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大阪大学ベンチャーキャピタル
ビジネス商談会セミナー

主催：りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行・埼玉りそな銀行
共催：大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社
協力：関西イノベーションイニシアティブ(代表幹事機関公益財団法人都市活力研究所）・りそなキャピタル株式会社
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第２部 大阪大学発ベンチャー企業（予定）のピッチプレゼン

第１部 基調講演

大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社
代表取締役 清水 速水

『大阪大学ベンチャーキャピタルの取り組み』

～1号ファンドの状況と、2号ファンドの取り組み開始、そして未来へ～

・クリムゾンテクノロジー株式会社 【情 報 通 信】
・ナノミストテクノロジーズ株式会社 【環境・エネルギー】
・マイクロ波化学株式会社 【機械・材料・製造】
・株式会社エスケーファイン 【機械・材料・製造】
・ナノフォトン株式会社 【機械・材料・製造】

2021

6 .18 Fri

★締切：6/16(水)

14:00～15:30（入場開始：13:50)

・新規事業開発を積極的に

行っている企業

・大学発ベンチャーの技術を

活用したい企業

・大学発ベンチャーに投資
を行いたい企業

開催挨拶 りそな銀行 コーポレートビジネス部

定員
100名

～大阪大学発ベンチャー企業が資本提携や協業先を求めています～

https://bp.resona-gr.co.jp/public/application/add/7364
https://bp.resona-gr.co.jp/public/application/add/7364


〇フォーラムの内容について 大阪大学ベンチャーキャピタル 担当：高元/福森 TEL：06-6879-4982
〇お申込みについて ビジネスプラザおおさか 担当：関/左手 TEL：06-6202-1755

お問合せ

「BPOメールマガジン」とは
事業の発展に役立つさまざまなセミナー・イベントをご案内するメール
マガジンです。原則無料開催ですので、ご興味のあるテーマのイベント
へ、お気軽にご参加ください。
右のQRコードより、配信ご登録フォームにアクセスできます。

お 役 立 ち 情 報 満 載 ！ メ ル マ ガ 会 員 募 集 中 で す ！

本セミナー参加申込にかかる個人情報は、共催者間で共有させていただきます。また、本申込に記載された個人情報は、本セミナーの運
営の他、共催者からのご案内に利用させていただきます。なお、利用目的の全文など個人情報の取扱いについては、以下のURLよりご確
認ください。（共同利用を行う個人情報の管理において責任を有する者の名称：りそな銀行）

◆大阪大学ベンチャーキャピタル
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5522970/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC.pdf

◆りそなホールディングス https://www.resona-gr.co.jp/holdings/other/privacy/index.html

〇本セミナーはWEBセミナーのため、以下の点にご注意ください。
・動画配信は、ZOOMのウェビナーを利用します。
・視聴にはZOOMの約款に同意し、アプリをダウンロードしていただく必要があります。
なお、イベントに参加する前に最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。

・インターネットの繋がる環境でご参加ください（Wi-Fi環境をおすすめします）。
・通信環境により、音声・映像が途切れる可能性があります。
・接続にかかる通信費はお客さま負担となります。

プレゼンテーション登壇企業（予定）紹介

会社名 会社概要

音楽配信、ソフトウエア開発、AIリアルタイム声質変換技術の開発(リア
チェンvoice)、脳波によるAI自動作曲技術(br AI Melody)
https://crimsontech.jp/

超音波霧化分離装置、排ガス処理装置、VOC再生装置、ラボ装置の
製造・販売
https://www.nanomisttechnologies.com/

マイクロ波化学プロセスを用いた製造装置の研究開発・エンジニアリング
及び製品の製造・販売等
https://mwcc.jp/

セラミック３Ｄプリンターの企画・販売、セラミック3Dプリンター用材料の販
売、受託部品の製造、受託開発・検証
https://sk-fine.co.jp/index.php

高速で高分解なラマン分光イメージングが可能なレーザーラマン顕微鏡の
製造及び販売
https://www.nanophoton.jp/

（個人情報の取扱いに関して、以下の利用目的をご確認の上お申込みください）お申込方法・セミナー当日までの流れ

① 以下のフォームより、必要項目をご入力の上、送信ください。

② 申込後、1時間以内に申し込み完了メールが届きます。
（届かない場合はビジネスプラザおおさかまでご連絡ください）
ZOOMをダウンロードされていない方は、事前にダウンロードをお願いします。
https://zoom.us/download

③ セミナー前日の6月17日(木)14:00頃（時間は前後する可能性があります）
ビジネスプラザおおさかより当日のＩＤ・パスワードを含めた連絡事項をお送りします。
必ずメールをご確認ください。

