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神戸医療産業都市 医療関連企業の進出 

― オンヨネ株式会社、株式会社漢方医科学研究所、 

株式会社シンアート、株式会社セルファイバ、 

株式会社ナレッジパレット、 

株式会社ユニバーサル・バイオサンプリング ― 
 

◆趣 旨◆ 

 このたび、神戸医療産業都市において、オンヨネ株式会社、株式会社漢方医科学研究所、株式会社

シンアート、株式会社セルファイバ、株式会社ナレッジパレット、株式会社ユニバーサル・バイオサ

ンプリングの進出が決定しましたので、お知らせします。 

 

◆進出企業◆ 

・オンヨネ株式会社 

  スポーツウェア、リカバリーウェア、労働安全衛生用品、医療機器等の企画、製造、販売を行う 

「オンヨネ株式会社」が更なる事業拡大を図るため、神戸・ポートアイランドに新たな拠点を設置

することになりました。 

 ≪企業概要≫ 

・所 在 地： 新潟県長岡市高見町 4327 番地 

・設  立： 1968 年７月１日 

・資 本 金： 311,590,000 円 

  ・代  表： 代表取締役社長 恩田 浩典 

・事業内容： スポーツウェア、リカバリーウェア、労働安全衛生用品、医療機器等の企画、 

製造、販売 

・従 業 員： 87 名（令和３年４月末時点） 

 

≪ポートアイランドにおける事業概要≫ 

   ・進 出 先： 神戸市中央区港島南町５丁目５番２号 神戸国際ビジネスセンター 

・事業内容： 医療機器等の企画、製造、販売及び ATHFA®協議会運営業務 

・従 業 員： ２名（令和３年４月末時点） 

・操業開始： 令和３（2021）年４月 

 

≪問い合わせ先≫ 

オンヨネ株式会社 

担当者：企画開発部 関 泰寛 

ＴＥＬ：0258-24-0048 

E-MAIL：yasuhiro_seki[at]onyone.co.jp 

※メール送信時には、[at]を@に変更してください。 

 

 

 



・株式会社漢方医科学研究所 

漢方医薬品に関する研究開発を行う「株式会社漢方医科学研究所」が更なる事業拡大を図る 

ため、神戸・ポートアイランドに新たな拠点を設置することになりました。 

 ≪企業概要≫ 

・所 在 地：大阪府大阪市北区西天満一丁目７番２０号 

・設  立：1991 年７月 

・資 本 金：49,150,000 円 

  ・代  表：代表取締役 大城 日出男（おおしろ ひでお） 

・事業内容：漢方医薬品に関する研究開発 

  ・従 業 員：５名 

 

 ≪ポートアイランドにおける事業概要≫ 

  ・進 出 先：神戸市中央区港島南町６丁目３番７ クリエイティブラボ神戸 

・事業内容：薬用植物等天然物に含まれる HGF 産生誘導因子及びその他の生理活性物質産生誘

導因子を活用した認知症予防・治療薬の開発・導出事業 

・従 業 員：５名（予定） 

・操業開始：令和３（2021）年４月 

 

 ≪問い合わせ先≫ 

株式会社漢方医科学研究所 

担当者：大城 日出男 

連絡先：06-6362-1506 

E-MAIL：oshiro[at]ioms.co.jp 

    ※メール送信時には、[at]を@に変更してください。 

 

 

・株式会社シンアート 

合成生物学及び合成化学の融合技術に係る研究開発を行う「株式会社シンアート」が更なる事 

業拡大を図るため、神戸・ポートアイランドに新たな拠点を設置することになりました。 

 ≪企業概要≫ 

・所 在 地： 兵庫県神戸市灘区六甲台１－１ 

・設  立： 2019 年３月 

・資 本 金： 10,000,000 円 

  ・代  表： 代表取締役 庄司 信一郎   

・事業内容： 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 

・従 業 員： ４名 

 

≪ポートアイランドにおける事業概要≫ 

・進 出 先： 神戸市中央区港島南町６－３－７ クリエイティブラボ神戸 

・事業内容： ニュートラシューティカル（健康維持に有用である科学的根拠をもつ食品）の

新規製造法の開発 

・従 業 員： １名 

・操業開始： 令和３（2021）年４月 

 

