shore InnoVentures 

主要事業 ●イノベーションインキュベーション施設 
参加者 / 役職 Mr. Christopher R.C.Ilsley / CEO 

 
社名 Biobot Analytics 

主要事業 ●公衆衛生改善のための排水収集、データ分析、活用の提案。オピロイドの検知。 
参加者 / 役職 Ms. Noriko Endo / Product Manager 

 
社名 Thrive Bioscience, Inc. 

主要事業 ●質が高く、より多くの細胞培養データやイメージを捉える事が可能な医療研究機器、また

それらの自動化システムの研究開発と販売 
参加者 / 役職 Mr. Thomas Forest Farb-Horch / CEO & Co-founder 

 
社名 Portal Instruments, Inc. 

主要事業 ●注射器を打たずに、皮膚に薬を浸透させる方法で接種できる機器の開発及び製造 

参加者 / 役職 Mr. Patrick Anquetil, PhD ( MBA) / CEO 
 

社名 Canairy 
主要事業 ●咳の音を AI が拾って、正常かどうかを分析し、管理するプラットフォームの開発 

参加者 / 役職 Mr. Rayees Rahman / CEO 
 

社名 Mytide Therapeutics 
主要事業 ●命を救うペプチド治療薬創薬のため、完全自動化されたペプチド製造技術の研究 

参加者 / 役職 Mr. Dale A Thomas Ⅲ 

※各企業の詳細は次ページ以降に掲載  
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2019/5/31 

JETRO 京都 

（No.1） Genomic Expression Inc 
企業情報 

代表名 Ms. Gitte Pedersen 

参加者名 Ms. Gitte Pedersen 役職 CEO 

企業ホームページ http://www.genomicexpression.com/ 

設立年月 2009 年 資本金 約8.75 億円 

従業員数 14 人 年間売上高 約3,280 万円（2018 度） 

主要事業 OneRNA―新しいタイプのサンプル調整法の研究開発 

会社概要 デンマークに R&D 拠点（もともとヨーロッパ発の企業である可能性大）現在、インキュベーショ

ン施設「North Shore InnoVentures」に入居するスタートアップ企業。 
OneRNA™ー新しいタイプのサンプル調整法。独自の方法で細胞からリボ核酸を抽出し、

Illumina NextGen システム（次世代システム）配列処理を行い（シーケンス制御）、そのリボ

核酸の特徴を確定し、数量化することで、癌患者一人一人に合った最適な薬を見つけ出す

助けとなる。 
遺伝子治療。 

日本での取扱実績 特に無し 
 

今後の日本でのビジネス

の展望 
 数年以内に事務所設立 
 日本企業との研究開発 
 日本企業との販売協力 
 

参加企業関心・希望事項 
将来パートナーとなりうる

日本企業に求めている

事項 
 臨床に対する専門知識 
 臨床プログラムにおいての協力を歓迎してくれる 
 代理店的役割 
 

面談先に希望 

 臨床試験を行っている腫瘍学者 
 診断に関わる事業を行う企業 
 ベンチャーキャピタルや投資家 

対 応 可 能 言 語 英語 
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2019/5/31 

JETRO 京都 

（No.2） Cellanys, Inc. 
企業情報 

代表名 Mr. Guy Lyndon Fish, MD (MBA) 

参加者名 Mr. Guy Lyndon Fish 役職 CEO 

企業ホームページ www.Cellanyx.com 

設立年月 2013 年 資本金 約21.8 億円 

従業員数 6 人 年間売上高 2021 年の収益を見込み先行投資中 

主要事業 同社商品The Cellanyｘを使った固形腫瘍内細胞の分析 

会社概要 コロンビア大学とマサチューセッツ工科大学からスピンアウトしたスタートアップ企業。・ 
TIE Boston Anpels(MA)や TreeHouse Health( MN), 個人投資家から資金調達。 
無痛で進行の遅い病気に過剰な治療を行い、不必要に複雑化したり、逆に進行が遅く大した

ものではないと思いきや、実は重大な病気だと後で分かり、治療が遅れるというケースが頻繁

に起こっている。同社の新しい分析技術は、８６％の感度、９２％の特殊性、総合して 88％の

正確性で進行が遅いものか攻撃性の強いものなのかを見分けることができる。最初の試験と

して、前立腺がんから始め、乳がん、腎臓がん、甲状腺がん、その他無痛性の傾向のある固

形腫瘍などへと広げていきたい。 
日本での取扱実績 特に無し 

 

