
発行日 2022年12月

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目 3番 9号　日本橋アイティビル 2階
TEL 03-3241-4911  FAX 03-3241-3757（月～金 9:00 -17:00）　www.link-j.org



1 2

　生命科学（ライフサイエンス）の発展は、人々の健康へとつながっています。がんや難病など

根治的な治療法が確立していない疾患や、グローバルヘルスの課題でもある感染症に多くの人々

が苦しんでいます。これらの疾患を克服し、さらには疾病を未然に防ぐことができる社会の実現

に向けて、人類は歩み続けているのです。

　この領域で日本は、世界でも有数の基礎研究のレベルを誇ってきましたが、一方で、基礎研究

の成果が実用化になかなかつながらないという課題を抱えています。再生医療分野では実用化

に向けて産官学の連携が急速に進んでおり、ライフサイエンスの他の分野においても実用化の動

きを推し進めていく好機であると考えています。

　また、ライフサイエンスはあらゆる科学の複合領域です。医学をはじめ、理学や工学、ICTや

AIなどの新たなテクノロジー、社会科学や倫理まで、対象は広範囲に及びます。専門性を突き詰

めて見つかった新たな問題に対して、異なる分野からのアプローチが思わぬ解決の糸口となるこ

とも珍しくありません。一人の人間で可能なことは限られており、問題解決のためには、積極的

に外部の専門家との協業を進めていくこと、すなわち「オープンイノベーション」が重要です。

　医薬品産業をはじめとするライフサイエンス産業が集積する東京・日本橋の地に、一般社団法

人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（L INK- J）は、まさに分野を超えて、

人と人とのリアルな交流を生み出す組織です。大学、学会、公的機関、スタートアップから世界

的な大手企業に至る様々な企業やその業界団体、海外機関などの主要なプレイヤーが、創薬を

含め医療機器やデジタルヘルスなど多岐にわたる分野で、集い、交わり、刺激しあうことで、こ

こから新たな価値が創造されていくことを期待しています。私も L INK- Jの理事長として、世界の

人々がより健康に暮らしていけるよう引き続き貢献してまいります。

ライフサイエンスはあらゆる科学の複合領域
外部の専門家との積極的な協業が重要

理事長
岡野 栄之

「くすりの街」東京日本橋と大阪道修町

古きと新しきが共存することで、新しい価値

を創造してきた街、東京日本橋。江戸時代
から今に至るまで、我が国を代表する医薬品

企業が集積しており、ライフサイエンスの知

が集まっている場所でもあります。

　また、日本橋は、ビジネスの中心であり、豊

富な商業施設や宿泊施設などの魅力的な都

市環境を備えています。

　オープンイノベーションの創出につなげる

ために、LINK- Jはこの地に設立されました。

LINK-Jは、ライフサイエンス領域の産官学連

携を目指す団体であり、未来を切り拓くエン

ジンとなる組織を目指します。

ライフサイエンス分野におけるイノベーション創出のためのエコシステム構築を目指す
L INK- J（一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン）は、再生医療・個別化医療・創薬 ・医療機器・ヘルスケア I Tをはじめ、予防・未病・健康長寿など広義のライフサイエンス研究・産業にかかわる

世界の人々や情報が交流できるようなプラットフォームを、東京・日本橋を中心に構築していきます。この分野の人々が「集 まる」「つながる」ための「交流・連携」事業と、そのなかで生まれたアイデアやイノベーションが「育つ」「はばたく」ための

「育成・支援」事業により、日本、ひいては世界のライフサイエンス産業の活性化、イノベーション創出の促進をすることで、人々が健康で豊かに暮らせる社会の実現へ貢献していきます。
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　約 400年前から「くすりの街」として知ら

れる大阪道修町。我が国を代表する多くの
製薬企業のルーツが、ここにあります。また、

ライフサイエンス関連の優れた大学、研究機

関等が多数立地しています。

　医薬品・医療機器・再生医療・健康関連など、

様々なライフサイエンス関連ビジネスが展開

されるこの地で、LINK- Jは、産官学が連携を

促進し、分野を超えた人と人とのリアルな交流

を生み出す動きをさらに加速します。

※上記 2つの地図では、日本製薬工業協会に加盟されている企業（紫）、三井不動産のライフサイエンス拠点（赤）をマップしています
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LINK- Jは、イノベーション創出のためのエコシステム構築を目指して、交流・連携、育成・支援を行っています。
様々なイベント・プログラムを提供することで、ベンチャー企業、大企業、アカデミア、VCなどライフサイエンス領域における
プレイヤーを有機的につなぎ、アイデアやシーズの事業化、実用化をお手伝いします。

イベント・プログラム　Events and Programss

交流・連携　

ネットワーキング シンポジウム タイアップイベント

LINK-Jネットワーキングナイト WITH SUPPORTERS
LINK-Jオンライン・ネットワーキング・トーク LINK- Jシンポジウム タイアップイベント

LINK-Jサポーターをはじめとしたライフサイ
エンスプレイヤーをお招きした交流イベント
を実施しています。設立以降 40回以上の
実績を重ね、国内外のアカデミアを中心に、
多様なテーマで開催しています。

•  ゲノム編集でビジネスと医療が変わる
•  ここまできた 再生・細胞医療 今後の実用
化加速に向けて

• 明日の創薬を担うオープンイノベーション
•  英国における産官学連携とバイオベン
チャーの成功事例

会場参加で300～500名規模のシンポジウ
ムを年に数回開催しています。再生医療、AI
や医療機器、ゲノムやがんなど幅広いテーマ
のもとに最先端の議論を展開しています。

• 再生医療産学官連携シンポジウム
• AI×ライフサイエンスシンポジウム
• ゲノムの可能性～新産業創造の挑戦～
• がん医療のイノベーション
• 細胞・遺伝子治療～遺伝子解析のその先へ
• 創薬のフロンティア

LINK-Jと会員企業がイベントを共催※し、
LINK-Jが主体となってライフサイエンス領域
のプレーヤーにダイレクトに告知や集客、イ
ベント運営を行います。開催後、LINK-Jのウェ
ブサイトにイベントレポートを掲載し、さら
に多くのターゲットに訴求します。

