
アルムナイイベント ねぷらぼ

NEP-Lab ご案内



◼ イベント名称 ：NEP Lab（ねぷらぼ）

◼ 開催日時 ：2023年3月29日（水）

9:30 ドアオープン、受付開始 10:00 開始（17:55終了予定）

※イベント開催中の入退場は自由です

◼ 会場 ：有明セントラルタワーホール＆カンファレンス｜ホールA

◼ 実施内容 ：基調講演、事業者ピッチ、パネル展示、事業者同士や傍聴者との交流等

※講演、ピッチの状況はYouTube Liveでオンライン配信予定

◼ 来場予定者 ：約200名

（NEP卒業生、現NEP事業者、NEDO SSA卒業生、

NEDO TCP卒業生、NEDOカタライザー、NEDO認定VC、

JOIC会員、連携16機関、経済産業省他）

◼ 主催 ：国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

▕ イベント概要

有明セントラルタワー ４階 ホールA、ホワイエ
住所： 東京都江東区有明3-7-18
URL： https://ariake-hall.jp/

会場

最寄駅：ゆりかもめ線「東京ビックサイト駅」徒歩4分
りんかい線「国際展示場駅」徒歩4分

アクセス
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【講演・ピッチ会場】
⚫ホール前方にステージと大画面スクリーンを設置
⚫基調講演や44事業者による熱いピッチをお届けします
⚫講演やピッチの様子をオンラインでもリアルタイム配信予定

【交流会場】
⚫テーブル・椅子を複数設置し、事業者同士・来場者等の交流の場を
提供します

【パネルボード展示会場】
⚫ 39事業者によるパネルボードを展示
⚫研究開発・事業化に向けた取組みを紹介します

ステージ

講演・ピッチ
会場

交流会場

パネルボード展示
会場

受付

個別面談・商談スペース

カメラ台

【個別面談・商談スペース】
⚫事業者との個別面談を事前にご希望される場合、面談用スペースを
ご用意する予定（但し、使用枠に限りがあり）

▕ 会場概要
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1 開会

2 基調講演 マイクロ波化学株式会社 代表取締役社長 吉野 巌 氏

3 ピッチ（グループ１、２）

4

昼休憩 ～ 連携16機関のご紹介

NEDO新事業のご紹介

5 ピッチ（グループ３、４）

6 基調講演 サスメド株式会社 代表取締役社長 上野 太郞 氏

7 ピッチ（グループ５、６）

8 閉会

10:00～10:20

10:20～10:55

11:00～12:50

12:50～13:20

13:20～13:35

13:40～15:10

15:15～15:50

15:55～17:20

17:55頃

▕ Program プログラム ※当日のスケジュールは多少前後する場合がございます
詳細は最終案内で御確認ください
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登壇時間 社名 役職 氏名 備考

10:20～
10:55

マイクロ波化学株式会社 代表取締役社長 吉野 巌 様 2022年東証グロース市場上場

15:15～
15:50

サスメド株式会社 代表取締役社長 上野 太郎 様 2021年東証グロース市場上場

講演内容：起業から上場までのサクセスストーリーを通じて、海外展開や大企業・地域との共創、金調達など、創業者
として理解しておくべきことややるべきこと、参加スタートアップに向けた激励のメッセージを講演いただきます。

▕ 基調講演

マイクロ波化学株式会社様 サスメド株式会社参考：

代表取締役社長

吉野 巌 様
代表取締役社長

上野 太郞 様
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開始時間 事業者名 事業分野 NEP採択事業名

