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　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

江戸時代から続く「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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帝國製薬株式会社
日本製薬株式会社

日本新薬株式会社

塩野義製薬株式会社

キッセイ薬品工業株式会社

日本化薬株式会社

興和株式会社

千寿製薬株式会社

田辺三菱製薬株式会社
大日本住友製薬株式会社

扶桑薬品工業株式会社

小野薬品工業株式会社

第一三共株式会社

日本臓器製薬株式会社

東レ株式会社

杏林製薬株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

旭化成ファーマ株式会社

アステラス製薬株式会社

　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 海外連携イベント

L INK- Jネットワーキングナイト  
WITH SUPPORTERS LINK- Jシンポジウム UCサンディエゴ - LINK-J 

共催シンポジウム

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

300から 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

毎年 UCサンディエゴより研究者を誘致し、
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
カッションなども行い、海外との連携を深め
ています。

• マイクロバイオーム研究の最前線
•  医療と創薬におけるシステムバイオロジー・ 
バイオインフォマティクス・ビッグデータ

• ナノテクノロジーが拓く未来医療

シリーズ企画 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 サポーターと語る会

テクノロジーとライフサイエンス分野の各担
い手であるエンジニア、科学者、医師、事業
家等の交流・相互理解や、事業化へのヒント
を与えるような、新たなイノベーション創造
へのきっかけづくりを数回に渡ってシリーズ
として提供します。

•  L×T bridge アフターコロナへの挑戦～起業
のエッセンス～

• BCG戦略 × ライフサイエンスシリーズ

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。複数拠点での同時中継シス
テムを利用し、双方向でのコミュニケーショ
ンを実現します。

•  デジタルヘルスセミナー～デジタルメディス
ンの新たな展開～

• 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

LINK-Jサポーターと会員が少人数でディス
カッションし、個別の質問ができる場を提供
しています。また、毎年年末には会員の交流
の場として大忘年会を開催しています。

• 会員とサポーターが成功する起業を語る会
•  全編本音トーク！会員とサポーターが創薬ベ
ンチャーの未来を語る会

•  会員とサポーターが日本の医療の未来を語
る会

• 有事の際のスタートアップの心得

育成・支援　

学生プロジェクト 事業化支援 ベンチャー創出

SCOOPプロジェクト Out of Box 相談室 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プログラムを支
援しています。

•  各チームの進捗内容を発表する「Open 
Conference 」でのプロジェクト報告会

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。

•  毎週金曜日の午後に予約にてオンラインま
たはラウンジ内にて相談室を開設

医療機器をはじめとするメドテック領域や、
デジタルヘルス領域で、イノベーション創出
のためのスタートアップ企業によるピッチイ
ベントを開催し、事業促進を支援しています。

• デジタルヘルス事業支援「TECH for L I FE」 
•  メドテック・イノベーションシンポジウム＆
ピッチ

L INK-J賞 海外交流 アクセラレーションプログラム

LINK-J賞 ライフサイエンス賞 アクセラレーションプログラム

東京大学関連スタートアップが世界デビュー
を目指す「Todai To Texas（T T T）プログラム」
や、慶應義塾大学医学部が主催する「健康
医療ベンチャー大賞」にて、L INK-J賞を授与
しています。

• LINK- J×T T T賞
• LINK- J×慶應義塾大学賞

Beyond Next Ventures主催の「BRAVEアク
セラレーションプログラム」にてライフサイ
エンス賞を授与したチームに、米国サンディ
エゴにて開催されるイベントなど海外交流へ
の機会を提供します。

• Biocom Global Life Science Partnering 
Conference（BIOCOM主催）

ライフサイエンス分野における先端技術の
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。

•  Z ENTECH DO JO Nihonbashi（INDEE 
Japan主催）

• PreStartup in Nihonbashi （INDEE Japan主催）
• BRAVE（Beyond Next Ventures主催）

2016年の設立から約 4年間で実施されたイベント・プログラムの数
は、年々増加し、日本橋ライフサイエンス拠点における 2019年一年間
のイベント・プログラムの開催実績は 518 件となりました。そのうち、
L INK- J が主催または共催したイベントは 59 件、協賛・協力イベントは
49 件、 特別会員主催イベントは 410 件にも上りました。また、2019 年
度は日本橋拠点以外での開催も 34 件にもなり、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

