365社・団体

神戸医療産業都市進出企業・団体一覧（R4.7.31時点）
施設名

企業名

ＰＩでの事業内容

業務施設用地【土地】

1 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

独

業務施設用地【土地】

2 神栄㈱

日本

医薬品の研究開発
空気質管理、アレルギー対策を中心としたセンサ類の研究開発等

業務施設用地【土地】

3 神栄テクノロジー㈱

日本

花粉・ほこり等健康に関連する環境計測の次世代センサ類研究開発

業務施設用地【土地】

4 フクダ電子㈱

日本

医療用電子装置等の研究・開発、販売及びメンテナンス等

業務施設用地【土地】

5 フクダ電子兵庫販売㈱

日本

医療用電子装置等の卸販売及びメンテナンス

業務施設用地【土地】

6 フクダライフテック兵庫㈱

日本

在宅医療用機器のレンタル、医療用機器販売

業務施設用地【土地】

7 ㈱ディーエスピーリサーチ

日本

医療用電子機器等の認証・評価、新たな評価方法の研究開発等

業務施設用地【土地】

8 ㈱スズケン

日本

医薬品卸

業務施設用地【土地】

9 タキゲン製造㈱

日本

クリーンルーム、病院設備用鋼製器具製造・設計・販売

業務施設用地【土地】

10 ㈲みよしやメディカルサービス

日本

医療法人向け賃貸施設運営

業務施設用地【土地】

11 西進商事㈱

日本

ジェネリック医薬品分析用類縁物質標準物質及び細胞破砕器の販売

業務施設用地【土地】

12 雄山㈱

日本

機能性飲料・食品の開発・製造・OEM生産

業務施設用地【土地】

13 ㈱カン研究所

日本

医薬品のシーズ創出の基礎研究

業務施設用地【土地】

14 ㈱ジーエークロッシング

日本

医療機関向けデジタルサイネージの開発

業務施設用地【土地】

15 ワタキューセイモア㈱

日本

病院向けリネンサプライ、医療機器の洗浄・組立・滅菌・物流及び手術室の清掃

業務施設用地【土地】

16 ㈱LSIメディエンス

日本

臨床における一般検査、血液検査、生化学検査及び血清検査

業務施設用地【土地】

17 榎本薬品㈱

日本

ジェネリック医薬品の卸売

業務施設用地【土地】

18 トーカロ㈱

日本

溶射技術等による医療機器の開発

業務施設用地【土地】

19 ㈱三和化学研究所

日本

医薬品の研究・開発

業務施設用地【土地】

20 吉野石膏㈱

日本

歯科用、医療用石膏の製造、販売

業務施設用地【土地】

21 （国研）理化学研究所

日本

自然科学の総合研究所。神戸地区は生命科学及び計算科学研究を中心に展開しています。

業務施設用地【土地】

22 神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター 日本

がんに対する先進的外科的治療の推進、次世代医療、新規医療機器の研究開発等

業務施設用地【土地】

23

日本初の小児がんに重点を置いた陽子線治療施設。小児用と成人用の２室の治療室を設置

業務施設用地【土地】

24 （地独）神戸市民病院機構

日本

神戸市立医療センター中央市民病院、神戸市立神戸アイセンター病院の運営等

業務施設用地【土地】

25 神戸市立医療センター中央市民病院

日本

救急医療、高度医療、先進医療の提供および臨床研究の推進

業務施設用地【土地】

26 神戸市立神戸アイセンター病院

日本

神戸市域における眼科中核病院

業務施設用地【土地】

27 兵庫県立こども病院

日本

小児医療、周産期医療の全県拠点病院

業務施設用地【土地】

28 ㈱神戸メディカルケアパートナーズ

日本

神戸市立医療センター中央市民病院様の整備運営事業受託

業務施設用地【土地】

29 エア・ウォーター㈱

日本

医療用ガス、医療機器、病院設備工事、病院サービス、衛生材料、注射針、歯科材料

業務施設用地【土地】

30 エア・ウォーター防災㈱

日本

手術室に係る包括的な医療システムや医療機器等の研究開発

業務施設用地【土地】

31 エア・ウォーター・メディエイチ㈱

日本

医療機器・手術用具の洗浄及び滅菌に関する研究開発

業務施設用地【土地】

32 エムシーサービス㈱

日本

洗浄機及び滅菌装置等の保守・メンテナンス

業務施設用地【土地】

33 エア・ウォーター・バイオデザイン㈱

日本

ヘルスケア・メディカル用機器、分析用機器の開発、製造、販売等

業務施設用地【土地】

34 千寿製薬㈱

日本

眼科疾患に対する治療薬の開発

業務施設用地【土地】

35 デュールデンタルジャパン㈱

独

Duerr Dental SE社製の歯科医療機器や関連製品の輸入販売、修理等

業務施設用地【土地】

36 ㈱たまこな

日本

食物アレルギーの診療に必要な食物経口負荷試験用に開発された加熱全卵粉末の製造販売

業務施設用地【土地】

37 アエラスバイオ㈱

日本

口腔ケア商品の開発・販売、歯髄幹細胞加工製品（培養・保管・輸送等）事業

業務施設用地【土地】

38 ㈱アぺックス西日本

日本

病院・介護・福祉施設等におけるとろみ付き・ヘルスケア飲料の自動調理機器販売運営等

業務施設用地【土地】

39 RD歯科クリニック

日本

歯髄再生治療専門クリニック

兵庫県立粒子線医療センター附属神戸陽子線センター

日本

製造工場用地【土地】

1 日本メジフィジックス㈱

米

放射性医薬品製造、販売

製造工場用地【土地】

2 KiSCO㈱

日本

医療器具の企画、研究開発、製造、販売

製造工場用地【土地】

3 ㈱茂久田商会

日本

歯科用医療機器の卸販売、製造、研究開発

製造工場用地【土地】

4 ㈱メディカルフーズはぁもにぃ

日本

病院給食製造・販売、福祉用具レンタル等

製造工場用地【土地】

5 ㈱オフテクス

日本

コンタクトレンズケア用品、眼科医薬品等の研究開発、製造、販売

製造工場用地【土地】

6 ㈱カナエ

日本

医薬品等の包装加工および技術開発等の実施

製造工場用地【土地】

7 和研薬㈱

日本

実験用試薬品・理化学機器の製造、販売

製造工場用地【土地】

8 ベイ バイオサイエンス㈱

米

バイオ研究用試薬・機器の開発、製造、販売

製造工場用地【土地】

9 宮野医療器㈱

日本

医療機器・理化学機器等の卸販売及び修理・加工等

製造工場用地【土地】

10 ㈱三笑堂

日本

医療機器の卸販売及び開発・製造等

製造工場用地【土地】

11 ミナト医科学㈱

日本

リハビリテーション機器、医療用計測機器の開発・製造・販売

製造工場用地【土地】

12 八十島プロシード㈱

日本

高精度樹脂の医療機器・医療機器関連部品の製造、研究開発

製造工場用地【土地】

13 ㈱ナード研究所

日本

ファインケミカル（医薬品・機能性材料）の受託研究・合成

製造工場用地【土地】

14 幸愛化学㈱

日本

機能性化粧品の研究・開発・製造

製造工場用地【土地】

15 日精テクノロジー㈱

日本

バイオチップの研究開発、医療機器部品、デバイスの開発・製造
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製造工場用地【土地】