11:00 東京核酸合成株式会社 ライフサイエンス 核酸集合体医薬原料の効率的創出

11:06 株式会社Ｓ＆Ｋバイオファーマ ライフサイエンス 神経再生阻害因子を中和する脊髄損傷治療薬の開発

11:12 アイラト株式会社 ライフサイエンス AIによる放射線治療計画支援サービスの開発と事業化

11:18 株式会社CYBO ライフサイエンス Next-getセルソーターの事業化

11:24 株式会社ミーバイオ ライフサイエンス 光スイッチタンパク質の遺伝子治療展開のためのPOC取得事業

11:30 CanDy Platinum ライフサイエンス ９ＡＡ染色法を利用したがんの新規診断治療技術に関する事業

11:36 コウソミル株式会社 ライフサイエンス 1分子計測リキッドバイオプシー事業の本格展開

11:42 アットドウス株式会社 ライフサイエンス 新たな治療手段となる超小型投薬デバイス「アッ トドウス」の事業化

11:48 永代 友理 ライフサイエンス AR 技術を用いた手技・処置訓練及び遠隔診療支援システムの開発

グループ１（11:00開始）

開始時間 事業者名 事業分野 NEP採択事業名

11:59 大阪ヒートクール株式会社 ライフサイエンス かゆみを緩和する温冷触覚デバイスの開発

12:05 株式会社サーモンテック ライフサイエンス 隠れ肥満やサルコペニア肥満を可視化するエコー機器開発・事業化

12:11 株式会社ファイトぺトラム ライフサイエンス 生物付着の超高速診断による最適な船底塗料情報 の提供事業

12:17 株式会社FingerVision ロボティクス 視触覚センサを搭載したロボットによる食品工場のプロセス自動化

12:23 LOOVIC株式会社 ロボティクス 迷う・探すをなくす、導く新体感誘導デバイスのサービス化

12:29 株式会社 柊研究所 材料・ナノテクノロジー フィルム状エアロゲルの開発

12:35 中和科学株式会社 材料・ナノテクノロジー 汎用電子顕微鏡を高分解能化する高輝度ナノワイヤ電子銃の開発

12:41 TOHOKU-TMIT 電子・情報通信 新高周波透磁率・誘電率測定法の ＩＥＣ規格化と事業化検証

グループ２（11:59開始）

▕ ピッチスケジュール 全44事業者 ※ピッチ時間は4.5分/1事業者

※各事業者の開始時間は前後する可能性があります
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開始時間 事業者名 事業分野 NEP採択事業名

13:40 株式会社エルシオ ライフサイエンス 超高齢化社会を変革するフレネル型液晶レンズ搭載度数可変眼鏡

13:46 株式会社ウィズレイ ライフサイエンス 近赤外分光による散薬監査支援装置とクラウドシステムの開発

13:52 ＢｉｏＰｈｅｎｏｌｉｃｓ株式会社 ライフサイエンス SDGsに貢献するバイオ化学品生産技術 の開発

13:58 バーミリオン・セラピューティックス株式会社 ライフサイエンス 光応答触媒による認知症・全身性アミロイドーシス治療薬開発

14:04 Neko Pharma株式会社 ライフサイエンス 次世代抗体医薬品開発の初期に用いる基盤技術の完成

14:10 Space Transit株式会社 環境・宇宙 小形単段ロケット用空気液化ロケットエンジンの開発

14:16 田邉 匡生 環境・宇宙 被覆電線リサイクルで発生する粗粒状PVCとPEの分別装置試作

グループ３（13:40開始）

開始時間 事業者名 事業分野 NEP採択事業名

14:27 XELA Robotics ロボティクス Society5.0に向けた触覚センサの事業化

14:33 ヨメテル株式会社 IoT RFID RFID 活用による無人化・省人化店舗 / コンビニの開発

14:39 ハインツテック株式会社 材料・ナノテクノロジー 細胞治療のための電動ナノ注射器の開発

14:45 SMILEco計測株式会社 材料・ナノテクノロジー 超微量粘度計の事業化

14:51 エイターリンク株式会社 電子・情報通信 FAロボットセンサー用の、中距離無線給電・デー タ伝送技術開発

14:57 株式会社MizLinx 電子・情報通信 養殖業の生産性向上を実現するための海洋観測システムの開発

15:03 株式会社ローセル エネルギー 100℃未満の熱源で発電する低温スターリングエンジンの開発

グループ４（14:27開始）

▕ ピッチスケジュール 全44事業者 ※ピッチ時間は4.5分/1事業者

※各事業者の開始時間は前後する可能性があります
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グループ５（15:55開始）