282

60
38

2017年

380

347

57
39

2018年

443

410

49
59

2019年

518
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特別会員　Members

国内外のライフサイエンス領域における様々なプレイヤーにご入会していただいています。コミュニティの一員になることで
特典を受けることができます。

大学
University of California, L.A. Terasaki Center
University of California, San Diego
青山学院大学
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
九州大学
京都大学
慶應義塾大学
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
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
名古屋大学
日本医科大学
広島大学
福島県立医科大学
北海道大学
横浜市立大学
早稲田大学

公的機関
（国研）宇宙航空研究開発機構
在日カナダ大使館
札幌市
東京都
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
（一社）日本抗加齢医学会
（一社）日本再生医療学会
（一財）日本製薬医学会
（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
The American Chamber of Commerce in 
Japan （ACCJ）
BIOCOM
（一社）BioResource Innovation Hub in Kobe
（一社）iEducation
（一社）PeDAL
医療法人社団 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
関西医薬品協会
NPO法人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
（特非）  健康長寿研究教育センター
（国研）国立がん研究センター東病院
NEXT医療機器開発センター
（一社）再生医療イノベーションフォーラム
（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・未承認薬等研究発支援センター
（一社）ディー・アイ・エー・ジャパン
（特非）ディスクロージャー実務検定協会
（公財）中谷医工計測技術振興財団
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
（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
特定非営利活動法人日本せきずい基金
日本セルフケア推進協議会
（一社）日本専門医機構
（一社）日本バイオデザイン学会
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
（一社）ビジネスモデルイノベーション協会
（一財）松本財団
（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.
Bachem Japan K.K.
BioCheetah Pte Ltd
Chordia Therapeutics（株）
Delta-Fly Pharma（株）
（株）Epigeneron
（株）Epsilon Molecular Engineering
EUROIMMUN Japan（株）
（株）FuturedMe
（株）HanaVax
JCRファーマ（株）
（株）JFR
J ITSUBO（株）
（株）Mvex
Promethera Biosciences SA 
Repertoire Genesis（株）
（株）Revorf
Taiwan Carbon Nano Technology 
Corporation

Thrive Bioscience,Inc.
TNAX Biopharma（株）
（株）Trans Chromosomics
（株）U-Factor
（株）アエタスファルマ
アクトメッド（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）
エムバイオテック（株）
（株）大分大学先端医学研究所
大塚製薬（株）
（株）カイオム・バイオサイエンス
ガステオス・ファーマ（株）
（株）ガルデリア
（株）キノファーマ
協和キリン（株）
クオリプス（株）
クオンタムバイオシステムズ（株）
（株）ケイファーマ
興和（株）
五稜化薬（株）
サノフィ（株）
参天製薬（株）
サンバイオ（株）
（株）ジーエヌアイグループ
新興和製薬（株）
（株）セルージョン
第一三共（株）
第一三共 RDノバーレ（株）
（株）ダイセル
ダイドーファーマ（株）
大日本住友製薬（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）ニコン・セル・イノベーション
日本ベーリンガーインゲルハイム（株）
ネクスレッジ（株）
ノーベルファーマ（株）
バイオシュート（株）
パンゲア（株）
日立化成（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）
ファイメクス（株）
フォーネスライフ（株）
（株）ブルボン再生医科学研究所
（株）マツモト交商
（株）ミーバイオ
三井化学（株）
（株）ムスカ
メスキュージェナシス（株）
（株）メトセラ
桃太郎源（株）
ヤンセンファーマ（株）
ユビエンス（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）
（株）レナサイエンス