•  細胞とともに描く未来～細胞培養は世界を
どう変えるか～（サーモフィッシャーサイエ
ンティフィックと共催）

※ 年間の実施回数に上限があります。詳細は別途、
お問合せ下さい。

シリーズイベント 大阪・東京連携プロジェクト 会員限定イベント

シリーズ企画 大阪道修町・東京日本橋プロジェクト 交流イベント

様々なライフサイエンスプレイヤーとの交流
を促進するため、研究者、医師、事業家、行政、
ベンチャーキャピタル等との情報交換やネッ
トワーキングを提供しています。新たなイノ
ベーション創造へのきっかけづくりをシリー
ズとして展開しています。

•  政策キーパーソンと語ろう
• デジタルヘルス・スタートアップ Webinars
• Miyaman’s Venture Talk
• VCと語ろうシリーズ

大阪・関西で活躍するライフサイエンス領域
の企業・研究機関と東京エリアで活動する企
業・研究機関とのオープンイノベーションの
促進を図ります。

•  デジタルヘルスセミナー
• 次世代モダリティセミナー
• 産学官連携情報交流セミナー
• 創薬･基盤技術ビジネスフォーラム
•  メドテック・イノベーションシンポジウム＆
ピッチ

会員が会場に集い、対面で活発なコミュニ
ケーションをとれる場を提供します。テーマ
別に会員企業を紹介するMeet upでは、各
組織の取組みや事業を広く情報発信するこ
とができます。

• 会員とサポーターが成功する起業を語る会
•  会員間の交流を深めるためのミートアップ

L INK- J Member's Meetup
• テナント懇親会

育成・支援　

学生プロジェクト 事業化支援 ベンチャー創出

次世代育成プログラム 相談窓口 ピッチコンテスト

医学生をはじめとする様々な背景を持つ学
生・若者が集まり、協働しながらアウトプッ
トを創出。異分野の学生・若者がライフサイ
エンス分野の課題に挑戦するための支援をし
ています。

• SCOOPプロジェクト 
• プロジェクト報告会「Open Conference」 

ライフサイエンス分野の研究に携わる研究
者、起業家、学生を対象した相談窓口を設置。
 製薬・医療ビジネスの一線で活躍するプロ
フェッショナルが事業化に関する課題解決を
サポートします。

•  Out of Box相談室
•  L INK- Jサポーターとのディスカッション、
助言や相談

アーリーステージのスタートアップやアカデ
ミアシーズの事業化を促進するため、イノ
ベーション創出のための育成プログラムや
ピッチイベントを開催しています。

•  メドテック・イノベーションシンポジウム＆
ピッチ

• 起業家育成プログラム
• アカデミア発メドテックピッチコンテスト

アクセラレーションプログラム キャリア支援 パートナリング

LINK-J賞／ライフサイエンス賞 キャリアフォーラム マッチングイベント

先端技術の事業化や起業のためのプログラ
ムの活動を応援しています。アクセラレーショ
ンプログラムのピッチコンテストでスタート
アップへ LINK-J賞などを授与しています。

•  X-DOJO（XVC有限責任事業組合 主催）
• PreStartup in Nihonbashi （INDEE Japan主催）
• BRAVE（Beyond Next Ventures主催）
• MedTech Angels（プレモパートナー主催）

スタートアップが若手研究者を採用するため
の支援や、先端医療に関わる企業同士のパー
トナリング支援を行っています。

•  若手研究者のためのスタートアップによる
キャリアフォーラム

• STEP to Biotech/Healthcare Startups
•  東京大学 ヘルスケア・ライフサイエンス系
スタートアップ キャリアフェア

再生医療、細胞治療、遺伝子治療他、先端
医療にかかわる諸団体、個人の方々のパート
ナリング活動を支援しています。海外企業と
アカデミアの最先端研究を紹介し、シーズと
ニーズのマッチングを促進します。

•  Advanced Therapy Showcase in Tokyo

2016年の設立から現在までに実施されたイベント・プログラムの数は、
年々増加し、2021年のイベント・プログラムの開催実績は 524 件とな
りました。東京日本橋や大阪関西の会場での開催に加え、オンライン配
信を組み合わせたハイブリッド開催も積極的に実施しており、国内外で
の交流連携、育成支援活動の幅は広がり続けています。

特別会員主催協賛・協力主催・共催
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特別会員　Members

大学
MIT Media Lab
University of California, L.A. Terasaki Center
University of California, San Diego
Massachuset ts Institute of Technology　
Corporate Relations（MITILP）
大分大学
大阪大学
沖縄科学技術大学院大学学園
神奈川県立保健福祉大学
金沢大学
学校法人北里研究所
九州大学
京都大学
慶應義塾大学
神戸大学
公立大学法人大阪
産業医科大学
慈恵会医科大学
順天堂大学
鈴鹿医療科学大学
聖マリアンナ医科大学
筑波大学
東京医科歯科大学
東京工業大学
東京大学
東京薬科大学
東北大学
徳島大学
東海国立大学機構名古屋大学
新潟大学
日本医科大学
広島大学
福島県立医科大学
北海道大学
山形大学
横浜市立大学
早稲田大学

公的機関
米国大使館・商務部
茨城県
（国研）医薬基盤・健康・栄養研究所
（国研）宇宙航空研究開発機構
（公財）川崎市産業振興財団
（国研）国立国際医療研究センター
（国研）国立循環器病研究センター
在日カナダ大使館
札幌市
（国研）産業技術総合研究所
駐日英国大使館
デンマーク王国大使館
東京都 産業労働局
（地独）栃木県立がんセンター
（公財）鳥取県産業振興機構
富山県
（国研）日本医療研究開発機構（AMED）
フィンランド大使館商務部

ベルギー王国ワロン地域政府貿易・
外国投資振興庁
（国研）理化学研究所 　

学会
（一社）製剤機械技術学会
日本核酸医薬学会
（一社）日本胸部外科学会
（一社）日本抗加齢医学会
（一社）日本再生医療学会
（一社）日本神経学会
（一財）日本製薬医学会
（一社）日本バイオデザイン学会
（一社）日本臨床試験学会