16 日電理化硝子㈱

日本

硬質硝子試験管・管瓶の製造販売

製造工場用地【土地】

17 スタープラスチック工業㈱

日本

医薬品等の包装材料の製造販売

製造工場用地【土地】

18 オーケーレックス㈱

日本

医療用Ｘ線防護材、遮蔽衝立、遮蔽容器等の製造販売

製造工場用地【土地】

19 ケーエスエム㈱

日本

医薬品原料・機能性化粧品原料等の研究開発，受託製造

製造工場用地【土地】

20 （一財）日本食品検査

日本

特定保健用食品・機能性食品の成分分析に関連する検査方法の研究

製造工場用地【土地】

21 ㈱ホスピタルサービス

日本

血液浄化関連製品、医療機関向け消耗品等の輸入・販売

製造工場用地【土地】

22 東和薬品㈱

日本

医薬品の梱包・出荷・保管、医薬品剤形の検討・開発

製造工場用地【土地】

23 ㈱アジュバンコスメジャパン

日本

機能性化粧品の製造・卸

製造工場用地【土地】

24 ㈱MORESCO

日本

医薬品、化粧品原材料等の研究開発

製造工場用地【土地】

25 ㈱アールエフ

日本

X線CT装置、デジタルX線撮影装置等医療機器用ソフトウェアの研究開発

製造工場用地【土地】

26 バンドー化学㈱

日本

医療用フイルム、医療機器向け樹脂製品及びベルト製品等の開発

製造工場用地【土地】

27 ㈱ショーエイ理化

日本

研究用試薬及び理化学機器の販売

製造工場用地【土地】

28 神戸バイオロボティクス㈱

日本

バイオ・理化学用２次元バーコード付加保存容器の開発・販売

製造工場用地【土地】

29 エフ・シー・アール・アンドバイオ㈱

日本

理化学用消耗品・理化学機器の販売

製造工場用地【土地】

30 ㈱澤村義肢製作所

日本

義肢・装具・義肢装具材料の製造・販売、福祉機器等の製造・販売

製造工場用地【土地】

31 鈴木薄荷㈱

日本

薄荷の製造・販売、医薬品原料・科学工業薬品の販売

製造工場用地【土地】

32 ㈱トータルメディカルサプライ

日本

医療機器・用具の輸入、製造販売のためのﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ、研究開発

製造工場用地【土地】

33 エム・シーシー食品㈱

日本

レトルト、冷凍調理食品等の製造及びそれに付随した病院食・介護職の開発製造販売

研究・文化施設用地【土地】

1 甲南大学

日本

フロンティアサイエンス学部・研究科、先端生命工学研究所

研究・文化施設用地【土地】

2 神戸大学

日本

産学官連携拠点としての統合研究拠点

研究・文化施設用地【土地】

3 兵庫県立大学

日本

シミュレーション学研究科、応用情報科学研究科

研究・文化施設用地【土地】

4 ㈱ナンバースリー

日本

頭髪用化粧品・医薬部外品の研究開発および製造販売

研究・文化施設用地【土地】

5 ㈱ヤナイ

日本

錠前など各種セキュリティ技術による医療機器・再生医療関連製品の研究開発

研究・文化施設用地【土地】

6 ㈱シクロケム

日本

環状オリゴ糖（シクロデキストリン）の輸入販売

研究・文化施設用地【土地】

7 ㈱シクロケムバイオ

日本

環状オリゴ糖（シクロデキストリン）を使用した健康食品の開発

研究・文化施設用地【土地】

8 ㈱コサナ

日本

環状オリゴ糖を使用した健康食品及び機能性化粧品の販売等

9 ㈱コサナ スポーツアンドヘルスケア

日本

サプリメント・マヌカハニーの販売、運動指導

研究・文化施設用地【土地】
研究・文化施設用地【土地】

10 コムネット㈱

日本

医療用器具等の試作及びデザインのためのサポート機器の提供（会員制工房）

研究・文化施設用地【土地】

11 日本テクノロジーソリューション㈱

日本

食品・医薬品等の容器にフィルム包装を行う包装機械の研究開発及び製造

研究・文化施設用地【土地】

12 （再掲）（国研）理化学研究所

日本

自然科学の総合研究所。神戸地区は生命科学及び計算科学研究を中心に展開しています。

研究・文化施設用地【土地】

13 ㈱ビオラボ

日本

ヘルスケアおよび化粧品原料の研究、開発および製造

研究・文化施設用地【土地】

14 ㈱GEウェルネス

日本

ヘルスケアおよび化粧品原料の販売、自社ECサイトの運営管理

研究・文化施設用地【土地】

15 ㈲脇田

日本

医療分野における各種接着剤の研究開発等

研究・文化施設用地【土地】

16 アドバンテック㈱

日本

理系人材採用支援事業、人材育成事業

研究・文化施設用地【土地】

17 神戸天然物化学㈱

日本

医薬品原薬・中間体の製造プロセス及び品質評価方法の開発

研究・文化施設用地【土地】

18 明興産業㈱

日本

プラスチック成形技術を用いた医療機器の製造および環境に配慮した医療用成形品の開発

研究・文化施設用地【土地】

19 ㈱コスモビューティー

日本

化粧品・医薬部外品に関わる素材の研究開発（しみ、しわ、たるみ、美白、薄毛等）

パイロットエンタープライズゾーン（PEZ）【土地】

1 ㈱トランスジェニック

日本

遺伝子改変マウス及び抗体の研究開発

パイロットエンタープライズゾーン（PEZ）【土地】

2 ㈱ニチイホールディングス

日本

医療関連サービス、福祉用具研究開発等

パイロットエンタープライズゾーン（PEZ）【土地】

3 ㈱プライミューン

日本

バイオ研究用試薬の輸入・製造・販売

パイロットエンタープライズゾーン（PEZ）【土地】

4 （一社）日本福祉用具評価センター

日本

福祉用具におけるハードの安全性試験・評価

パイロットエンタープライズゾーン（PEZ）【土地】

5 ㈱新薬リサーチセンター

日本

非臨床及び臨床試験の受託等の開発支援業務

パイロットエンタープライズゾーン（PEZ）【土地】

6 医化学創薬㈱

日本

モノクローナル・ポリクローナル抗体の作製受託、抗体製品販売、共同研究開発を実施

パイロットエンタープライズゾーン（PEZ）【土地】

7 ㈱安評センター

日本

GANP遺伝子導入マウス等遺伝子改変マウス作製受託、病態モデルマウスの研究開発・販売

先端医療センター（IBRI）

1 住友ファーマ㈱

日本

再生医療及び細胞医薬に関する研究

先端医療センター（IBRI）

2 ㈱マイクロン

日本

分子イメージングを用いた非臨床・臨床試験の受託、臨床開発支援

先端医療センター（IBRI）

3 （公財）神戸医療産業都市推進機構

日本

神戸医療産業都市の中核的支援機関

先端医療センター（IBRI）

4 神戸都市振興サービス㈱

日本

医療・バイオ・健康に関する研究開発施設等の賃貸業務

先端医療センター（IBRI）

5 ㈱VC Cell Ｔｈｅｒａｐｙ

日本

再生医療等の開発

先端医療センター（IBRI）

6 （再掲）（株）VC Gene Therapy

日本

遺伝子治療の開発

365社・団体

神戸医療産業都市進出企業・団体一覧（R4.7.31時点）
施設名

企業名

ＰＩでの事業内容

先端医療センター（IBRI）

7 Meiji Seika ファルマ㈱

日本

医療機器・医療用品・医療用部材等の研究開発

神戸臨床研究情報センター（TRI)