開始時間 事業者名 事業分野 NEP採択事業名

16:42 株式会社フルエリア 材料・ナノテクノロジー モノフィラメント状微細繊維加工による機能性繊維製品の開発

16:48 ORLIB株式会社 材料・ナノテクノロジー 安全で長時間飛行可能なインフラ検査ドローン用電池の開発

16:54 アーカイラス株式会社 電子・情報通信 プラズモニック偽造防止技術ステルスナノビーコンの事業展開

17:00 CrestecBio株式会社 ライフサイエンス 医薬品レベルの新規レドックスナノ粒子製造法の確立

17:06 ORAM株式会社 ロボティクス メッシュネットワークを用いた多種建機の遠隔乗換操縦技術の開発

17:12 ルラビオ株式会社 バイオ 畜産 豚用の雌雄産み分け法及び器材開発と市場調査

グループ６（16:42開始）

開始時間 事業者名 事業分野 NEP採択事業名

15:55 株式会社ゼノバイオティック ライフサイエンス Ames変異原性予測ソフトウェアの実用化開発

16:01 サウンド株式会社 人間に適した情報加工技術 音声加工技術の実用化開発

16:07 株式会社ＦｉｎｅＭｅｔｒｉｃｓ 電子・情報通信 AI を活用した拒絶理由通知書の分析システム の開発

16:13 矢作 直也 ライフサイエンス 重心動揺計による軽度認知障害(MCI)早期発見事業

16:19 ANAX Optics株式会社 光学部品 マイクロレンズアレイ向け自動光学設計ソフトウエアの開発

16:25 株式会社MGPort 材料・ナノテクノロジー 新規マグネシウム合金（不燃・高熱伝導合金）の実用化開発

16:31 マイクロバイオファクトリー株式会社 材料・ナノテクノロジー スマートセルによるヒドロキシチロソール発酵生産技術の開発

▕ ピッチスケジュール 全44事業者 ※ピッチ時間は4.5分/1事業者

※各事業者の開始時間は前後する可能性があります
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▕ 事業者・来場者との交流

◼ 各グループのピッチ終了後、事業者やご来場者との対話・交流を通じたネットワーキングの時間を設定します。

◼ ピッチへのご感想や事業化へのご助言・ご期待等、事業者との対話・交流を通じて、人的ネットワークを形成する
機会となりますので、是非、交流スペース（会場後方）にもお越しください。

グループ１ピッチ事業者との交流タイム

グループ２ピッチ事業者との交流タイム

グループ３ピッチ事業者との交流タイム

グループ５ピッチ事業者との交流タイム

11:55～12:25

12:50～13:20

14:25～14:55

15:55～16:25

16:40～17:10

グループ４ピッチ事業者との交流タイム

グループ６ピッチ事業者との交流タイム 17:20～17:50

◼ 特定の事業者との個別面談・商談等をご希望の場合に備え、別室の個別面談・商談スペースもご利用いただける
よう準備予定です。

※開始・終了時間は前後する可能性があります
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NO 事業者 事業分野 NEP採択事業名

１ 株式会社ＦｉｎｅＭｅｔｒｉｃｓ 電子・情報通信 AI を活用した拒絶理由通知書の分析システム の開発
2 株式会社MizLinx 電子・情報通信 養殖業の生産性向上を実現するための海洋観測システムの開発
3 TOHOKU-TMIT 電子・情報通信 新高周波透磁率・誘電率測定法の ＩＥＣ規格化と事業化検証

4 エイターリンク株式会社 電子・情報通信 FAロボットセンサー用の、中距離無線給電・デー タ伝送技術開発
5 アーカイラス株式会社 電子・情報通信 プラズモニック偽造防止技術ステルスナノビーコンの事業展開