④ 当日はセミナー開始10分前より入場可能予定です。

https://bp.resona-gr.co.jp/public/application/add/7364

マイクロ波化学株式会社

ナノフォトン株式会社

クリムゾンテクノロジー株式会社

株式会社エスケーファイン

ナノミストテクノロジーズ株式会社

https://www2.resona-gr.co.jp/seminar/resonagr/geqpb0002/index.html
https://www2.resona-gr.co.jp/seminar/resonagr/geqpb0002/index.html
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5522970/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC.pdf
https://www.resona-gr.co.jp/holdings/other/privacy/index.html
https://outlook.office.com/owa/redir.aspx?REF=6DPR5rZyiH7KCgwxTNuhv_7hKod3Q8W35wjWsRjoly7M7HPBGBvZCAFodHRwczovL2NyaW1zb250ZWNoLmpwLw..
https://www.nanomisttechnologies.com/
https://mwcc.jp/
https://sk-fine.co.jp/index.php
https://outlook.office.com/owa/redir.aspx?REF=y-AacHadCTqK1dUpygK20OFKZZrFJJAC6WRe2VNsnwLM7HPBGBvZCAFodHRwczovL3d3dy5uYW5vcGhvdG9uLmpwLw..
https://zoom.us/download
https://bp.resona-gr.co.jp/public/application/add/7364


クリムゾンテクノロジー株式会社
Creativity for Everyone by Innovation ～技術革新で人々の創造性を支援します～

事業内容

音楽配信事業のサービスプラットフォームの開発、提供

音楽配信事業を軸に、①リアルタイムに自分の声を他人の声に

変換できる「リアチェンボイス」、②生体情報を元にその人自身の

メンタル状態にあった楽曲を自動作曲する「ブレインメロディ」など

に取り組んでいます。

コア技術/製品紹介

ナレーターや演者の声をかわいい女性の声やイケメンボイスなど様々な声にリアルタイム

に声質変換が可能。最近では某テレビ番組で大物芸能人の声質変換に取り組みました！

基本情報

本店所在地 ：東京都世田谷区 代表取締役 ：飛河 和生
設立年月日 ： 2002年2月 資本金 ：80百万円
会社ＨＰ ：https://crimsontech.jp/

協業ニーズ
１．リアチェンボイス・ブレインメロディを活用したい企業様

２．資金調達

楽曲と生体データの関係を機械学習し、メン

タル状態を活性化する楽曲生成技術。

本技術は、大阪大学産業科学研究所／沼尾

教授の感情推定に関する研究成果を活用化

し事業化を進めています。

世界初Apple Watch対応のAI自動作曲楽曲

提供アプリ「Aimelo」(アイメロ）をリリースして

います！

「リアチェンボイス」

「ブレインメロディ」

https://crimsontech.jp/


ナノミストテクノロジーズ株式会社
独自開発の「霧化分離システム」を様々な産業分野に応用し、各社のSDGｓ対応に貢献します

事業内容
霧化分離装置の開発・製造・販売
混合溶液を霧化分離することで、コストダウン、環境対応、
売上向上が可能となる先への本機器を販売しております。
標準機もありますが、導入に向けて小規模試験・実証試験も
ご対応いたします。

コア技術/製品紹介
「分子レベルまでミスト化し、抽出・除去・減容・濃縮」することが当社コア技術
本機器の特徴は、①加熱・加圧が不要、②ランニングコストが低く、③多断層に組み合せれるた
め、既存装置への導入も容易。

基本情報
本店所在地 ：徳島県鳴門市 代表取締役 ：松浦 一雄
設立年月日 ： 2002年10月 資本金 ： 100百万円
会社ＨＰ ：https://www.nanomisttechnologies.com/

協業ニーズ
１．廃棄物・廃液等でSDGｓ対応されたい企業様、共同研究を希望される企業様
２．霧化分離により減容化することで協業できる企業様
３．液体関係で抽出、除去、減容、濃縮でお困りの企業様

＜霧化分離装置具体的使用事例＞
 工場、研究所の汚染液・廃液の濃縮
⇒年間廃液処理費用の減少＆SDGｓ対応
 IPA(イソプロピルアルコール)など溶媒の分離(防爆対応込み)
⇒溶媒の再利用＆SDGｓ対応
 産業廃棄物の減容化
⇒一日処理量の増加による売上高のＵＰ＋処理時間短縮

霧化分離装置
(全体)

霧化分離装置
(1層) 霧化分離装置

(運転時)

超音波霧化
ユニット

https://www.nanomisttechnologies.com/


環境

マイクロ波化学株式会社

事業内容
マイクロ波化学プロセスの研究開発及びエンジニアリング

重点アプリケーション

• カーボンニュートラル

基本情報
本店所在地 ：大阪府吹田市 代表取締役 ：吉野 巌
設立年月日 ： 2007年8月 資本金 ： 22億98百万円

会社ＨＰ ：https://mwcc.jp/

協業ニーズ
• カーボンニュートラルに課題をお持ちの企業
• ケミカルリサイクルの技術に関心をお持ちの企業
• 医薬分野でマイクロ波を活用してみたいと考えている企業
• その他、食品、電子材料、汎用樹脂、燃料等、幅広い分野で革新的なプロセスの導入