1 ㈱ヘリオス

日本

iPS細胞由来製品の開発・製造・販売

神戸臨床研究情報センター（TRI)

2 （再掲）住友ファーマ㈱

日本

再生医療及び細胞医薬に関する研究

神戸臨床研究情報センター（TRI)

3 ㈱ケーセル

日本

再生医療等製品製造における品質管理システムソフトウェアの研究開発

神戸臨床研究情報センター（TRI)

4 (再掲)（公財）神戸医療産業都市推進機構 日本

神戸医療産業都市の中核的支援機関

神戸臨床研究情報センター（TRI)

5 ひろさきＬＩ㈱

日本

再生医療製品の開発・製造及び販売

神戸バイオメディカル創造センター（BMA)

1 ㈱オリエンタルバイオサービス

日本

遺伝子改変動物の受託飼育事業

神戸バイオメディカル創造センター（BMA)

2 シスメックス㈱

日本

タンパク質の同時多項目解析技術をベースとする癌診断技術の創成

神戸バイオメディカル創造センター（BMA)

3 カルナバイオサイエンス㈱

日本

創薬支援、創薬

神戸バイオメディカル創造センター（BMA)

4 （再掲）千寿製薬㈱

日本

眼科疾患に対する治療薬の開発

神戸バイオメディカル創造センター（BMA)

5 BioView㈱

日本

ＭＲＩを用いた創薬研究受託事業

神戸バイオメディカル創造センター（BMA)

6 （一社）日本血液製剤機構

日本

血漿分画製剤の研究開発等

神戸バイオメディカル創造センター（BMA)

7 （再掲2）住友ファーマ㈱

日本

再生医療及び細胞医薬に関する研究

神戸バイオメディカル創造センター（BMA)

8 （再掲）神戸都市振興サービス㈱

日本

医療・バイオ・健康に関する研究開発施設等の賃貸業務

神戸バイオメディカル創造センター（BMA)

9 （再掲）㈱ヘリオス

日本

iPS細胞由来製品の開発・製造・販売

神戸バイオメディカル創造センター（BMA)

10 バイオアライフサイエンスジャパン㈱

中

遺伝子検査及び関連機器、試薬、医薬検査キット等の研究開発、製造、販売 等

神戸大学インキュベーションセンター

1 CO2BE MEDICAL ENGINEERING㈱

日本

炭酸ガス治療器の開発・製造

神戸大学インキュベーションセンター

2 Integral Geometry Science Inc.

日本

計測機器、非破壊検査装置、計測用ソフトウェア等の開発・販売

神戸大学インキュベーションセンター

3 日産化学㈱

日本

医薬品および再生医療用材料の研究開発

神戸大学インキュベーションセンター

4 徳島大学

日本

神戸大学との連携による共同研究拠点の形成

神戸大学統合研究拠点

1 次世代バイオ医薬品製造技術研究組合

日本

次世代抗体医薬等の製造技術の研究開発

神戸大学統合研究拠点

2 （一社）バイオロジクス研究・トレーニングセンター 日本

バイオロジクス分野の人材育成及び研究・開発の支援等

神戸医療機器開発センター（MEDDEC)

1 ㈱アイビーテック

日本

医療機器開発支援

神戸医療機器開発センター（MEDDEC)

2 ㈱モリタ製作所

日本

レーザーを用いた内視鏡的がん治療装置の開発

神戸医療機器開発センター（MEDDEC)

3 日本脳神経血管内治療学会

日本

脳神経血管内治療に関する医師の人材育成、医療機器開発

神戸医療機器開発センター（MEDDEC)

4 大塚メディカルデバイス㈱

日本

医療機器の研究開発

神戸医療機器開発センター（MEDDEC)

5 （再掲）エア・ウォーター・バイオデザイン㈱ 日本

神戸医療機器開発センター（MEDDEC)

6 （独）中小企業基盤整備機構

日本

神戸医療機器開発センター、神戸健康産業開発センターの運営等

神戸医療機器開発センター（MEDDEC)

7 Integra Japan㈱

米

肝細胞・肝臓がん治療用医療機器（超音波破砕吸引装置）の日本向けカスタム品の開発

神戸医療機器開発センター（MEDDEC)

8 （再掲）㈱ナティアス

日本

ＤＮＡ／ＲＮＡオリゴマーを中心とする高付加価値化学品の合成

神戸医療機器開発センター（MEDDEC)

9 グーテック㈱

日本

医療機器部品として応用されるバインダー材料の開発とその評価

ヘルスケア・メディカル用機器、分析用機器の開発、製造、販売等

神戸医療機器開発センター（MEDDEC)

10 ㈲リベラル

日本

アミノ基をベースに製造された活量調質水（ＡＴＷ）の開発・製造・企画

神戸医療機器開発センター（MEDDEC)

11 扶桑化学工業㈱

日本

『超高純度コロイダルシリカ』のライフサイエンス分野への用途開発

神戸医療機器開発センター（MEDDEC)

12 大和㈱

日本

幹細胞の培養を一貫して行える自動培養装置の研究開発とその性能検証

インターナショナルメディカルプラザ(IMP)

1 （公財）神戸国際医療交流財団

日本

医療分野の国際交流、人材育成、医療技術・機器に関する研究開発

インターナショナルメディカルプラザ(IMP)

2 ㈲DSR

日本

スキンケア製品の研究開発・製造・販売

インターナショナルメディカルプラザ(IMP)

3 （再掲）シスメックス㈱

日本

タンパク質の同時多項目解析技術をベースとする癌診断技術の創成

インターナショナルメディカルプラザ(IMP)

4 ㈱日伸メディカル

日本

医療コンサルティング、医療及び健康関連製品の研究開発・販売・輸出入販売

インターナショナルメディカルプラザ(IMP)

5 （一社）水素医療研究所

日本

医療、美容における水素の研究、治療法の開発

神戸ハイブリッドビジネスセンター（KHBC)

1 スキャンポファーマ合同会社

日本

医療用医薬品の研究開発及び製造販売

神戸ハイブリッドビジネスセンター（KHBC)

2 TAOヘルスライフファーマ㈱

日本

アルツハイマー病治療薬の研究開発等

神戸ハイブリッドビジネスセンター（KHBC)

3 （再掲2）神戸都市振興サービス㈱

日本

医療・バイオ・健康に関する研究開発施設等の賃貸業務

神戸ハイブリッドビジネスセンター（KHBC)

4 （再掲）㈱ファイセル

日本

検体保管事業及びそれに付随するサービス

365社・団体

神戸医療産業都市進出企業・団体一覧（R4.7.31時点）
施設名

企業名

ＰＩでの事業内容

国際医療開発センター(IMDA)

1 （再掲）神戸大学

日本

産学官連携拠点としての統合研究拠点

国際医療開発センター(IMDA)

2 ダイキン工業㈱

日本

フッ素化学製品や滅菌システム・空調設備などの医療関連分野への展開

国際医療開発センター(IMDA)