非営利団体
（一社）22世紀先端医療情報機構
在日米国商工会議所 （ACCJ）
BIOCOM
（一社）BioResource Innovation Hub in Kobe
（一社）CirKit-J
（一社）Healthcare Markets Intelligence Community
（一社）iEducation
Japan Society of Northern California
（一社）Luvtelli
（一社）PeDAL
Pistoia Alliance
（一社）STELLAR SCIENCE FOUNDATION
（医）Teeth Alignment
（一財）アライアンス・フォーラム財団
医薬化粧品産業労働組合連合会
（一社）医療介護の安定と地域経済活性化
フォーラム
（特非）日本医療政策機構
（一財）化学及血清療法研究所
関西医薬品協会
（公財）がん集学的治療研究財団
（一社）日本肝胆膵オンコロジーネットワーク　
（特非）近畿バイオインダストリー振興会議
（特非）健康医療評価研究機構
（一社）健康医療クロスイノベーションラボ
（特非）健康経営研究会
（特非）  健康長寿研究教育センター
神戸リサーチコンプレックス協議会
（国研）国立がん研究センター
（一社）CirKit-J
（一社）再生医療イノベーションフォーラム
全国共済農業協同組合連合会
（一社）次世代基盤政策研究所 (NFI)
（共）自然科学研究機構
（一社）社会創発塾
（一社）芝蘭会
（一社） 新薬・未承認薬等研究開発支援センター
（一社） 石油エネルギー技術センター
（一社） 先端バイオ工学推進機構
（一社）大学技術移転協議会
（一社）ディー・アイ・エー・ジャパン
（公財）東京医薬品工業協会
（公財）都市活力研究所

（公財）中谷医工計測技術振興財団
日本OTC医薬品協会
（一社）日本QA研究会
日本 SMO協会
（一社）日本医工ものづくりコモンズ
（一社）日本医療ベンチャー協会
（一社）日本眼科医療機器協会
（一社） 日本 CRO協会
（特非）日本細胞農業協会
（一社）日本次世代型先進高齢社会研究機構
日本製薬工業協会
日本製薬団体連合会
（特非）日本せきずい基金
（一社）日本セルフケア推進協議会
（一社）日本専門医機構
日本バイオテク協議会
（一社）日本マイクロバイオームコンソーシアム
（一財）日本予防医学協会
（一社）バイオ産業情報化コンソーシアム
（一財）ハピネスライフ財団
（一財）阪大微生物病研究会
（一財）福島医大トランスレーショナルリサーチ機構
（一社）プロダクティブ・エイジング研究機構
（一財）松本財団
（一社）未来医学研究会  
（一社） 良質睡眠研究機構
（一社）リン循環産業振興機構

バイオ・医薬品・再生医療等
APRINOIA Therapeutics Inc.
Avantor Performance Materials Korea Ltd
Axcelead Drug Discovery Partners（株）
Bachem Japan K.K.
Caetus Technology （株）
CELLINK（株）
Chordia Therapeutics（株）
Delta-Fly Pharma（株）
（株）Elix
（株）Epigeneron
（株）Epsilon Molecular Engineering
EUROIMMUN Japan（株）
（株）FREST
（株）FuturedMe
（株）HanaVax
HISHOH Biopharma（株）
JCRファーマ（株）
（株）JFR
ＫＭバイオロジクス（株）
（株）Liquid Mine
Meiji Seika ファルマ（株）
Minaris Regenerative medicine（株）
miR Scientific, LLC
PrimeVigilance Japan
PuREC（株）
（株）PURMX Therapeutics
Repertoire Genesis（株）
Sai Life Sciences Ltd.
Space BD（株）
（株）StateArt
Thrive Bioscience,Inc.

TNAX Biopharma（株）
（株）Trans Chromosomics
TreeFrog Therapeutics
（株）U-Factor
アークエイム（株）
アクトメッド（株）
旭化成ファーマ（株）
アステラス製薬（株）
アストラゼネカ（株）
アネキサペップ（株）
アムジェン（株）
アルフレッサ（株）
（株）医学生物学研究所
イムノメディスン（株）
岩井化学薬品（株）
エーザイ（株）
エムバイオテック（株）
大江生医 JAPAN（株）
大塚製薬（株）
小野薬品工業（株）
オリシロジェノミクス（株）
オンコリスバイオファーマ（株）
（株）カイオム・バイオサイエンス
科研製薬（株）
ガステオス・ファーマ（株）
キッズウェル・バイオ（株）
（株）キノファーマ
杏林製薬（株）
キョーリン製薬ホールディングス（株）
クオリプス（株）
（株）ケイファーマ
興和（株）
五稜化薬（株）
（株）サイキンソー
サノフィ（株）
サンバイオ（株）
（株）ジーエヌアイグループ
（株）ステムセル研究所
住友ファーマ（株）
（株）セルージョン
セルシュートセラピューティクス（株）
セルソース（株）　
（株）セルファイバ
セレイドセラピューティクス（株）
第一三共（株）
第一三共 RDノバーレ（株）
ダイドーファーマ（株）
武田薬品工業（株）
田辺三菱製薬（株）
中外製薬（株）
帝人ファーマ（株）
（株）テクノスルガ・ラボ
（株）デメンケア研究所
デンカ（株）
（株）糖鎖工学研究所
鳥居薬品（株）
（株）トレスバイオ研究所
（株）ナティアス
日本ベーリンガーインゲルハイム（株）
ネクスレッジ（株）
ノイルイミューン・バイオテック（株）