今後の日本でのビジネス

の展望 
 まずは事務所設立の可能性を探りたい 
 日本企業との研究開発 
 商品造成や商標登録に関して日本企業と協力 
 

参加企業関心・希望事項 
将来パートナーとなりうる

日本企業に求めている

事項 
 独自の強い耐久性を持ったマイクロ流体チップが製造できる 
 EMR（電子カルテシステム）を超えた、ヘルスケアにおいて意義のあることを求めてい

る 
 

面談先に希望 

 新しいアプリケーションにおいて、独占的なパートナーシップを探している分析顕微鏡業
者 

 クラウドコンピューティングのプラットフォームを使った会社。 
 新しい、高いマージンテストを求めている医療治験ラボ 

対 応 可 能 言 語 英語 
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2019/5/31 

JETRO 京都 

（No.3） UCHU Biosensors, Inc. 
企業情報 

代表名 Mr. Daniel Weinstein  

参加者名 Mr. Daniel Weinstein 役職 CEO 

企業ホームページ www.uchubiosensors.com 

設立年月 2017 年 資本金 約8.75 億円 

従業員数 14 人 年間売上高 約3,280 万円（2018 度） 

主要事業 唾液中の酸を測定し、データをアプリで送信するワイヤレスの口腔内センサー開発 

会社概要 マサチューセッツ州タフツ大学発信のスタートアップ企業。2017 年１２月創業。 
虫歯の主な要因となる唾液中の酸を測定し、データをスマートフォンに送信するワイヤレスの

口腔内センターを開発している。 
そのアプリは、口腔内の酸が強すぎる状態となった時にアラートでお知らせできるので、正し

い口腔衛生製品を使って酸を中和することを薦めている（口腔内のすすぎ、スプレー、ガム、

歯磨き粉などの使用） 
 

日本での取扱実績 特に無し 
 

今後の日本でのビジネス

の展望 
 日本企業との技術協力 
 日本企業との生産・ライセンス協力 
 企業との販売協力 

参加企業関心・希望事項 
将来パートナーとなりうる

日本企業・研究機関に求

めている事項 

 

面談先への希望 

 革新的な治療サービスの供給を求めている歯科医療の事業所 
 歯科医療関連の代理店や大学 
 継続的な患者のヘルスモニタリングに焦点をあてている企業 
 口腔内センサー技術の研究開発を一緒に行ってくれる大学や研究機関。 

（日本ではすでに口腔内センサーに関する研究が進んでいる） 

対 応 可 能 言 語 英語 
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2019/5/31 

JETRO 京都 

（No.4） Drop Genie 
企業情報 

代表名 Mr. Hugo Sinha 

参加者名 Dr. Alison Hirukawa 役職 Dr. 

企業ホームページ www.drop-genie.com 

設立年月 2018 年 資本金 約1.65 億円 

従業員数 4 人 年間売上高 まだ無し 

主要事業 マイクロ流体力学プラットフォーム（CRISPR/Cas9）の開発 

会社概要 2018 年 7 月創業、 シード段階。既存の労働集約型パイプラインの省力化・コスト削減により

遺伝子編集の汎用化を目指すバイオテクノロジー企業。 
遺遺伝子編集実験自動化により、コスト削減・省力化を提案する卓上型（小型）マイクロ流体

力学プラットフォームを開発・展開 (CRISPR/Cas9) 
【商品】マイクロ流体チップシステム 
【長期ビジョン】遺伝子編集の簡素化による研究開発用途拡と汎用化により、細胞療法の個別

医療に向け、遺伝子編集のデザイン・分析・編集までを実行できる IoT 機器のネットワーク構

築。 
日本での取扱実績 特に無し 

 

今後の日本でのビジネス

の展望 
 事務所開設の可能性を探索 
 日本企業との技術協力 
 日本企業との生産・ライセンス協力 
 企業との販売協力 

参加企業関心・希望事項 
将来パートナーとなりうる

日本企業に求めている

事項 

 

面談先に希望 
 より安価に遺伝子編集のパイプラインを自動化したい日本の製薬およびバイオテクノロ

ジー企業 
 日本で当社のマイクロ流体チップ向け製造ライン設置の可能性を探りたい（現在一部日

本製の原料・マイクロ流体材、AI と IoT 関連機器を使用、高く評価している）  
 ・製造パートナー：医療向けマイクロ流体基盤用射出成形技術を持つ企業 
 ・素材メーカー：カプトンやパリレン C のような、誘電材コーティングや生体適合性のある