3 日光化成㈱

日本

輸液用三方活栓、造影剤用活栓及び周辺製品等医療機器の研究開発

国際医療開発センター(IMDA)

4 東レ㈱

日本

繊維、樹脂等の素材とバイオテクノロジー技術を活用した医療機器の開発

国際医療開発センター(IMDA)

5 （一社）国際フロンティアメディカルサポート 日本

肝臓病予防と治療の普及啓発、国際医療交流、人材育成、外国人患者受入支援

国際医療開発センター(IMDA)

6 富士フイルム㈱

医療機器及び医用画像解析技術を活用したICT製品の開発

国際医療開発センター(IMDA)

7 IQVIAサービシーズジャパン㈱

米

医療機器、再生医療等製品及び医薬品に関する薬事コンサルタント業務

国際医療開発センター(IMDA)

8 ㈱ダブルへリックスインターナショナル

日本

再生医療等関連装置、器具の開発

国際医療開発センター(IMDA)

9 ㈱東レリサーチセンター

日本

医薬品開発・バイオ研究支援・評価

日本

国際医療開発センター(IMDA)

10 ヒートテック㈱

日本

理化学研究用非接触高温加熱ハイテクヒーターの開発及び性能実証試験

国際医療開発センター(IMDA)

11 ㈱ダイキンアプライドシステムズ

日本

医薬品研究施設、製造施設、細胞培養施設におけるトータルエンジニアリング事業の推進

国際医療開発センター(IMDA)

12 ㈱新日本科学

日本

医療機器、医薬品及び再生医療等製品の開発支援

国際医療開発センター(IMDA)

13 ㈱メディカロイド

日本

医療用ロボット製品化のための製品企画及び販売計画の立案等

国際医療開発センター(IMDA)

14 日本ロレアル㈱

仏

化粧品の研究開発、新規事業の探索

国際医療開発センター(IMDA)

15 （再掲）Integral Geometry Science Inc.

日本

計測機器、非破壊検査装置、計測用ソフトウェア等の開発・販売

国際医療開発センター(IMDA)

16 ㈱Gemseki

日本

創薬シーズ・技術の最適な活用を支援するパートナリングサービス

国際医療開発センター(IMDA)

17 ゼオンメディカル㈱

日本

循環器系・消化器系カテーテル等医療機器の設計・開発

国際医療開発センター(IMDA)

18 アース環境サービス㈱

日本

再生医療・バイオ医薬製造/治験施設等に向けたサニテーション等の衛生管理業務

国際医療開発センター(IMDA)

19 ツチダ産業㈱

日本

医療用製品の部品開発・調達等

国際医療開発センター(IMDA)

20 イシダメディカル㈱

日本

㈱イシダの医療機器事業会社として、独自保有する技術やノウハウを医療分野に展開

国際医療開発センター(IMDA)

21 TXP Medical㈱

日本

救急隊情報システムと救急病院のデータ連携、救急医療情報システム入力支援機能の実証

国際医療開発センター(IMDA)

22 慶應義塾大学

日本

日常的な健康度を指標とした都市コホート研究

国際医療開発センター(IMDA)

23 AMI㈱

日本

心疾患診断アシスト機能付遠隔医療対応聴診器「超聴診器」の研究・開発

国際医療開発センター(IMDA)

24 合同会社Access-2-Healthcare Japan

シンガポール
医療機器企業の市場参入戦略、規制対応等のグローバルコンサルティング業務

国際医療開発センター(IMDA)

25 トクセン工業㈱

日本

医療分野で用いられる素材・部材についてのマーケティング、商品開発

国際医療開発センター(IMDA)

26 金井重要工業㈱

日本

医療分野で用いられる素材・部材についてのマーケティング、商品開発

国際医療開発センター(IMDA)

27 ㈱xCARE

日本

神戸市と連携しヘルスケアベンチャーに対してビジネス支援を行う。

国際医療開発センター(IMDA)

28 リバーセル㈱

日本

「超汎用性即納型T細胞」を用いた、がんや感染症を対象とした免疫細胞療法の事業化

国際医療開発センター(IMDA)

29 （医社）澪標会

日本

認知症に関連する臨床研究及び、創薬研究、医薬品開発、導出入情報や権利関係の調査

国際医療開発センター(IMDA)

30 セレイドセラピューティクス㈱

日本

再生医療等製品の開発促進に向けたパートナー企業の探索及び連携体制強化

日本

スパコン、クラウド、VRソフトウェア開発・販売・サポート

高度計算科学研究支援センター

1 ㈱フォーラムエイト

高度計算科学研究支援センター

2 ㈱CAEソリューションズ

日本

各種CAEソフトウェアの開発・販売・コンサルティング等

高度計算科学研究支援センター

3 ㈱ヴァイナス

日本

先進的CAEｿﾌﾄｳｪｱ開発、基礎研究等による数値解析ｿﾘｭｰｼｮﾝ提供

高度計算科学研究支援センター

4 アクセンチュア㈱

日本

コンサルティング、技術支援とアウトソーシングサービス

高度計算科学研究支援センター

5 ㈱創夢

日本

各種ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発・構築、HPCI・京ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾐﾄﾞﾙｳｪｱの開発等

高度計算科学研究支援センター

6 （公財）計算科学振興財団

日本

スーパーコンピュータ「京」をはじめとするスーパーコンピュータの産業利用促進等

市民病院前ビル

1 脳血管内治療技術と機器研究会

日本

脳血管インターベンション技術の教育・普及

市民病院前ビル

2 ㈱大新堂

日本

保険調剤

市民病院前ビル

3 日本調剤㈱

日本

保険調剤

市民病院前ビル

4 神戸新交通㈱

日本

市民病院前ビルの運営等

市民病院前ビル

5 ㈱ナガタ薬品（アルカ調剤グループ）

日本

保険調剤

神戸アイセンター

1 （公社）NEXT VISION

日本

眼科領域における調査・研究、技術開発及び視機能の向上・回復のための支援など

神戸アイセンター

2 ㈱ビジョンケア

日本

再生医療の実用化のための研究開発促進事業、及び研究技術の事業化

神戸アイセンター

3 （株）VC Gene Therapy

日本

遺伝子治療の開発

神戸アイセンター

4 公益財団法人兵庫アイバンク

日本

県下を中心とする献眼に円滑に対応し、移植医療に繋げるための検査・加工・斡旋を実施

神戸健康産業開発センター（HI-DEC)

1 ㈲マイテック

日本

ラマン分光器用バイオチップの研究開発・製造・販売

神戸健康産業開発センター（HI-DEC)

2 三協化成㈱

日本

医薬中間体の研究開発

神戸健康産業開発センター（HI-DEC)

3 ㈱キラル・デザイン・ラボラトリー

日本

医薬中間体を中心とする精密化学品の製造技術導出及び開発

神戸健康産業開発センター（HI-DEC)

4 ㈱chromocenter

日本

核型解析および人工染色体技術による抗体医薬品産生細胞の作製に関する受託サービス

神戸健康産業開発センター（HI-DEC)

5 オンコリスバイオファーマ㈱

日本

医薬品の研究開発

神戸健康産業開発センター（HI-DEC)