ノーベルファーマ（株）
ノボジーン（株）
バイエル薬品（株）
バイオシュート（株）
株式会社バッカス・バイオイノベーション
パンゲア（株）
日立グローバルライフソリューションズ（株）
ひむかAMファーマ（株）
ヒューマン・メタボローム・テクノロジー
ズ（株）
ヒューマンライフコード（株）
ファーマロン・ジャパン（合）
ファイザー（株）
プラチナバイオ（株）
（株）ブルボン再生医科学研究所
ペプチグロース（株）
（合）ポイエーシス
マイメディクスジャパン（合）
（株）マクロジェン・ジャパン
（株）マツモト交商
（株）ミーバイオ
（株）ムスカ
（株）メガカリオン
メスキュージェナシス（株）
（株）メトセラ
（株）モダリス
モデルナ・ジャパン（株）
桃太郎源（株）
ユニテックフーズ（株）
ユビエンス（株）
ラクオリア創薬（株）
（株）リブラメディシーナ
リベロセラ（株）
ルカ・サイエンス（株）
ルクサナバイオテク（株）
（株）レナートサイエンス
（株）レナサイエンス
（株）レボルカ
ロンザ（株）

医療機器・検査機器等
（株）Aikomi
（株）Berry
（株）Biomedical Solutions
（株）CureApp
DIOデジタル（株）
（株）HIROTSUバイオサイエンス
HPCシステムズ（株）
iSurgery（株）
（株）MEDITA
MGI Tech Japan（株）　
NSマテリアルズ（株）
（株）QDジャパン
（株）Save Medical
（株）Shockwave Medical Japan

TSKラボラトリーインターナショナルジャパン（株）
Watson-Marlow（株）
アール・ナノバイオ（株）
（株）iCorNet研究所
ACCELStars（株）
飛鳥メディカル（株）
あっと（株）
アットドウス（株）
アルゴヴィジョンテクノロジズ（株）
（株）イムノセンス
（株）オックスフォード・ナノポアテク

ノロジーズ
川崎重工業（株）
（株）栗原医療器械店
サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ
サイテックジャパン（株）
サウンドウェーブイノベーション（株）
サクラグローバルホールディング（株）
サスメド（株）
（株）サンプラテック
シスメックス（株）
診療化成（株）
スタンダード・バイオツールズ（株）
住友理工（株）
センインテクノロジーズ（株）
ソニア・セラピューティクス（株）
東芝インフラシステムズ（株）
日本ゼオン（株）
日本アビオメッド（株）
（株）日本医療機器開発機構
日本メダック（株）
日本メドトロニック（株）
NAMSAジャパン（合）
（株）バイオマスター
（株）ビードットメディカル
フォーネスライフ（株）
（株）フラクタル
（株）フルステム
へレウス（株）
三井金属鉱業（株）
メロディ・インターナショナル（株）
ヤマハ発動機（株）
（株）ヨコオ
ロボティック・バイオロジー・インスティテュート（株）

医療 IT・サービス
3Hメディソリューション（株）
（株）ATTTA
Augmented Communications（株）
（株）AYUMI BIONICS
Buddycare（株）
（株）Buzzreach
（株）Co-LABO MAKER
Deep Intelligent Pharma（株）
（株）do.Saukasu
（株）fcuro
（株）FRONTEO
FUTAEDA（株）
（株）Genics
GrobalData     K.K.
H2（株）
（株）HACARUS
Inova
iTMS（株）
Medebound HEALTH
（株）MediFrame
（株）Medii
Medrio Japan（株）
（株）M-INT
NECソリューションイノベータ（株）
（株）NeU
（株）Quastella
Scientist.com GK
（株）Smart Opinion
（株）S'UIMIN
（株）TENNE
TripleBlind, Inc.

TXP Medical（株）
Ubie（株）
（株）Yuimedi
アガサ（株）
アンター（株）
（株）エグゼメディカル
エニシア（株）
エピストラ（株）
（株）おいしい健康
（株）オリィ研究所
（株）クオトミー
（株）ジー・サーチ
ジーワン（株）
シュレーディンガー（株）
（株）ジョリーグッド
（株）セルリアン・ビクロ
タウンドクター（株）
（株）データック
東京コンピュータサービス（株）
日本テラデータ（株）
日本電信電話（株）
（株）ニューワールドカンパニー
ハッシュピーク（株）
ビープラスシステムズ（株）
（株）日立製作所
フォーグローブ（株）
富士通（株）
（株）メディウィル
メディデータ・ソリューションズ（株）
メドピア（株）

ベンチャーキャピタル等
Asia Africa Investment and Consulting 
Pte. Ltd. （AAIC）
Beyond Next Ventures（株）
DCIパートナーズ（株）
Kicker Venture Partners I, LLC
MedVenture Partners（株）
NEWTON BIOCAPITAL PARTNERS
Remiges Ventures（株）
STRIVE（株）
XVC有限責任事業組合
アクシル・キャピタル・アドバイザーズ（株）
伊藤忠テクノロジーベンチャーズ（株）
（株）慶應イノベーション・イニシアティブ
新生キャピタルパートナーズ（株）
大鵬イノベーションズ（合）
（株）東京大学エッジキャピタルパートナーズ
東京大学協創プラットフォーム開発（株）
日本ベンチャーキャピタル（株）
（株）ファストトラックイニシアティブ
（株）ヘルスケア・イノベーション
みずほ証券プリンシパルインベストメント（株）
早稲田大学ベンチャーズ（株）

コンサルティング・事業化支援
Asia MedMarket Access（AMMA）
Biospire（株）
Co-Studio（株）
EVERSANA合同会社
EY新日本有限責任監査法人
FeliMedix（株）
（株）GFE
Headland Strategy Group, LLC
INCLUSION PARTNER（株）

Oxentia Limited
PHコンサルティング（合）
（株）ＲＤサポート
（株）SK Management
upto4（株）
（株）Willsame
アーサー・ディ・リトル・ジャパン（株）
アクア・フェリクス（株）
有限責任あずさ監査法人
（株）インディージャパン
エッセンス（株）
NPS（株）
（株）エム・シー・アイ
（株）キタイエ
京大オリジナル（株）
（株）久留米リサーチ・パーク
さつきアドバイザリー（株）
（株）シーエムプラス
ティ・アイ・エス（株）
デロイトトーマツコンサルティング
東北大学ナレッジキャスト（株）
（株）日本医工研究所
日本橋産業保健研究所（株）
（株）ビスメド
ファーマセット・リサーチ（株）
（有）ファルマ・ビジネス・アカデミー
富士見ベンチャー・パートナーズ（株）
プレモパートナー（株）
（株）三菱総合研究所
（株）ミナケア
村田アソシエイツ（株）
（株）メディカルクレア
（株）メプラジャパン
ローカスト・ウォーク・ジャパン（合）