疎水性材料製造と安定的なコーティング技術を持つ企業 
 AI、IoT 企業：同社の小型遺伝子編集機器を使ったAI及び IoT統合を目指しており、ラ

イフサイエンス分野で IoT・エッジ処理やラボラトリーオートメーションの統合化に取り組
む企 

 業 iPSCの研究に特化した地元の技術開発グループ（産・学）と連携/参加に興味がある
企業 

 大学・研究機関 

対 応 可 能 言 語 英語 
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2019/5/31 

JETRO 京都 

（No.5） North Shore InnoVentures 
企業情報 

代表名 Mr. Christopher R.C.Ilsley  

参加者名 Mr.Christopher R.C.Ilsley 役職 CEO 

企業ホームページ https://nsiv.org/ 

設立年月 2008 資本金  

従業員数  年間売上高  

主要事業 イノベーションインキュベーション施設 

会社概要 イノベーションインキュベーター。 
米国市場開拓を目指すイノベーション系スタートアップの支援サービスを提供。特にライフサ

イエンス、ヘルスケア、クリーンテックを対象とする。 

日本での取扱実績 特に無し 
 

今後の日本でのビジネス

の展望 
 日本企業との技術協力 
 企業との販売協力 
 ボストンに興味ある京都企業の支援 

参加企業関心・希望事項 
将来パートナーとなりうる

日本企業に求めている

事項 

 北米・ボストンに進出・拠点設立（法人・団体）を検討している 

面談先に希望 

 大学内の産学連携推進組織 
 イノベーションセンター 
 インキュベーター 
 アクセラレータ 

 

対 応 可 能 言 語 英語 
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2019/5/31 

JETRO 京都 

（No.6） Biobot Analytics 
企業情報 

代表名 Ms. Newsha Ghaeli 

参加者名 Ms. Noriko Endo   役職 Product Manager 

企業ホームページ http://www.biobot.jp/ 

設立年月 2017 年 資本金 約2.7 億円 

従業員数  年間売上高  

主要事業 公衆衛生改善のための、排水疫学研究 

会社概要 地域公衆衛生改善のための、排水収集・データ分析・データ活用の提案。下水の下流の水を

採取・検査を行い、オピロイドの検知を行っている。 
（米国では、200 人/日がオピロイド中毒で死亡しているらしい） 
現在米国市場展開中。 将来、海外展開を見据え、日本で公衆衛生活動に熱心な自治体に

アプローチしたい。RBC プログラムでは日本市場の可能性を探り、顧客となり得る団体等のニ

ーズをできる限り把握したい。また 
データレポートのデモを行いたい。 
事業開始目標はオリンピック後～2025 年の万博前後。 

日本での取扱実績 特に無し 
 

今後の日本でのビジネス

の展望 
 事務所開設の可能性を探索 
 日本企業との生産・ライセンス協力 

参加企業関心・希望事項 
将来パートナーとなりうる

日本企業に求めている

事項 

 

面談先に希望 

 自治体 
 排水疫学に関心のある研究機関 
 排水疫学に関心のある企業 

 

対 応 可 能 言 語 日本語 
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2019/5/31 

JETRO 京都 

（No.7） Thrive Bioscience, Inc. 
企業情報 

代表名 Mr. Thomas Forest Farb-Horch 

参加者名 Mr. Thomas Forest 
Farb-Horch 

役職 CEO & Co-founder 

企業ホームページ www.thrivebio.com 

設立年月 2014 年 資本金 約21 億円 

従業員数 16 人 年間売上高 収益はまだないが約２億円分のコミッ

トメント商品を購入している 
主要事業 細胞培養のデータやイメージを捉えるための医療研究機器及びオートメーション化

の開発 
会社概要 質の高い、より多くの量の細胞培養のデータやイメージを捉えることのできる医療研究機器、

また、これらの機器を自動的に動かすことのできる機器などの研究開発と販売。 
新薬発見、バイオ医療研究、細胞治療のために、広範囲に及ぶ分析、イメージング、接着細

胞の培養、幹細胞培養（iPSC'sー人工多能性幹細胞を含む）を行うため使用する。日本の研

究機関との共同研究や代理店を探し、販路を拡大するため、同社商品「CellAssist Cell 
Culture Assistant」 と「Alpaca Cell Culture System」の商品を紹介したい 

日本での取扱実績 有り （製薬会社） 
 

今後の日本でのビジネス

の展望 
 数年以内に事務所を開設 
 日本企業との技術協力 
 日本企業との生産・ライセンス協力 
 企業との販売協力 
 その他（再生医薬分野の産学研究者とのコラボレーション） 

参加企業関心・希望事項 
将来パートナーとなりうる

日本企業に求めている

事項  投資 
 共同研究 
 日本でのマーケティング、セールス及びサポートをしてくれる代理店のような役割 
 

面談先に希望 

 製薬、バイオテック、研究所、学術研究所（ラボ）からの研究者 
 CRO－開発業務支援機関 
 投資家、ベンチャーキャピタル  
 インキュベーション施設、コーワーキングスペース 