医療機器・検査機器等
（株）Aikomi
BioARC（株）
（株）Biomedical Solutions
（株）HIROTSUバイオサイエンス
HPCシステムズ（株）
JOHNAN（株）
Mentis Cura Japan（株） 
NSマテリアルズ（株）
ORTHOREBIRTH（株）
（株）Save Medical
（株）イノフィス
（株）オックスフォード・ナノポアテクノロジーズ
オリンパス（株）
（株）キュア・アップ
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）
シスメックス（株）
ジンマー・バイオメット合同会社
（株）東海メディカルプロダクツ
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
ノース・アメリカン・サイエンス・アソシ
エイツ・ジャパン合同会社
フリューダイム（株）
へレウス（株）
メロディ・インターナショナル（株）
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
Connected Industries（株）
Deep Intelligent Pharma（株）
（株）Hakuju Owned Life
Medrio Japan（株）
NECソリューションイノベータ（株）
（株）NeU
Scientist.com GK
（株）S'UIMIN
Ubie（株）
VALUENEX株式会社
アガサ（株）
（株）アジャスト
アンター（株）
（株）インテグリティ・ヘルスケア
エーテンラボ（株）
（株）エグゼメディカル
（株）エムネス
（株）おいしい健康
（株）食のおくすり
（株）ジョリーグッド
（株）デジタルガレージ 
（株）電通国際情報サービス
トリプル・リガーズ合同会社
日本電信電話（株）
（株）ニューワールドカンパニー
（株）ハタプロ
フォーグローブ（株）
富士通（株）
メディキャスト（株）
メドピア（株）
（株）リコー

ベンチャーキャピタル
Asajes Ventures
Asia Africa Investment and Consulting 
Pte. Ltd. （AAIC）
Beyond Next Ventures（株）
BioLite Japan（株）
MedVenture Partners（株）
NEWTON BIOCAPITAL PARTNERS
（合）SARR
アクシル・キャピタル・アドバイザーズ（株）
（株）慶應イノベーション・イニシアティ
ブ
大鵬イノベーションズ合同会社
（株）東京大学エッジキャピタルパートナーズ
（UTEC）
（株）ファストトラックイニシアティブ
みずほ証券プリンシパルインベストメント
（株）

コンサルティング・事業化支援
Asia MedMarket Access（AMMA）
Biospire（株）
EY新日本有限責任監査法人
GLOBIZZ CORP.
（株）IBJ
Oxentia Limited
（株）SK Management
upto4（株）
アーサー・ディ・リトル・ジャパン（株）
アイテック（株）
アクア・フェリクス（株）
有限責任あずさ監査法人
アストリアコンサルティンググループ LLC
（株）インディージャパン
エッセンス（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
（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
（株）日本医工研究所
（株）日本総合研究所
日本橋産業保健研究所（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）
ローカスト・ウォーク・ジャパン（株）

知財・法律
弁護士法人GVA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
ベーカー＆マッケンジー法律事務所
里格（株）

その他
（株）GFE
株式会社アドスリー
大隅物流有限会社
キャリアインキュベーション（株）
ジャミール商事（株）
新日本空調（株）
住友商事（株）
大成建設（株）
太陽生命保険（株）
（株）竹中工務店
（株）電通
（有）ノトコード
（株）パワー人材
マーケン（株）
丸紅（株）
三井住友海上火災保険（株）
（株）リサ・サーナ

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  10枚まで有償にて追加で発行可能です。 ※ 2  5枚まで有償にて追加で発行可能です。

※入会申込書の記載に基づき、L INK- Jにて分類しています。

  L INK-J特別会員の特典

サービス内容 特別会員 AB 特別会員 C

イベント・プログラムへの参加（特別会員価格） ● ●
イベント・プログラムの告知（ホームページやデジタルサイネージへの掲載） ●

ホームページ （掲示板）への情報掲載 ●

社名・団体名をホームページ・パンフレット等へ掲載 ●

メンバーとの交流・紹介 ● ●
専用コミュニケーションラウンジの利用（無料） ● ●
専用コミュニケーションラウンジのパーティ等での貸切利用（特別会員価格） ●

カンファレンスルーム・テンポラリーワーキングルームの利用（特別会員価格） ●

シェアオフィスの利用 （別途利用申込みのうえ有料） ● ●
LINK-Jサポーターとのディスカッション サポーターへの相談・助言 ● ●

特別会員 A・B一覧

（2020年 8月 7日時点）
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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 慶應義塾大学大学院医学研究科 委員長 /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 外科学講座 心臓血管外科 教授