知財・法律
弁護士法人GVA法律事務所
渥美坂井法律事務所
伊藤克博国際特許事務所
辻丸国際特許事務所
ネクセル総合法律事務所
里格（株）

その他
（株）Kindergarten
SMBC日興証券（株）
（株）アドスリー
エスビー食品（株）
（株）ElevationSpace
大隅物流有限会社
キャリアインキュベーション（株）
ジャスフォワーディングジャパン（株）
ジャミール商事（株）
新日本空調（株）
大成建設（株）
太陽生命保険（株）
（株）竹中工務店
（株）電通
日揮（株）
（有）ノトコード
（株）バルカー
（株）パワー人材
マーケン（株）
三井住友海上火災保険（株）

特別会員の種類

会員種別 対象 入会金 年会費 会員証

特別会員 A 従業員101名以上 の企業 10万円 50万円 10枚※ 1

特別会員 B

① 従業員100名以下 の企業

3万円 12万円 5枚※ 2② 非営利団体等
（独立行政法人、国立研究開発法人、行政庁、学校法人、一般法人、
  公益法人、社会福祉法人、在日公館等の公共団体等）

特別会員 C

① 医師、法人従事者・法人従業員、その他個人

2千円

3万円

1枚② 特別会員 Bの②における非営利団体等の従事者・従業員 5千円

③ 大学生、大学院生 3千円
※1…20枚まで有償にて追加で発行可能です。 ※ 2…15枚まで有償にて追加で発行可能です。

特別会員 A・B一覧

※入会申込書に基づき、L INK- Jにて分類しています（2022年12月時点）

L INK-J特別会員の特典

１ 交流・連携サービス 2 育成・支援サービス

LINK-Jが提供する多様な「イベント・プログラム」への参加や、会員の
PRを目的とした「タイアップイベント」が開催できます。

サポーター等とのディスカッション、事業化支援、会員間のコミュニケー
ションをサポートします。

3 情報発信サービス 4 場の提供サービス

会員の発信する告知情報やプレスリリースを LINK-Jのウェブサイトやネッ
トワークを通じて発信することができます。

専用のコミュニケーションラウンジや
カンファレンスルーム等をご利用いただけます。

※ 特別会員の特典の詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。
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一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（L INK-J）　

運営諮問委員会は、産学の有識者から構成され、
高い志と広い見識を持って L INK-J の活動を応援します。
また、理事会に戦略的なアドバイスを提供します。

役員一覧

理事長 岡野 栄之 慶應義塾大学医学部生理学教室 教授
副理事長 澤 芳樹 大阪大学大学院医学系研究科 特任教授 /大阪警察病院 院長
専務理事 植田 俊 三井不動産株式会社 取締役専務執行役員

常務理事 曽山 明彦 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン

理事 三枝 寛 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン

監事 菊地 裕太郎 菊地綜合法律事務所 所長
監事 杉本 茂 株式会社さくら綜合事務所 代表取締役

運営諮問委員一覧

運営諮問委員会は、産学の有識者から構成され、高い志と広い見識を持って L INK-Jの活動を応援します。
また、理事会に戦略的なアドバイスを提供します。

特別委員 松本 洋一郎 東京大学 名誉教授
委員 植田 拓郎 東北大学 理事（産学連携担当）
委員 大西 晋嗣 九州大学 副理事（産学官連携担当）
委員 岡田 安史 日本製薬工業協会 会長 / エーザイ株式会社 代表執行役 COO

委員 小島 啓二 株式会社日立製作所 取締役 代表執行役 執行役社長 兼 CEO

委員 高橋 淳 京都大学 iPS細胞研究所 所長・教授
委員 畠 賢一郎 一般社団法人 再生医療イノベーションフォーラム 代表理事会長

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 代表取締役 社長執行役員
委員 眞鍋 淳 日本製薬団体連合会 会長 /第一三共株式会社　代表取締役社長 兼 CEO

委員 水野 正明 名古屋大学医学部附属病院 先端医療開発部 先端医療・臨床研究支援センター長・病院教授
委員 三村 孝仁 一般社団法人日本医療機器産業連合会 会長 /テルモ株式会社 顧問
委員 宮園 浩平 理化学研究所 理事
委員 室田 浩司 京都大学 産官学連携本部長
委員 若尾 真治 早稲田大学 理事・理工学術院教授
委員 渡部 俊也 東京大学 未来ビジョン研究センター 教授（副センター長）
委員 菰田 正信 三井不動産株式会社 代表取締役社長

事務局

事務局長 高橋 俊一

サポーター

起業の経験をお持ちの方、研究・開発、経営、法律・財務など 様々な領域について卓越した知見を有する方などが就任。
L INK-Jが主催する各種イベントに参画、L INK-J特別会員に対して個別の助言などを行っていただきます。

秋田 正倫 伊藤 毅 稲葉 太郎 石見 陽 宇佐美 篤 内田 毅彦 大下創
株式会社エムティーアイ Beyond Next Ventures

株式会社
レミジェス・ベンチャーズ
株式会社

メドピア株式会社 株式会社東京大学エッジ
キャピタルパートナーズ

株式会社
日本医療機器開発機構

MedVenture Partners 
株式会社

大友 純 鍵本 忠尚 加藤 浩晃 加納 浩之 鎌田 富久 北沢 真紀夫 北野 宏明
株式会社日立製作所 株式会社ヘリオス アイリス株式会社 一般社団法人再生医療

イノベーションフォーラム
TomyK Ltd. ボストン コンサルティング

グループ
特定非営利活動法人
システム・バイオロジー
研究機構

清泉 貴志 清峰 正志 澤山 陽平 嶋内 明彦 菅谷 勉 鈴木 蘭美 瀬尾 亨
カリフォルニア大学
サンディエゴ校
日本研究センター

Kicker Ventures LLC Coral Capital 株式会社インディー・
メディカル

ノーベルファーマ
株式会社

モデルナ・ジャパン
株式会社 

Lucidaim株式会社

髙子 徹 辻丸 光一郎 津田 真吾 中塚 琢磨 西田 庄吾 能見 貴人 樋原 伸彦
国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

辻丸国際特許事務所 株式会社インディー
ジャパン

POCクリニカルリサーチ
株式会社

株式会社カケハシ FORESIGHT & LINX
株式会社

早稲田大学ビジネス
スクール

平松 隆司 渕上 欣司 松田 一敬 松永 昌之 水沼 未雅 森 敬太 山本 雄士
公益財団法人神戸医療
産業都市推進機構

Mitsui&Co. 
Global Investment, Inc.