≪問い合わせ先≫ 



株式会社シンアート 

担当者：庄司 信一郎 

E-MAIL：sh.shoji[at]synart.co.jp 

※メール送信時には、[at]を@に変更してください。 

 

 

・株式会社セルファイバ 

  新規培養技術を用いた細胞大量培養ソリューションの研究開発を行う「株式会社セルファイバ」

が更なる事業拡大を図るため、神戸・ポートアイランドに新たな拠点を設置することになりまし

た。 

 ≪企業概要≫ 

・所 在 地： 東京都文京区本郷７－３―１ 東京大学南研究棟 216 

・設  立： 2015 年４月１日 

・資 本 金： 66,650,000 円 

  ・代  表： 代表取締役社長 柳沢 佑、代表取締役 安達 亜希 

・事業内容： 新規培養技術を用いた、細胞大量培養ソリューションの開発 

  ・従 業 員： ６名（令和３年３月末時点） 

 

≪ポートアイランドにおける事業概要≫ 

  ・進 出 先： 神戸市中央区港島南町６丁目３番７ クリエイティブラボ神戸 

・事業内容： 新規培養技術を用いた、細胞大量培養ソリューションの開発 

・従 業 員： ２名（令和３年４月時点） 

・操業開始： 令和３（2021）年４月 

 

≪問い合わせ先≫ 

株式会社セルファイバ 

担当者：安達 亜希 

ＴＥＬ：050-3645-1640 

E-MAIL：adachi[at]cellfiber.jp 

※メール送信時には、[at]を@に変更してください。 

 

  

・株式会社ナレッジパレット 

  創薬及び再生医療高品質化の研究開発を行う「株式会社ナレッジパレット」が更なる事業拡大 

を図るため、神戸・ポートアイランドに新たな拠点を設置することになりました。 

 ≪企業概要≫ 

・所 在 地： 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 25 番 22 ライフイノベーションセンター 

・設  立： 2018 年８月８日 

  ・代  表： 代表取締役 CEO 團野 宏樹 

                 代表取締役 CTO 福田 雅和 

・事業内容： 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 

 

≪ポートアイランドにおける事業概要≫ 

   ・進 出 先： 神戸市中央区港島南町６丁目３番７ クリエイティブラボ神戸 

・事業内容： 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 

・操業開始： 令和３（2021）年５月（予定） 

 

≪問い合わせ先≫ 

株式会社ナレッジパレット 

担当者：福田 雅和、團野 宏樹 

E-MAIL： info [at] knowledge-palette.com 

※メール送信時には、[at]を@に変更してください。 

 

 

・株式会社ユニバーサル・バイオサンプリング 

  バイオサンプリングシステムの開発と提供を行う「株式会社ユニバーサル・バイオサンプリング」

（以下 UBS）が、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・実証を行うため、神   

戸・ポートアイランドに新たな拠点を設置することになりました。 

 ≪企業概要≫ 

・所 在 地： 東京都千代田区四番町２-１ クレール東郷坂１０７号室 

・設  立： 2020 年８月 31 日 

  ・代  表： 代表取締役 平田 史明 

・事業内容： バイオサンプリングシステムの開発と提供 

             UBS が構築しようとしている革新的な検体検査システム、 Universal 

Bio-information Sampling System(UBiSS)は、12 桁のユニークでランダムなコ

ードを持つ PVA スポンジを担体とするカードと、固相化並びに検体分割工程の

自動化装置、匿名化データベースを基にサービスを提供。 

対象は、感染症領域及び非感染症領域。 

 

＜イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・従 業 員： ７名（令和３年３月時点） 

  ・ホームページ：https://www.universal-bs.com/ 

 

≪ポートアイランドにおける事業概要≫ 

   ・進 出 先： 神戸市中央区港島南町６丁目３番７ クリエイティブラボ神戸内 

         スタートアップ・クリエイティブラボ（ＳＣＬ） 

・事業内容： プロセス最適化並びに自動化の研究開発と検査ラボ・サービス提供 

・従 業 員： ２名 

・操業開始： 令和３（2021）年５月（検体検査ラボは７月稼働予定） 

 

https://www.universal-bs.com/


≪問い合わせ先≫ 

株式会社ユニバーサル・バイオサンプリング 

担当者：島垣 昌明  

E-MAIL：shimagaki[at]universal-bs.com 

※メール送信時には、[at]を@に変更してください。 

 