理事 植田 俊 三井不動産株式会社 取締役常務執行役員

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 事務局長

監事 菊地 裕太郎 菊地綜合法律事務所 所長

監事 杉本 茂 さくら綜合事務所 代表

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
東京理科大学
学長

特別委員
山中 伸弥
京都大学
iPS細胞研究所
所長・教授

特別委員
ピーター F. カウイー
カリフォルニア大学 
サンディエゴ校 
グローバル政策・戦略 
大学院長

委員 阿曽沼 慎司 京都大学 産官学連携担当理事

委員 植田 拓郎 東北大学 理事（産学連携担当）

委員 笠原 博徳 早稲田大学 副総長

委員 小寺 秀俊 理化学研究所 理事

委員 手代木 功 日本製薬団体連合会 会長 ／  塩野義製薬株式会社 代表取締役社長

委員 中山 讓治 日本製薬工業協会 会長 ／ 第一三共株式会社 代表取締役会長 兼 CEO

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 東原 敏昭 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役社長 兼 CEO

委員 古川 勝彦 九州大学 副理事（産学官連携担当）

委員 松本 謙一 一般社団法人日本医療機器産業連合会 会長  ／ 
サクラグローバルホールディング株式会社 代表取締役会長

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 渡部 俊也 東京大学 未来ビジョン研究センター 教授

委員 菰田 正信 三井不動産株式会社 代表取締役社長

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 瀬尾 亨 髙子 徹
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

ファイザー 国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

高橋 俊一 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
バイエル薬品株式会社 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

ボストン コンサルティング 
グループ

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 森山 大器
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 デロイトトーマツベン
チャーサポート株式会社

山本 雄士 横田 雅之 渡辺 勇人 ウリケ・シェーデ
株式会社ミナケア 株式会社東京証券取引所 ローカスト・ウォーク・ 

ジャパン合同会社
カリフォルニア大学
サンディエゴ校
日本研究センター

五十音順（2020年9月1日現在）

総　会

理事会

事務局

監　事

運営諮問委員会

（2020年 9月1日現在）

組織　Organization
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国内外連携　Collabolations

L INK- J 自身もネットワークを広げ、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

Global Life Science Session Eurobiomed 南仏ビジネスツアー LINK-J Networking Reception

国内外の提携先団体やクラスターが一堂に
会し、活動報告や取り組み紹介を行っていま
す。海外の研究やビジネスの動向を知ること
ができます。

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 ビジネスツアー 協賛イベント

再生医療産業化フォーラム 鶴岡サイエンスパーク視察ツアー Well Aging Society Summit Asia

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。

MOU締結月 団体・組織名

2016年 5月 カリフォルニア大学サンディエゴ校（UCSD）（米）

2016年 5月 BIOCOM（米）

2017年 6月 Eurobiomed（仏）

2017年 12月 One Nucleus（英）

2018年 6月 MedCity（英）

2019年 6月 カルフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）（米）

2020年 8月 Oxford University Innovation（英）

MOU締結月 団体・組織名

2017年 7月 京都リサーチパーク株式会社

2018年 1月 公益財団法人神戸医療産業都市推進機構

2018年 4月 慶應義塾大学先端生命科学研究所

2018年 8月 川崎市

2019年 8月 横浜市

2020年 9月 大阪府

● ■ 北海道大学 ● 名古屋大学
● ■ 東北大学 ● ■ 京都大学
● ■ 福島県立医科大学 ● ■ 大阪大学
● ■ 東京大学 ● 鈴鹿医療科学大学
● ■ 慶應義塾大学 ● 金沢大学
● ■ 青山学院大学 ● 広島大学
● ■ 日本医療研究開発機構 ● 徳島大学
● JAXA ● 産業医科大学
● 順天堂大学 ● ■ 九州大学
● 日本医科大学 ● ■ 大分大学　　
● 東京医科歯科大学 ● 沖縄科学技術大学院大学
● 自然科学研究機構
● 東京慈恵会医科大学
● 東京薬科大学
● 早稲田大学
● 東京工業大学
● 神奈川県立保健福祉大学
● ■ 理化学研究所
● ■ 横浜市立大学 ●特別会員　 ■日本橋オフィス開設

海外

国内
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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にも可能です。

日本橋ライフサイエンスハブ（HUB）   日本橋ライフサイエンスビルディング（LSB） 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 ラウンジ 一時利用 8時～22時