合同会社 SARR BIOSPIRE 株式会社 Craif株式会社 サンバイオ株式会社 株式会社ミナケア

横田 雅之 渡辺 勇人 ウリケ・シェーデ
一般社団法人東京国際
金融機構

CBCグループ カリフォルニア大学
サンディエゴ校
日本研究センター

総　会

理事会

事務局

監　事

運営諮問委員会

（2022年 12月 現在）

組織　Organization

五十音順（2022年 12月現在）
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国内外連携　Collabolations

国内外の著名な団体や大学等と提携することで、有益な情報や、ネットワークを提供していきます。

海外連携イベント ビジネスツアー レセプション

UC San Diego Joint Webinar Eurobiomed 南仏ビジネスツアー LINK-J Networking Reception

UCサンディエゴのトップ研究者を日本へ誘
致し、最新の研究内容をご講演いただいて
います。研究テーマに合った国内の研究者と
のディスカッションなどを活発に行います。

世界のライフサイエンスクラスターを訪問す
るツアーを実施しています。各地の最先端の
研究やネットワークに触れられます。これま
でに、サンディエゴやシンガポール、南仏に
訪れています。

海外からの来訪者を日本橋にお招きし、講
演会・セミナーを行うことで、海外の人から
の情報収集や交流連携を深めます。

国内連携イベント 連携施設ツアー 協賛イベント

再生医療産業化フォーラム 東北大学連携視察ツアー 殿町カフェ

国内クラスターが実施するイベント・プログ
ラムと連携し、相互開催を定期的に行ってい
ます。

少人数にて現地に赴き、施設内の見学や産
学連携の取り組みについて、直に体験できる
ようなツアーを行っています。

産官学の多様なプレイヤーと一緒にビジネス
の発展に貢献する活動を行っています。

団体・組織名 MOU締結月

★ ● ■ カリフォルニア大学サンディエゴ校（UC San Diego） 2016年 5月

★ ● BIOCOM 2016年 5月

★ Eurobiomed 2017年 6月

★ One Nucleus 2017年 12月

★ MedCity 2018年 6月

★ カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA） 2019年 6月

★ Oxford University Innovation 2020年 7月

★ ● デンマーク王国大使館 2020年 11月

★ Medicen Paris Region 2021年 2月

★ 京都大学サンディエゴ研究施設 2022年 1 月

団体・組織名 MOU締結月

★ 京都リサーチパーク株式会社 2017年 7月

★ 公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 2018年 1月

★ 慶應義塾大学先端生命科学研究所 2018年 4月

★ 川崎市 2018年 8月

★ 横浜市 2019年 8月

★ 大阪府 2020年 9月

★ 神奈川県 2020年 9月

● ■ 北海道大学 ● 東京工業大学
● 山形大学 ● 北里大学
● ■ 東北大学 ● 神奈川県立保健福祉大学
● ■ 福島県立医科大学 ● ■ 理化学研究所
● 新潟大学 ● 聖マリアンナ医科大学
● 栃木県立がんセンター ● ■ 横浜市立大学
● 筑波大学 ● 循環器病研究センター
● 産業技術総合研究所 ● 名古屋大学
● JAXA ● ■ 京都大学
● 国立がん研究センター ● ■ 大阪大学
● 国際医療研究センター ● 公立大学法人大阪
● 東京大学 ● 医薬基盤・健康・栄養研究所
● ■ 慶應義塾大学 ● 鈴鹿医療科学大学
● 順天堂大学 ● 神戸大学
● ■ 日本医療研究開発機構 ● 金沢大学
● 日本医科大学 ● ■ 広島大学
● 東京医科歯科大学 ● 徳島大学
● 自然科学研究機構 ● 産業医科大学
● 慈恵会医科大学 ● ■ 九州大学
● 早稲田大学 ● ■ 大分大学　　
● 東京薬科大学 ● 沖縄科学技術大学院大学

★ MOU締結  ●特別会員（アカデミア）■日本橋にオフィス開設

海外

国内

● フィンランド大使館 ● 米国大使館
● ベルギー王国ワロン地域政府 ● 在日米国商工会議所（ACCJ）

★ ● デンマーク王国大使館 ● University of California, L.A. Terasaki Center

● 駐日英国大使館 ■ ● MIT Media Lab

● 在日スイス大使館 ● MIT Industrial Liaison Program（MIT ILP）

★ MOU締結  ●特別会員（アカデミア）●特別会員（大使館等）■日本橋にオフィス開設

Kyoto University
Research 
Center
San Diego

YOKOHAMA・
LINK-J Life Science 
Lounge @ NYC

LINK-J Meeting Room 
@ UC San Diego
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施設　Facilities

利便性の高いビジネスの中心に位置する場所に LINK- J 会員専用のコミュニケーションの場を用意しています。
明るく、開放的な雰囲気の空間で新たなネットワークの構築に加え、新規事業の創出に活用ください。