やプロダクトの開発を考えている企業

電子レンジにも使われている「マイクロ波技術」を活用することで、100年以上変わらない
化学産業にイノベーションをもたらす独自のプラットフォームテクノロジーを実現しました。

～Make Wave,Make World. 世界が知らない世界をつくれ～

カーボンニュートラルを“C NEUTRAL 2050 design”として推進します。
「電化」と「マイクロ波プロセス」の2つの要素の掛け合わせにより、化石資源を利用して
いる従来プロセスと比較して90%以上のCO2排出削減を可能とします。

• サーキュラーエコノミー
マイクロ波を使ったプラスチックケミカルリサイクル（マイクロ波熱分解法）の開発を進め
ています。NEDOからの助成を受けつつ、2022年には1t/日レベルの処理が可能な実
証設備の導入完了予定です。

2019年にペプチスター社へ省エネルギー・高収率を実現した「マイクロ波ペプチド固相
合成装置」をお納めしました。その技術を応用した「核酸医薬合成技術」の開発や、
圧倒的な時間短縮が強みである「マイクロ波凍結乾燥装置」の販売を開始しました。

ー社会的課題へのマイクロ波プロセスの適用ー

医薬

https://mwcc.jp/


株式会社エスケーファイン
3Dプリンターが生み出す独自形状とセラミックの優位性を合わせ、セラミックに新たな可能性を提案します

事業内容
セラミック３Ｄプリンターの企画・販売
3Dプリンターは生産革命と期待され、樹脂材料から金属材料へ、
そしてモデリング用途から実用部品領域へ広がりを見せています。
この中でセラミック材料での3Dプリンター応用には技術課題が多く、
他の材料に比べ非常に遅れた領域でした。当社では、セラミック用
3Dプリンターをいち早く開発し、国産初で市場にリリースしています。

コア技術/製品紹介

高強度で高繊細な世界最高性能のセラミック３Dプリンター
当社では、阪大の要素技術に加え、独自の精密描画技術・材料処方技術・混合技術を活用
して、硬度が高く加工しにくいセラミック材料の技術的な課題を克服。セラミックの素材として
の優位性（硬い・酸化しにくい・熱に強い等）を有したまま、微細加工が必要な医療分野（人
工骨や歯科材料）や電子部品分野において、複雑な形状でも３D造形をする事が可能です。

基本情報
本店所在地 ：滋賀県草津市 代表取締役 ：堀江 正太郎
設立年月日 ： 2018年10月 資本金 ： 399百万円
会社ＨＰ ：https://sk-fine.co.jp/index.php

協業ニーズ

１．セラミック３Dプリンターの導入
２．セラミック部品の試作研究・受託開発

＜セラミック造形事例＞
①医療系
 海綿体構造を持つ人工骨や歯科材料な

どセラミックや生体材料での試作が可能
 セラミックの耐薬性、耐熱性、耐アレル

ギー性が医療に有効

②複雑一体造形
 接合や塑性加工が難しいセラミック材に

おいて3Dならではの一体造形が有効
 衝撃に弱く硬いセラミック材でも、構造体

設計により柔軟性を持つことが可能

人工骨（ファントム）
※データ提供: 千葉工業大学大野研究室）

https://sk-fine.co.jp/index.php


事業内容
ナノテクノロジー及びフォトニクスに関する技術を用いた

最先端のレーザー顕微鏡の開発・販売
世界のラマン顕微鏡マーケットは拡大し続けています。最先端での技

術開発が必要な多岐にわたる分野（例医薬品・ライフサイエンス、二

次電池、半導体、製薬など）に、高速かつ最高分解能（350nm)の

“レーザーラマン顕微鏡” の販売を行っています。

直近ではAIを活用した独自の試料構造分析技術などを用いて観察時

間の大幅短縮を実現しております。

主な製品紹介

基本情報

本店所在地 ：大阪府大阪市 代表取締役 ：河田 聡

設立年月日 ： 2003年2月 資本金 ：100百万円

会社ＨＰ ： https://www.nanophoton.jp/

協業ニーズ

１．ラマン顕微鏡を活用したい企業様 （デモンストレーション依頼も大歓迎です）

２．資金調達（資本提携）

ナノフォトン株式会社
～ラマン顕微鏡のフロントランナー～

■販売実績 ： 150台超

国内 （パナソニック、ソニー、日立製作所、理研、大学多数）
海外 （Samsung group, LG group, Chinese Academy of Sciences 他）

大阪、東京、ソウルにショールーム設置
■ラマンイメージング

https://www.nanophoton.jp/