6 サウンド株式会社 人間に適した情報加工技術 音声加工技術の実用化開発

7 株式会社柊研究所 材料・ナノテクノロジー フィルム状エアロゲルの開発

8 ORLIB株式会社 材料・ナノテクノロジー 安全で長時間飛行可能なインフラ検査ドローン用電池の開発

9 中和科学株式会社 材料・ナノテクノロジー 汎用電子顕微鏡を高分解能化する高輝度ナノワイヤ電子銃の開発

10 株式会社フルエリア 材料・ナノテクノロジー モノフィラメント状微細繊維加工による機能性繊維製品の開発

11 株式会社Rinnovation 材料・ナノテクノロジー さとうきびを活用した６次産業化プロジェクト

12 Curelabo株式会社 材料・ナノテクノロジー バガスを原材料に利用した再生セルロー ス繊維開発

13 ハインツテック株式会社 材料・ナノテクノロジー 細胞治療のための電動ナノ注射器の開発

14 SMILEco計測株式会社 材料・ナノテクノロジー 超微量粘度計の事業化

15 田邉 匡生 環境・宇宙 被覆電線リサイクルで発生する粗粒状PVCとPEの分別装置試作

16 LOOVIC株式会社 ロボティクス 迷う・探すをなくす、導く新体感誘導デバイスのサービス化

17 株式会社FingerVision ロボティクス 視触覚センサを搭載したロボットによる食品工場のプロセス自動化

18 XELA Robotics ロボティクス Society5.0に向けた触覚センサの事業化

19 ORAM株式会社 ロボティクス メッシュネットワークを用いた多種建機の遠隔乗換操縦技術の開発

20 株式会社ゼノバイオティック ライフサイエンス Ames変異原性予測ソフトウェアの実用化開発

▕ パネル展示 全39事業者
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※イベント開催中、自由にご覧ください
※展示パネル配置図は当日会場にて配布するリーフレットに掲載予定です



NO 事業者 事業分野 NEP採択事業名

21 東京核酸合成株式会社 ライフサイエンス 核酸集合体医薬原料の効率的創出

22 株式会社CYBO ライフサイエンス Next-getセルソーターの事業化
23 株式会社Ｓ＆Ｋバイオファーマ ライフサイエンス 神経再生阻害因子を中和する脊髄損傷治療薬の開発
24 株式会社エルシオ ライフサイエンス 超高齢化社会を変革するフレネル型液晶レンズ搭載度数可変眼鏡
25 アイラト株式会社 ライフサイエンス AIによる放射線治療計画支援サービスの開発と事業化
26 株式会社ウィズレイ ライフサイエンス 近赤外分光による散薬監査支援装置とクラウドシステムの開発

27 CanDy Platinum ライフサイエンス ９ＡＡ染色法を利用したがんの新規診断治療技術に関する事業
28 ＢｉｏＰｈｅｎｏｌｉｃｓ株式会社 ライフサイエンス SDGsに貢献するバイオ化学品生産技術 の開発

29 コウソミル株式会社 ライフサイエンス 1分子計測リキッドバイオプシー事業の本格展開

30 アットドウス株式会社 ライフサイエンス 新たな治療手段となる超小型投薬デバイス「アッ トドウス」の事業化

31 CrestecBio株式会社 ライフサイエンス 医薬品レベルの新規レドックスナノ粒子製造法の確立

32 株式会社東京メディカルテープ ライフサイエンス 貼付後の皮膚の病的変化に対応可能な革新的創傷被覆材の開発

33 株式会社ファイトぺトラム ライフサイエンス 生物付着の超高速診断による最適な船底塗料情報 の提供事業

34 永代 友理 ライフサイエンス AR 技術を用いた手技・処置訓練及び遠隔診療支援システムの開発

35 Neko Pharma株式会社 ライフサイエンス 次世代抗体医薬品開発初期に用いる基盤技術の完成

36 株式会社サーモンテック ライフサイエンス 隠れ肥満やサルコペニア肥満を可視化するエコー機器開発・事業化

37 ルラビオ株式会社 バイオ 畜産 豚用の雌雄産み分け法及び器材開発と市場調査

38 株式会社ローセル エネルギー 100℃未満の熱源で発電する低温スターリングエンジンの開発

39 ヨメテル株式会社 IoT RFID RFID 活用による無人化・省人化店舗 / コンビニの開発
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▕ パネル展示 全39事業者 ※イベント開催中、自由にご覧ください
※展示パネル配置図は当日会場にて配布するリーフレットに掲載予定です
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