コミュニケーションラウンジ　

会員同士の交流の場として、また“サードプレイス”としてご活用ください。貸切にて懇親会・パーティ等のご利用も可能です。

日本橋ライフサイエンスビルディング（LSB） GLOBAL LIFESCIENCE HUB ライフサイエンスハブウエスト（HUB WEST）

拠点名 階 部屋名称 利用形態 利用時間

東京
日本橋

HUB 8階 ホワイエ 一時利用／貸切利用 9時～21時

LSB
10階

ラウンジ

一時利用／貸切利用 8時～22時
貸切利用17時 30分～22時

1階 一時利用 8時～22時
LSB3 8階 一時利用

9時～21時LSB7 8階 一時利用
GLOBAL LIFESCIENCE HUB 7階 一時利用

新木場 三井リンクラボ新木場１ 1階 一時利用／貸切利用 9時～20時
貸切利用17時 30分～20時柏の葉 三井リンクラボ柏の葉１ 1階 一時利用／貸切利用

殿町 川崎キングスカイフロント 1階 一時利用 平日 9時～20時

大阪 HUB WEST 4階 一時利用／貸切利用
平日 9時～20時

貸切利用 平日16時 30分～20時
（土日祝は18時 30分まで）

※貸切利用の際は、特別会員の方が主催・共催している会議やセミナーでのご利用となります。詳細は利用規約をご確認ください。

オフィス・サービスオフィス・ラボ　

最先端の「知」と「情報」が集まる、ライフサイエンスビジネスの拠点

日本橋ライフサイエンスビルディング２
オフィス（共有スペース）

ライフサイエンスハブウエスト（HUB WEST）
サービスオフィス

三井リンクラボ新木場1
コミュニケーションラウンジ

拠点名 オフィス サービスオフィス ラボ ラウンジ カンファレンスルーム

東京
日本橋

HUB ● ● ●

LSB ● ● ●
※ Beyond BioLAB TOKYO

● ●

LSB2 ● ●
LSB3, LSB7 ● ● ●

LSB4, LSB5, LSB6
LSB8, LSB9, LSB10, LSB11 ●

MFPR 日本橋本町ビル ●
福島ビル ●

GLOBAL LIFESCIENCE HUB ● ● ● ●

葛西 三井リンクラボ葛西 ● ● ●
※入居者専用

新木場 三井リンクラボ新木場１ ● ● ● ●
柏の葉 三井リンクラボ柏の葉１ ● ● ● ●
大阪 HUB WEST ● ● ●

※ オフィス・サービスオフィス・ラボをご利用の際には、入居審査がございます。

　　　　　　　　　　　　　

カンファレンスルーム

各施設の利用は、広義のライフサイエンス産業・業界発展の用途でご利用いただけます。
音響、映像設備等、プレゼンテーションに必要な設備をご用意しております。

日本橋ライフサイエンスハブ（HUB）  
A会議室

日本橋ライフサイエンスビルディング（LSB）
201大会議室

ライフサイエンスハブウエスト（HUB WEST）
A会議室

設備・備品
・ 備付：机、椅子、ホワイトボード、プロジェクタ、スクリーン、ワイヤレスマイク、ケーブル式マイク、マイクスタンド、演壇、演台、有線 LAN、無線 LAN
・追加レンタル可能：机、椅子、ホワイトボード、プロジェクタ、スクリーン、サインスタンド、ポインター

※対象会議室によって備品内容・数量等が異なります。詳細についてはホームページでご確認ください。

東京
日本橋

HUB A会議室
　120（180）名

B会議室
　54（70）名

C会議室
　30（36）名

D（B+C）会議室
81（110）名

E（A+B+C）会議室
210（300）名

LSB

B103会議室 24名 201会議室 150名 301会議室 12名 302会議室 24名 303会議室 18名
311会議室 6名 312スタジオ6名 313会議室 36名 314会議室 18名 1004会議室 55名

1006会議室 36名 1007会議室 15名 1006+1007 会議室
63名

LSB2
901会議室 24名 902会議室 12名 903会議室 6名 904会議室 6名 905会議室 12名
906会議室 4名

GLOBAL LIFESCIENCE HUB 70名
新木場 三井リンクラボ新木場1 A会議室 34名 B会議室 26名
柏の葉 三井リンクラボ柏の葉１ 1+2会議室 20名 3会議室 12名 4会議室 12名
大阪 HUB WEST A会議室 105名 B会議室 51名 （A+B）会議室153名 401会議室 16名 402会議室 6名

※特別会員の方が主催・共催している会議やセミナーでのご利用となります。詳細は利用規約をご確認ください。

テンポラリーワーキングルーム　

長期出張や個別業務で個室が必要となった際に、1日単位で予約できる長時間利用有料会議室です。        

拠点名 部屋名称 最大収容人数 利用時間

東京
日本橋 LSB

304号室
6名 24時間可能

305号室
※一日単位で 7日までお使い頂けます。利用の際にはご利用規約をご覧ください。

ホール＆カンファレンスルーム

シンポジウムなどに対応したホールと運動性に優れる広々としたホワイエ、多彩なカンファレンスルームが揃っています。

日本橋室町三井ホール＆カンファレンス
ホール

日本橋室町三井ホール＆カンファレンス
ホワイエ

東京ミッドタウン八重洲カンファレンス
カンファレンスルーム
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大阪