（日本に滞在する Thrive のスタッフ用、日本での業務や顧客サポート用） 

対 応 可 能 言 語 英語・日本語 
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2019/5/31 

JETRO 京都 

（No.8） Portal Instruments, Inc. 
企業情報 

代表名 Mr. Patrick Anquetil, PhD (MBA) 

参加者名 Mr. Patrick Anquetil 役職 CEO & Co-founder 

企業ホームページ www.portalinstruments.com 

設立年月 2012 年 資本金 約46 億円 

従業員数 40 人 年間売上高 約3.2 億 

主要事業 針を使わない注射機器の開発及び販売 

会社概要 針を使わない注射器のように接種できる医療機器の開発及び製造販売。 
接種後の管理もでき、慢性病で、自己管理が必要な患者が不安や注射に対する恐怖を抱く

ことなく接種できる。カートリッジに薬を入れて何度でも使える。 
日本の製薬会社と取引があるようだが、彼らの医薬品を使ってのコラボレーションや彼らの医

薬品に合った商品い開発を行いたい 

日本での取扱実績 有り （製薬会社） 
 

今後の日本でのビジネス

の展望 
  数年以内に事務所を開設 
  日本企業との技術協力 
  日本企業との生産・ライセンス協力企業との販売協力 

 
参加企業関心・希望事項 
将来パートナーとなりうる

日本企業に求めている

事項 
 パートナーになってもいいと思うくらいの関心度 
 ・共同投資 

面談先に希望 

 製薬会社 
（パートナーとなり、新たな、共同開発した医薬品や機器を生み出したい） 

対 応 可 能 言 語 英語 
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2019/5/31 

JETRO 京都 

（No.9） Canairy 
企業情報 

代表名 Mr. Rayees Rahman 

参加者名 Mr. Rayees Rahman 役職 CEO  

企業ホームページ www.canairy.ai 

設立年月  資本金  

従業員数 4 人 年間売上高  

主要事業 咳の分析を AI を使って分析、管理 

会社概要 現在はニューヨークのスタートアップ企業だが、もともとはボストンの MIT Labs 発。 
咳がどのような状況かを診断するプラットフォーム（呼吸関連分野）を開発している。ドクター

の手助けや、家での自己管理として、咳の変化などを AI を利用してモニタリングできる。 
咳の音などで、症状や可能性のある病気を分析する。 
 

日本での取扱実績 無し 

今後の日本でのビジネス

の展望 
 日本企業との技術協力 
 日本企業との生産・ライセンス協力 
 企業との販売協力 

参加企業関心・希望事項 
将来パートナーとなりうる

日本企業に求めている

事項 

 

面談先に希望 

 デジタルメディスン（Degital medicine)に経験のあるヘルステクノロジー分野 
 医療機器、製薬、ホームケア、ホスピスケアに特化した企業 

対 応 可 能 言 語 英語 
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JETRO 京都 

（No.10） Mytide Therapeutics 
企業情報 

代表名 Mr. Dale A Thomas Ⅲ 

参加者名 Mr. Dale A Thomas Ⅲ 役職 President and co-founder 

企業ホームページ www.mytide.io 

設立年月 2018 年 資本金 約92,000 千円 

従業員数 6 人 年間売上高 まだ無し 

主要事業 ペプチド製造技術の完全自動化のための研究開発と製造 

会社概要 この１年以内に設立されたボストン発のスタートアップ企業。 
ペプチド合成と精製の両方における長年の課題を解決するため、技術的に先進的なアプロー

チをとる最初の会社として設立された、エンジニア、生化学者、コンピューター科学者の集ま

り。同社の完全自動化されたペプチド製造技術は、予測分析および機械学習と相まって、費

用対効果の高い研究開発、治療薬製造、および治療薬発見を可能にするための数十年前か

らのパラダイムに挑戦している。がん、炎症性疾患、感染症にいたるまでの深刻な状態に対

応できる、命を救うペプチド治療薬の発見と開発を加速されることが彼らの目的。 
日本での取扱実績 なし 

※日本企業がインターンや学生の研究開発支援をを行っていた、マサチューセッツ工科大

学と日本間の共同プログラムに参加した程度 
今後の日本でのビジネス

の展望 
 事務所開設の可能性を探索 
 日本企業との技術協力 
 日本企業との生産・ライセンス協力 
 企業との販売協力 

参加企業関心・希望事項 
将来パートナーとなりうる

日本企業に求めている

事項 

 

面談先に希望 

 治療やコスメ（化粧品）に関する新たな発見のためにペプチドを購入または製造し
ている企業 

 大学などの研究機関 

対 応 可 能 言 語 英語 
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