6 (再掲)（独）中小企業基盤整備機構

日本

神戸医療機器開発センター、神戸健康産業開発センターの運営等

365社・団体

神戸医療産業都市進出企業・団体一覧（R4.7.31時点）
施設名

企業名

ＰＩでの事業内容

神戸健康産業開発センター（HI-DEC)

7 シンバイオシス㈱

日本

腸内フローラ移植に関する研究開発。ウルトラファインバブル水の製造開発。

神戸健康産業開発センター（HI-DEC)

8 ジーワン㈱

日本

デジタル医薬品の許認可取得のため、データ取集、解析、研究開発を実施

神戸健康産業開発センター（HI-DEC)

9 (再掲)㈱VC Cell Ｔｈｅｒａｐｙ

日本

再生医療等の開発

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

1 デキシコウインジャパン㈱

韓

医療用ソフトウェアの開発

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

2 IBPテクノロジー㈱

ベルギー バイオ・製薬関連機器の輸入・販売、技術開発

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

3 （再掲）八十島プロシード

日本

高精度樹脂の医療機器・医療機器関連部品の製造、研究開発

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

4 ㈱耐熱性酵素研究所

日本

耐熱性酵素の研究開発、製造および販売、研究受託

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

5 美研創新㈱

日本

機能性化粧品・医薬部外品・健康食品等の研究・開発及び輸出入

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

6 ㈱ジーコム

日本

翻訳・通訳、海外医療関連企業との商取引コンサルティング

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

7 スペクトリス㈱（マルバーン）

英

レーザー回折式粒度分布測定装置などの分析機器等の販売

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

8 ㈱池田理化

日本

再生医療関連の機器等の研究・開発及び販売等

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

9 ㈱テクノプロ

日本

バイオテクノロジー技術を活用した医薬・医療関連品の研究開発
中国化粧品の市場動向や法令・法規、中国製の原材料などに関する情報提供

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

10 （一社）日中化粧品国際交流協会

日本

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

11 （一財）アジア頭皮健康研究センター

日本

アジア人の頭皮に関する基礎研究及び健康な頭皮のためにの応用研究の促進

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

12 ㈱アイジェノミクスジャパン

日本

遺伝子検査、解析及び研究並びに不妊治療に関する医療機関との共同研究

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

13 グエラテクノロジー㈱

日本

医療機器向け長寿命・小型軽量物理二次電池等の研究開発

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

14 （再掲）㈱メディカロイド

日本

医療用ロボット製品化のための製品企画及び販売計画の立案等

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

15 ㈱SKAN JAPAN

スイス

医薬品等製造向け無菌環境用アイソレーター等の研究開発、販売及び物流

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

16 ㈱カネカ

日本

幹細胞等を用いた再生医療に関する研究開発

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

17 ㈱ゼン

日本

医療機器開発段階における試作品・部品の設計、三次元モデリング及び測定試験

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

18 アライドラボラトリーズ㈱

日本

医薬品・治験薬等の製造・輸入及びそれに伴う分析等の品質保証

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

19 ダイダン㈱

日本

細胞加工施設（CPF）を中心とした再生医療関連技術の研究・開発、事業創出

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

20 ㈱タイヨーアクリス

日本

医療・介護機器の研究開発

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

21 コパンジャパン㈱

イタリア

微生物学的検査の効率を改善する液体輸送用培地LBM製品群の販売

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

22 （一財)神戸すまいまちづくり公社

日本

神戸インキュベーションオフィスビル、神戸国際ビジネスセンタービルの運営管理

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

23 バイエル薬品㈱

独

基本的な実験機器およびオフィス機器が設置されたインキュベーションラボの運用

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

24 ㈱Epigeneron

日本

創薬及び創薬支援業務の実施と創薬関連情報の販売

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

25 ㈱イーベック

日本

治療用、診断用末梢血由来ヒト抗体作製業務

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

26 合同会社産学連携パートナーズ

日本

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

27 ㈱日本ビジネスデータープロセシングセンター 日本

医療ＩＴソリューション（業務ＩＴ化支援（ＲＰＡ等））、病院事務関連業務請負・派遣、医業経営コンサルタント

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

28 ㈱トラトレ

日本

医療現場で必要とされる機器の研究開発やトレーニングカリキュラムの構築

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

29 ㈱京・クリエイト

日本

3Dプリンティングを用いた人工骨ならびに関連技術の実用化

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

30 provitro AG

独

高品質なヒト組織サンプルを活用した研究開発支援

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

31 ㈱ナティアス

日本

ＤＮＡ／ＲＮＡオリゴマーを中心とする高付加価値化学品の合成

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

32 JFEテクノリサーチ㈱

日本

医療機器の研究開発支援・評価

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

33 オンヨネ㈱

日本

医療機器等の企画、製造、販売及びATHFA®協議会運営業務

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

34 ㈱スクリエ

日本

口腔内の健康に貢献する器具の開発等

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

35 ㈱ＤＨＴソリューションズ

日本

医療機器の賃貸及び販売/心電図データ分析

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

36 ㈱ヘルスプロモーション