ライフサイエンスハブウエスト

〒541-0051大阪府大阪市中央区備後町 4-1-3 
御堂筋三井ビルディング4階
市営地下鉄御堂筋線・中央線「本町」駅徒歩1分

アクセス　Access

東京日本橋

① 日本橋ライフサイエンスビルディング 〒103-0023  東京都中央区日本橋本町 2-3-11

② 日本橋ライフサイエンスビルディング２ 〒103-0023  東京都中央区日本橋本町 3-11-5

③ 日本橋ライフサイエンスビルディング３ 〒103-0023  東京都中央区日本橋本町 3-8-3

④ 日本橋ライフサイエンスビルディング４ 〒103-0023  東京都中央区日本橋本町 3-8-4

⑤ 日本橋ライフサイエンスビルディング５ 〒103-0023  東京都中央区日本橋本町 3-8-5

⑥ 日本橋ライフサイエンスビルディング６ 〒103-0023  東京都中央区日本橋本町 3-9-4

⑦ 日本橋ライフサイエンスビルディング７ 〒103-0012  東京都中央区日本橋堀留町 1-9-10

⑧ 日本橋ライフサイエンスビルディング８ 〒103-0012  東京都中央区日本橋堀留町 1-3-15

⑨ 日本橋ライフサイエンスビルディング９ 〒103-0011  東京都中央区日本橋大伝馬町 12-9

⑩ 日本橋ライフサイエンスビルディング10 〒103-0023  東京都中央区日本橋本町 1-5-9

⑪ 日本橋ライフサイエンスビルディング11 〒103-0023  東京都中央区日本橋本町 1-5-11

⑫ 日本橋ライフサイエンスハブ（室町ちばぎん三井ビルディング 8階） 〒103-0022  東京都中央区日本橋室町 1-5-5

⑬ GLOBAL LIFESCIENCE HUB（日本橋室町三井タワー7階） 〒103-0022  東京都中央区日本橋室町 3-2-1 

⑭ 福島ビル 〒103-0022  東京都中央区日本橋室町 1-5-3

⑮ MFPR日本橋本町ビル 〒103-0023  東京都中央区日本橋本町 3-7-2

葛西　 新木場　 柏の葉　

船
堀
街
道

船
堀
街
道

新大橋通り
新大橋通り

葛西橋通り
葛西橋通り

イオンイオン

洋服の青山洋服の青山
サニーモール西葛西サニーモール西葛西

西葛西図書館西葛西図書館

江戸川区
スポーツセンター
江戸川区
スポーツセンター

ドン・キホーテドン・キホーテ

行船公園行船公園

江戸川区自然動物園江戸川区自然動物園

第五葛西小学校第五葛西小学校

ジェーソンジェーソン

葛西第二中学校葛西第二中学校

葛西図書館葛西図書館

いなげやいなげや

セブンイレブンセブンイレブン

ファミリー
マート
ファミリー
マート

ファミリーマートファミリーマート

ファミリー
マート

ファミリー
マート

葛西めぐみ
幼稚園

葛西めぐみ
幼稚園

八雲神社八雲神社

豊榮
稲荷神社
豊榮
稲荷神社

都立宇喜田公園都立宇喜田公園
森山記念病院森山記念病院

都営新宿線

都営新宿線

東京メトロ東西線東京メトロ東西線

至 新宿至 新宿

至 本八幡至 本八幡

至 日本橋至 日本橋

至 浦安至 浦安

船堀橋入口船堀橋入口

棒茅場バス停

清新町入口清新町入口

首
都
高
速

中
央
環
状
線

首
都
高
速

中
央
環
状
線 中

　川

中
　川

新
川

新
川

荒
　川

荒
　川

三井リンクラボ
葛西

西葛西駅

船堀駅

Sea Front MuseumSea Front Museum
砂町南運河砂町南運河

砂町運河砂町運河

ファミリーマートファミリーマート

東雲図書館東雲図書館

江東区
夢の島競技場
江東区
夢の島競技場

夢の島熱帯植物館夢の島熱帯植物館

夢の島公園夢の島公園

湾岸道路湾岸道路

明
治
通
り

明
治
通
り

首都高速湾岸線
首都高速湾岸線

第二辰巳
小学校
第二辰巳
小学校

辰巳小学校辰巳小学校

新木場公園新木場公園

J
R
京
葉
線

J
R
京
葉
線

東京メトロ有楽町
線

東京メトロ有楽町
線辰巳駅辰巳駅

りんかい線りんかい線

至
大
井
町

至
大
井
町

至
有
楽
町

至
有
楽
町

至 豊洲至 豊洲

至 東京至 東京

至
舞
浜

至
舞
浜

新木場入口（東行き）

新木場入口（西行き）

新木場二丁目バス停

新木場駅

三井リンクラボ新木場1

柏
の
葉
公
園
通
り

柏
の
葉
公
園
通
り

国
道
16号
線

国
道
16号
線こんぶくろ池

自然博物公園
こんぶくろ池
自然博物公園

ららぽーと
柏の葉

ららぽーと
柏の葉

警察庁
科学警察研究所
警察庁
科学警察研究所

財務省関税
中央分析所
財務省関税
中央分析所

財務省税関
研修所
財務省税関
研修所

東京大学
フューチャー
センター

東京大学
フューチャー
センター

千葉大学
柏の葉キャンパス
千葉大学
柏の葉キャンパス

柏の葉高校柏の葉高校

つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス

つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス

柏の葉
公園
柏の葉
公園

パークシティ
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東京日本橋　 大阪　

L INK- J事務局　
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-3-9  日本橋アイティビル 2F  
 TEL 03-3241-4911（代表）Mail contact@link-j.org

〒541-0051大阪府大阪市中央区
備後町 4-1-3 
御堂筋三井ビルディング4階
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淀屋橋駅

大江橋駅
なにわ橋駅

渡辺橋駅

北浜駅肥後橋駅

本町駅

ライフサイエンスハブウエスト

葛西　 新木場

三井リンクラボ葛西
（第一三共葛西研究開発センター内） 三井リンクラボ新木場１

〒134 -8630東京都江戸川区北葛西 1-16 -13
都営新宿線「船堀」駅徒歩12分、東京メトロ東西線「西葛西」駅
バス利用 9分「棒茅場」バス停より徒歩 2分

〒136-0075　東京都江東区新木場 2-3 -8
東京メトロ有楽町線・りんかい線・京葉線「新木場」駅徒歩11分

柏の葉　 殿町

三井リンクラボ柏の葉 １ 川崎キングスカイフロント

〒 277-0882千葉県柏市柏の葉 6-6-2
つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅バス利用３分
　「税関研修所」バス停より徒歩３分

〒 210-0821　神奈川県川崎市川崎区殿町 3-25-10
Research Gate Building Ⅱ１階キングスカイフロントマネジメントセンター内
京急川崎駅から京急大師線「小島新田」駅徒歩12分

※ 2024年春 大阪・中之島 未来医療国際拠点において、「産学医連携スモールオフィス・
インキュベートスペース（賃貸ウェットラボ等）」を開設予定。