上野ビル 8階 ラウンジ 一時利用 9時～21時
東硝ビル 8階 ラウンジ 一時利用 9時～21時

大阪 HUB WEST 4階 ラウンジ 一時利用／貸切利用 平日 9時～20時
土日祝 9時～18時半

※貸切利用の際はご利用規約の条件に合わせてお使いいただけます。

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

三井リンクラボ葛西
（第一三共葛西研究開発センター内）

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 ● ●
上野ビル ● ● ●
東硝ビル ● ● ●

MFPR 日本橋本町ビル ●
LAUNCH 日本橋人形町 ●

福島ビル ●
日本橋本町三丁目ビル ●

葛西 三井リンクラボ葛西 ● ● ●
※入居者専用

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。また LINK-J への入会が必須となります。

　　　　　　　　　　　　　

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。 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、TV会議システム、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　120（180）名 B　54（70）名 C　30（36）名 D（B+C）81（110）名 E（A+B+C）
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

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

大阪 HUB WEST 会議室 A 105名 会議室 B 48名 会議室（A+B）153名 401会議室16名 402会議室 6名

※ご利用の際はカンファレンスルームのご利用規約に合わせてお使いいただけます。

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
（日本橋室町三井タワー 3階）

日本橋室町三井ホール＆カンファレンス
ホワイエ

日本橋室町三井ホール＆カンファレンス
カンファレンスルーム

※上記施設は、L INK- Jの連携施設として特別会員価格にてご利用頂けます。（2020年 9月1日現在）
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アクセス　Access

東京日本橋　

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

三越新館

三越本館

三井本館

日本橋三井タワー

日本銀行

B4

A2

A1

A3

A5

A7

A6

A8

A9

A10

出口1

出口3

出口4

出口2

出口4

出口6

出口8

本町二丁目

本町

出口5

地下道

新日本橋駅

小伝馬町駅

東京メトロ銀座線

三越前駅

東京メトロ半蔵門線

三越前駅

COREDO室町3COREDO室町3

COREDO
室町1
COREDO
室町1

YUITOYUITO 日本橋アステラス
三井ビルディング福徳神社福徳神社

ローソン■ローソン■
ドトール■ドトール■

■
スターバックス

■
スターバックス

第一三共本社第一三共本社
NOF

日本橋本町ビル
NOF

日本橋本町ビル

成城石井成城石井

COREDO
室町2
COREDO
室町2

東
京
メ
ト
ロ
日
比
谷
線

総武
本線

江戸
通り

東京メトロ半蔵門線

昭
和
通
り

堀留町

都営
浅草
線

A4

堀留児童公園堀留児童公園

スターバックス
■

スターバックス
■

ドトール■ドトール■

椙森神社椙森神社

江戸橋北

■セブンイレブン■セブンイレブン

A4

A5

A6

人形町駅

セブンイレブン■セブンイレブン■

日本橋室町
三井タワー １

2

3

8

6

4

7

5

９

LINK-J事務局
日本橋アイティビル 2F

① 日本橋ライフサイエンスビルディング（LSB） ④ 東硝ビル ⑦ LAUNCH 日本橋人形町

〒103-0023  東京都中央区日本橋本町 2-3-11
東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅 A6出口より徒歩 3分
JR総武快速線「新日本橋」駅 5番出口より徒歩 2分

〒103-0023  東京都中央区日本橋本町 3-8-3 〒103-0013  東京都中央区日本橋人形町 3-7-6

② 日本橋ライフサイエンスハブ（HUB） ⑤ MFPR日本橋本町ビル ⑧ 福島ビル

〒103-0022  東京都中央区日本橋室町 1-5-5
室町ちばぎん三井ビルディング 8階（COREDO室町 3）
東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅より直結

〒103-0023  東京都中央区日本橋本町 3-7-2 〒103-0022  東京都中央区日本橋室町 1-5-3

③ 日本橋ライフサイエンスビルディング２（LSB2） ⑥ 上野ビル ⑨ 日本橋本町三丁目ビル

〒103-0023  東京都中央区日本橋本町 3-11-5 〒103-0012  東京都中央区日本橋堀留町 1-9-10 〒103-0023  東京都中央区日本橋本町 3-8-5

大阪　

〒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

10

⑩　ライフサイエンスハブウエスト（HUB WEST）

〒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

葛西　

三井リンクラボ葛西（第一三共葛西研究開発センター内）

〒134 -8630東京都江戸川区北葛西 1-16 -13（住所表示）