日本

医療機器等や健康データを活用した健康管理・健康増進へのサポートサービス

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

37 ㈱バイオ・ソリューションズ・ゲート

日本

医薬品製造機械の輸入販売、メンテナンス、特注機製造及びテスト

神戸国際ビジネスセンター（KIBC）

38 アイラボ㈱

大学知財の事業化、またその事業への投資、事業開発、営業、コンサルティング等

日本

OHラジカルを利用した医療機器の滅菌装置、手術用消毒装置等の研究開発・製造

神戸キメックセンタービル

1 八洲薬品㈱

日本

試薬等研究開発、製造、販売

神戸キメックセンタービル

2 ㈱エムアイディ

日本

医療機器､医療用消耗品､コンピュータシステムの販売

神戸キメックセンタービル

3 ㈱エレクトロスイスジャパン

スイス

医療機器等の取扱説明書のデザイン及び作成

神戸キメックセンタービル

4 ㈱ビーブランド・メディコーデンタル

日本

歯科用医薬品、医薬部外品および医療機器の研究開発

神戸キメックセンタービル

5 （公社）日本麻酔科学会

日本

学会事務局及び麻酔科関連ライブラリー

神戸キメックセンタービル

6 シーメンスヘルスケア㈱

独

大型医療機器の販売、アフターサービス

365社・団体

神戸医療産業都市進出企業・団体一覧（R4.7.31時点）
施設名

企業名

ＰＩでの事業内容

神戸キメックセンタービル

7 ㈱ネクシス

日本

医療関連システム、ソフトウェアの開発・販売・サービス

神戸キメックセンタービル

8 ㈱ブルボン

日本

健康食品その他食品の開発・販売

神戸キメックセンタービル

9 BGI JAPAN㈱

中

各種ゲノム解析の受託事業と共同研究等
京コンピュータ及びＨＰＣＩ利用者の選定と利用支援業務

神戸キメックセンタービル

10 （一財）高度情報科学技術研究機構

日本

神戸キメックセンタービル

11 （再掲）（一社）日本血液製剤機構

日本

血漿分画製剤の研究開発等

神戸キメックセンタービル

12 ㈱ジー・キューブ

日本

半導体機器・測定器設計技術を活用した医療機器画像処理用ＩＣの開発等

神戸キメックセンタービル

13 （再掲3）住友ファーマ㈱

日本

再生医療及び細胞医薬に関する研究

神戸キメックセンタービル

14 （再掲2）㈱ヘリオス

日本

iPS細胞由来製品の開発・製造・販売

神戸キメックセンタービル

15 ㈱サイレジェン

日本

iPS細胞由来の再生医療等製品の製造・販売促進等

神戸キメックセンタービル

16 ㈱GSP研究所

日本

コンパニオン診断薬の開発および製造販売

神戸キメックセンタービル

17 （再掲）㈱フォーラムエイト

日本

スパコン、クラウド、VRソフトウェア開発・販売・サポート

神戸キメックセンタービル

18 ㈱ファイセル

日本

検体保管事業及びそれに付随するサービス

神戸キメックセンタービル

19 ㈱ブルボン再生医科学研究所

日本

再生医療等に関する研究開発及び新規事業の探索

神戸キメックセンタービル

20 紅道科研センター㈱

中

神戸キメックセンタービル

21 (再掲2)（公財）神戸医療産業都市推進機構 日本

神戸キメックセンタービル

22 ㈱OMこうべ

日本

神戸キメックセンタービル、神戸医療イノベーションセンターの運営等

神戸キメックセンタービル

23 神戸ロボケアセンター

日本

装着型サイボーグＨＡＬを活用した機能障害などの改善トレーニング等サービスの提供

神戸キメックセンタービル

24 ミライラボバイオサイエンス㈱

日本

抗老化物質ＮＭＮの生活習慣病等への効果に対する基礎研究・開発

神戸キメックセンタービル

25 SMPビジネスパートナーズ㈱

日本

住友ファーマ株式会社のラボ管理、研究支援を中心としたビジネスサポート業務

神戸キメックセンタービル

26 医療革新国際連携㈱

中

日中協力に基づく医療創出・研究・開発支援

化粧品、医薬部外品、健康食品等の研究開発
神戸医療産業都市の中核的支援機関

神戸インキュベーションオフィス（KIO)

1 ㈱メディトランセ

日本

高精度の温度管理下における検体・医療機器等の集荷・輸送等

神戸インキュベーションオフィス（KIO)

2 ㈱アクアテック

日本

チューブポンプ「Ｒｉｎｇ Ｐｕｍｐ」の医療分野における用途開発

神戸インキュベーションオフィス（KIO)

3 ㈱アール・ティー・シー

日本

医療、介護福祉、リハビリテーション、医療教育を中心とした各種機器の開発

神戸インキュベーションオフィス（KIO)

4 ミヨシ電子㈱

日本

通信技術や半導体製造技術を活用した医療・介護・健康関連機器開発・製造

神戸インキュベーションオフィス（KIO)

5 ㈱村田製作所

日本

ヘルスケア用電子デバイスの研究開発

神戸インキュベーションオフィス（KIO)

6 ㈱アーク

日本

医療機器・介護リハビリロボット機器等の設計、各種金型の設計・製造等

神戸インキュベーションオフィス（KIO)

7 ㈱ヒューマン・キャピタル・マネジメント

日本

バイオベンチャー経営支援（人材育成・経営塾、コンサルティング）

神戸インキュベーションオフィス（KIO)

8 大倉工業㈱

日本

機能性フィルム等を活用した医療機器等の設計・開発

神戸インキュベーションオフィス（KIO)

9 ㈲スカイネット

日本

医療機器等向けのマイクロコンピュータやＰＣのソフトウェア、ハードウェアの受託開発

神戸インキュベーションオフィス（KIO)

10 （再掲）（一財)神戸すまいまちづくり公社

日本

神戸インキュベーションオフィスビル、神戸国際ビジネスセンタービルの運営管理

神戸インキュベーションオフィス（KIO)

11 シミックファーマサイエンス㈱

日本

医薬品および再生医療等製品の非臨床分野における開発支援

神戸インキュベーションオフィス（KIO)

12 木田バルブ・ボール㈱

日本

人工関節部品を中心とした、医療機器部品の研究開発及び市場調査・販路開拓事業

神戸インキュベーションオフィス（KIO)

13 岩谷産業㈱

日本

細胞製造・保管・輸送の液体窒素等の供給、凍結保存容器等設備をワンストップサービス

神戸インキュベーションオフィス（KIO)

14 ㈲岩井製作所

日本

歯科用加工製品をはじめとした、医療機器部品の研究開発及び市場調査・販路開拓

神戸インキュベーションオフィス（KIO)

15 智昌加工㈱

日本

樹脂加工のノウハウを活かし医療機器部品製造を受託。将来的に医療機器開発を目指す。

神戸インキュベーションオフィス（KIO)

16 ㈱ユタックス

日本

インナーウェア等の開発経験を活かしたサポーター等補助具・医療機器の開発

神戸医療イノベーションセンター(KCMI)

1 ㈱日立製作所

日本

再生医療用細胞自動培養技術を中心とした再生医療、ヘルスケア分野の研究開発

神戸医療イノベーションセンター(KCMI)

2 ㈱日立プラントサービス

日本

細胞加工施設（CPC）に対する設計・施工・メンテナンス・バリデーション

神戸医療イノベーションセンター(KCMI)

3 藤森工業㈱

日本

再生医療やバイオ医薬品製造で用いるシングルユース細胞培養システム及び関連製品開発

神戸医療イノベーションセンター(KCMI)

4 ネクスジェン㈱

日本

組織幹細胞を用いた次世代再生医療に関する研究開発

神戸医療イノベーションセンター(KCMI)

5 (再掲)㈱OMこうべ

日本

神戸キメックセンタービル、神戸医療イノベーションセンターの運営等

神戸医療イノベーションセンター(KCMI)

6 ViSpot㈱

日本

バイオ医薬品のウイルスクリアランス試験（ウイルス安全性評価試験）の受託

神戸医療イノベーションセンター(KCMI)

7 ㈱シンプロジェン

日本

長鎖DNA合成技術に係る研究および開発等

神戸医療イノベーションセンター(KCMI)

8 （再掲2）（国研）理化学研究所

日本

自然科学の総合研究所。神戸地区は生命科学及び計算科学研究を中心に展開しています。

9 （再掲4）住友ファーマ㈱

日本

再生医療及び細胞医薬に関する研究

神戸医療イノベーションセンター(KCMI)
神戸医療イノベーションセンター(KCMI)

10 カーブジェン㈱

日本

AI・デジタル技術を活用した感染症領域における次世代型医療イノベーションの開発

神戸医療イノベーションセンター(KCMI)

11 （再掲3）㈱ヘリオス

日本

iPS細胞由来製品の開発・製造・販売

神戸医療イノベーションセンター(KCMI)

12 シンフォニアテクノロジー㈱

日本

幹細胞の大量培養と品質担保・管理を可能とする細胞製造管理システムの開発

神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター(ICCRC)

1 ㈱スカイジェット・メディカル

日本

医療用映像システム及び周辺機器等の開発、製造販売

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

1 ㈱カルディオ

日本

循環器再生医療の研究開発等

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

2 ㈱バイオパレット

日本

医療分野における遺伝性疾患の遺伝子治療などの実現、創薬研究分野における創薬支援

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

3 ㈱水田製作所

日本

医療機器向け部品及び製品（樹脂、基板、CFRP製品等）の用途開発並びに生産受託

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

4 （再掲）㈱シンプロジェン

日本

長鎖DNA合成技術に係る研究および開発等

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

5 Nexuspiral㈱

日本

オリゴヌクレオチドを用いたゲノム編集技術の実用化による核酸医薬品の研究開発

365社・団体

神戸医療産業都市進出企業・団体一覧（R4.7.31時点）
施設名

企業名

ＰＩでの事業内容

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

6 マイキャン・テクノロジーズ㈱

日本

ｉＰＳ細胞由来ウイルス研究用細胞（Ｍｙｌｃ細胞）を使用した研究用検査キットの開発

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

7 ㈱リバネス

日本

科学技術分野における教育、人材育成、研究、創業に関する企画・研究・コンサルティング業務など

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

8 ㈱Inner Resource

日本

自社repruaシステムを用いた購買・在庫管理など、研究・医療業界に特化した業務効率化支援

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

9 ハートラボ㈱

日本

患者遠隔モニタリングと診断システム、睡眠計測システム等の研究開発

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

10 ㈱U’s science

日本

糖類を活用した医薬品、医薬部外品、食品の開発／遺伝子検査等・分析受託サービス

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

11 ユナイテッド・イミュニティ㈱

日本

がんと感染症ワクチンに対するナノテクノロジーと免疫療法の融合治療技術の開発

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

12 ㈱レストアビジョン

日本

網膜色素変性症に対する視覚再生遺伝子治療薬の開発

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

13 ㈱セルファイバ

日本

細胞医薬品・再生医療等製品用途の細胞大量培養技術開発

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

14 ㈱ナレッジパレット

日本

細胞の全遺伝子発現プロファイルを活用した表現型創薬及び再生医療高品質化の研究開発

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

15 ㈱漢方医科学研究所

日本

漢方医薬品に関する研究開発

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

16 ㈱シンアート

日本

合成生物学及び合成化学の融合技術に係る研究開発、製品・サービス

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

17 ㈱ユニバーサル・バイオサンプリング

日本

PVAスポンジを使用したバイオサンプリングシステムの開発・実証

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

18 リジェネフォーティー㈱

日本

損傷治療用新規神経幹細胞の培養とアンチエイジング化粧品材料製造

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

19 ㈱バッカス・バイオイノベーション

日本

微生物育種をベースとした医薬品原料等の受託生産を含む統合型バイオファウンドリ事業

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

20 (再掲）㈱ジー・キューブ

日本

半導体機器・測定器設計技術を活用した医療機器画像処理用ＩＣの開発等

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

21 aiwell㈱

日本

タンパク質解析技術AIプロテオミクスによる診断支援・創薬支援の実現

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

22 オーチャード・バイオ㈱

日本

薬物封入PLGAナノ粒子抱合細胞を主成分とする再生医療製品などの開発

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

23 オプティアム・バイオテクノロジーズ㈱

日本

次世代一本鎖抗体作製技術を用いた医薬品開発

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

24 (再掲)㈱日立製作所

日本

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

25 (再掲3)（公財）神戸医療産業都市推進機構 日本

神戸医療産業都市の中核的支援機関

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

26 TreeFrog Therapeutics Japan㈱

仏

幹細胞を安全に安価に大量生産できるコア技術である「C-STEM」の研究開発を実施

クリエイティブラボ神戸（CLIK）

27 セラベストジャパン㈱

韓

CAR遺伝子導入iPS細胞由来ナチュラルキラー細胞によるがん免疫療法の開発

再生医療用細胞自動培養技術を中心とした再生医療、ヘルスケア分野の研究開発

理化学研究所 生命機能科学研究センター(BDR)

1 大塚製薬㈱

日本

中枢神経疾患、がん、その他疾患に対する創薬研究、ならびに再生医療のための研究

ポートアイランド（第1期）

1 WDB㈱

日本

医療・バイオ研究職の人材派遣

ポートアイランド（第1期）

2 兵庫医科大学

日本

薬学部等３学部及び先端医薬研究センター等

ポートアイランド（第1期）

3 神戸学院大学

日本

薬学部及びライフサイエンス産学連携研究センター（ＬＳＣ）

ポートアイランド（第1期）

4 神戸女子大学・神戸女子短期大学

日本

健康福祉学部における健康・介護・福祉に関する研究等

ポートアイランド（第1期）

5 ㈱バイオエスペック

日本

理化学機器・消耗品等の卸販売

ポートアイランド（第1期）

6 ㈱ベイエリア

日本

医療関連企業向け事業支援サービス

ポートアイランド（第1期）

7 ㈱ノエビア

日本

医薬部外品・化粧品等の研究開発･製造販売

ポートアイランド（第1期）

8 常盤薬品工業㈱

日本

医薬品・医薬部外品・化粧品等の製造販売等

9 ㈱ボナンザ

日本

医薬部外品・化粧品・サプリメント等の研究開発・製造販売・OEM

ポートアイランド（第1期）
ポートアイランド（第1期）

10 フジッコ㈱

日本

機能性成分、生活習慣病の予防栄養、特定保健用食品等の研究開発

ポートアイランド（第1期）

11 広瀬化学薬品㈱

日本

試薬、臨床検査薬、工業薬品、理化学・臨床検査用機器装置の販売

ポートアイランド（第1期）

12 日本船舶薬品㈱

日本

救急医療及び船舶用の医薬品・医療用具・医療機器等の販売

ポートアイランド（第1期）

13 ㈱Medical Patent Research

日本

知財・研究開発技術に関する調査等のサービス、コンサルティング

ポートアイランド（第1期）

14 不二化学薬品㈱

日本

試薬・理化学機器等の販売

ポートアイランド（第1期）

15 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

米

整形外科用医療機器の物流

ポートアイランド（第1期）

16 三菱倉庫㈱

日本

医薬品の物流

ポートアイランド（第1期）

17 三井倉庫㈱

日本

医療機器の物流事業

ポートアイランド（第1期）

18 東洋理機工業㈱

日本

産業（医療関連）用ロボットの研究・開発

ポートアイランド（第1期）

19 京セラ㈱

日本

医療機器の物流事業

ポートアイランド（第1期）

20 ㈱なごみ

日本

介護用品のレンタル・販売、福祉住環境向けの住宅改修・リフォーム

ポートアイランド（第1期）

21 日本新素材㈱

日本

銀イオンを用いた医療用具の研究開発、製造販売

ポートアイランド（第1期）

22 ㈱コスモス・コーポレイション

日本

指定医療機器の製品安全認証、世界各国への安全規格申請代行

ポートアイランド（第1期）

23 ㈱Ig-M

日本

バイオロジー分野における研究開発とその関連事業

ポートアイランド（第1期）

24 シムコジャパン㈱

米

調剤薬局業、医療機器の開発及びコンサルティング

ポートアイランド（第1期）

25 （医社）神戸低侵襲がん医療センター

日本

放射線・化学療法などを組み合わせた、低侵襲によるがん治療の専門病院

ポートアイランド（第1期）

26 西記念ポートアイランドリハビリテーション病院 日本

急性期後のリハビリを中心とした専門病院

ポートアイランド（第1期）

27 （公財）チャイルド・ケモ・サポート基金

小児がん等の難治性小児疾患の患児と家族のための滞在施設運営及び支援

ポートアイランド（第1期）

28 ㈱日本シルクバイオ研究所

日本

松原無菌養蚕の普及・実施、冬虫夏草・シルク・医療資材の研究・製造販売

ポートアイランド（第1期）

29 ㈱日本サイエンスコア

日本

科学機器輸入・製造販売、受託分析サービス、医薬コンサルティング等

ポートアイランド（第1期）

30 ㈱増田医科器械

日本

医療機器、理化学機器等の製品販売及びサービス提供

ポートアイランド（第1期）

31 ㈱ドクタープラネッツ

日本

栄養補助食品（サプリメント）、医療機関向け・高齢者施設向け商品の販売

日本

365社・団体

神戸医療産業都市進出企業・団体一覧（R4.7.31時点）
施設名

企業名

ＰＩでの事業内容

ポートアイランド（第1期）

32 （一社）神戸健康大学

日本

ポートアイランド（第1期）

33 ㈱ミュー

日本

健康寿命の延伸、 ヘルシーエイジングの推進にかかるセミナー等の開催
自走式カプセル内視鏡を始めとする医療用マイクロマシンの研究開発

ポートアイランド（第1期）

34 ㈱ワールド

日本

医療機関で使用される衣料品の研究開発

ポートアイランド（第1期）

35 ㈱ホーザン

日本

医療関連分野に特化したメディカルコンサルティング＆アドバイザー

ポートアイランド（第1期）

36 山九㈱

日本

医薬品・医療機器の輸出入、医療用装置の輸送及び据付

ポートアイランド（第1期）

37 ㈱アシックス

日本

スポーツ用品等の製造、販売

ポートアイランド（第1期）

38 日本コンベンションサービス㈱

日本

医歯薬学術集会・製薬会社セミナー・展示会等の企画・運営、医薬等通訳翻訳

ポートアイランド（第1期）

39 ㈱朝日ラボ交易

日本

理化学機器、科学機器、バイオ関連消耗品等の輸入販売、輸入代行

ポートアイランド（第1期）

40 ㈱トータルブレインケア

日本

医療コンサルタント、医療用機器レンタル・リース,インターネット関連サービス、介護予防サービス等

ポートアイランド（第1期）

41 NISSHA㈱

日本

内科・外科用医療機器の市場調査

ポートアイランド（第1期）

42 ㈱リブドゥコーポレーション

日本

介護用品・用具、メディカルディスポーザブル用品の開発・製造・販売

ポートアイランド（第1期）

43 TOA㈱

日本

病院・介護・福祉施設等における通信・業務用音響・映像・通信機器の製造・販売

ポートアイランド（第1期）

44 ㈱ジーベック

日本

病院・介護・福祉施設等におけるＡＶコントロールシステム等の設計・制作

ポートアイランド（第1期）

45 ㈱日新

日本

医薬品の物流、保管

ポートアイランド（第1期）

46 ㈱SPEC

日本

メディカル・ヘルスケア用ITソリューション及びIOTサービスの開発運営販売

ポートアイランド（第1期）

47 ㈱海老原ゴム商会

日本

医療・理化学ゴム（シリコンチューブ等）各種科学・分析機器の販売・提供

ポートアイランド（第1期）

48 ㈱ハマダ

日本

金属加工技術を用いた医療機器・医療器具の開発

ポートアイランド（第1期）

49 ㈱DOWELL

日本

医療介護ロボット用アプリケーションの開発および製造販売

ポートアイランド（第1期）

50 ㈱ムーブ

日本

コンピューターソフトウェアの開発および販売

ポートアイランド（第1期）

51 ㈱シン・コーポレイション

日本

医療機器（検査用綿棒）の検査・包装・保管

ポートアイランド（第1期）

52 (再掲2)㈱OMこうべ

日本

神戸キメックセンタービル、神戸医療イノベーションセンターの運営等

ポートアイランド（第1期）

53 ㈱セルート

日本

医療機器・医薬品や検体・細胞等の緊急輸送、温度管理輸送サービスの提供

ポートアイランド（第1期）

54 ドリームファスナー㈱

日本

神戸大学工学部で発明された新規マグネシウム合金を応用した外科用医療機器の開発

ポートアイランド（第1期）

55 ㈱T-ICU

日本

神戸市への貢献を目指す拠点、遠隔集中治療サポートセンター等

ポートアイランド（第1期）

56 三建設備工業㈱

日本

ライフサイエンス施設の企画・設計・施工・メンテナンスまで行う総合エンジニアリング

ポートアイランド（第1期）

57 ㈲パソテック

日本

病理検査業務全般

ポートアイランド（第1期）

58 ㈱シミズテック

日本

調剤薬局/整形外科用インプラント制作・整形外科手術道具・人工関節等の耐久性試験

ポートアイランド（第1期）

59 ㈱精研

日本

ＣＰＣの設計・施工、空調・衛生・電気設備、建築工事、実験動物施設の設計・施工

ポートアイランド（第1期）

60 (株)メディックアルファ

日本

本事業は，次世代型の革新的な技術で各種生体情報を非侵襲で測る機器を研究開発する。

ポートアイランド（第1期）

61 (株)プロジェニサイトジャパン

米

中央フロリダ大学医学部で開発された再生医療技等の展開及び保有特許実施許諾事業

ポートアイランド（第1期）

62 日本特殊陶業㈱

日本

医療ニーズの深耕、ベンチャー企業とのアライアンス構築等

ポートアイランド（第1期）

63 ㈱アインファーマシーズ

日本

保険調剤

ポートアイランド（第1期）

64 グリーンファーマシー㈱

日本

兵庫県立こども病院前の調剤薬局。無菌調剤室や完全自動散薬ロボット等最先端の設備。

ポートアイランド（第1期）

65 奈良精工㈱

日本

整形外科関連の医療機器の開発

ポートアイランド（第1期）

66 キューズコンサルティング㈱

日本

医薬品・医療機器企業の薬事コンサルタント業務・安全性管理業務・品質変更管理業務

ポートアイランド（第1期）

67 神戸ヤマト運輸㈱

日本

医薬品・医療機器などの物流、保管事業

ポートアイランド（第1期）

68 ㈱バルカー

日本

医療・バイオ・ヘルスケアの新規事業探索に関連する情報収集。

ポートアイランド（第1期）

69 ㈱NEI Japan

米

米国シアトル発のネイティブ講師とパーソナライズ教材を活用した、オンライン英語教育

ポートアイランド（第1期）

70 ㈱Aikomi

日本

インターネットを活用した認知症対応サービス

ポートアイランド（第1期）

71 ニッポー㈱

日本

医療向け商材拡販・開発

ポートアイランド（第1期）

72 オムロン㈱

日本

電子応用機械器具の製造販売に関するシステム構築、コンサルティング

ポートアイランド（第1期）

73 NIDRIVE㈱

日本

デジタルヘルスケアサービスの開発・提供

ポートアイランド（第1期）

74 ㈱椿本チエイン

日本

再生医療等の製造品質に寄与する自動化装置・管理システムの開発

ポートアイランド（第1期）

75 パナソニック㈱

日本

物理的刺激による生体活性化技術の研究開発

ポートアイランド（第1期）

76 昭和電機㈱

日本

各種医療機器の販売及びリハビリ機器、院内環境機器の製造・販売

ポートアイランド（第1期）

77 神戸iクリニック

日本

眼科領域における診療業務

