
 

 
 

 

 この度、大阪ビジネスパートナー都市交流協議会はオーストラリア メルボルンから医療・ＩＴ・教育関連企業

を大阪に招き、同市政府との共催により、『オーストラリア メルボルン ビジネス商談会 2018』を開催します。

この機会に貴社の新規取引先と技術提携先の開拓、情報収集の一環として、ぜひご参加ください。 
           

 2018 年 3 月 22 日（木）13 時 30 分～16 時 30 分（開場 13 時） 

          ナレッジキャピタル  カンファレンスルーム  タワーＣ Ｒｏｏｍ Ｃ０６ 
（大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪タワーＣ8 階）JR 大阪駅より徒歩 5 分 

           無料 ※ 事務局側で通訳者をご用意致します。 

       ①下記の申込書に必要事項をご記入の上、FAX（06-6615-5518）にてお申込みください。 

            ②本事業のウェブサイト内、専用の申込フォームよりお申込みください。 

        https://www.bpc.ibpcosaka.or.jp/melbourne0322 

               2018 年 3 月 16 日（金） ※ 先着順（定員になり次第締め切らせて頂きます。） 

 一般財団法人大阪国際経済振興センター 国際部（IBPC 大阪） 担当：在田、ファム 
 TEL : 06-6615-5522   FAX: 06-6615-5518  E-mail: event@ibpcosaka.or.jp    

 

 

 

 

 
 
    

     

   FAX 申込みフォーム（06-6615-5518）                    申込締切：2018 年 3 月 16 日（金）      

会社 

団体名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 業種・取扱品目 

 
 

所在地  

氏名 
 

部署・役職名 
 

連絡先 Tel/Fax Ｅメール         ＠ 

資本金           万円 従業員数             名 売上高            万円 

商談を希望される時間帯（30 分／枠）及び企業（番号 1～5）をお教えください。 

商談時間を調整の上、後日ご連絡させていただきます。 

□13:30～14:00  企業番号（    ）    □14:00～14:30 企業番号（   ）   □14:30～15:00 企業番号（   ）   

□15:00～15:30 企業番号（    ）    □15:30～16:00 企業番号（   ）   □16:00～16:30 企業番号（   ）   

その他、ご質問、ご要望がございましたらご記入ください 

 

 

 

日時 

会場 

 主    催 : 大阪ビジネスパートナー都市交流協議会 
【構成団体】 大阪市／大阪商工会議所／独立行政法人日本貿易振興機構大阪本部／公益社団法人関西経済連合会／ 
   公益財団法人大阪観光局／公益社団法人大阪港振興協会／公益財団法人大阪市都市型産業振興センター／ 
   アジア太平洋トレードセンター株式会社／一般財団法人大阪国際経済振興センター 
 共    催：メルボルン市政府 
 後   援：在大阪オーストラリア総領事館、オーストラリアビクトリア州政府 東京事務所、 
      独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿本部      
 協  力： 大阪・海外市場プロモーション事業推進協議会 

 

お申込 

事務局 

  オーストラリア メルボルン ビジネス商談会 
～メルボルン医療・ＩＴ・教育関連企業との個別商談会～ 

参加費 

申込期限 



オーストラリア メルボルン ビジネス商談会 来阪企業リスト  

 

1. Cynata   
   Therapeutics 

 

 2. GMDX  

  Co Pty Ltd 

http://cynata.com/   http://www.gmdxco.com 

         

            

              Dr. Ross Macdonald 

              Chief Executive 

 

【商談アイテム】 

 

医療用幹細胞プラットフォーム

「Cymerus™」 

 

 

 

 

Mr.Bernie Romanin 
CEO 

        

 

 

 

Dr. Robyn Lindley 
Chief Scientic Officer 

 

【商談アイテム】 

 

遺伝子の突然変異検出・検

査プラットフォーム 

【企業/事業概要】 

○幹細胞および再生医療薬品事業を展開する企業 

○幹細胞研究で有名なウィスコンシン大学マディソン校発 

【製品概要】 

治療用の幹細胞プラットフォーム「Cymerus™」により医療用幹細胞

を商業ベースで量産することが可能となる。 

【希望商談先】 

将来のパートナーシップ提携を視野に入れ、再生医療に関心のある製

薬・バイオ企業、投資家、エージェントとの商談を希望 

【企業/事業概要】 

○遺伝子の突然変異を検査・診断する企業 

○人々の免疫反応のモニターと各個人に適合する治療プランなどの 

 分野で広く応用可能なプラットフォーム技術を提供 

【製品概要】 

○GMEx の各種ツールは突然変異の遺伝子情報を特定し、その原 

 因・根源を特定した上で遺伝情報と突然変異の情報を結合した先 

 天的免疫プロフィールの作成が可能である。 

○当社の製品・ツール群は腫瘍学、ウィルス学、神経学分野で広く 

 用いられており、自己免疫や炎症分野での応用が進められている 
【特記事項】 

幹細胞医療最大の問題点「商業規

模での量産」を、当社がドナー数

に依拠しない間葉系幹細胞の供給

源となることで解消されることが

期待されている。富士フィルムと

戦略パートナー関係にあり、その

他大手日系製薬会社とも交流がある。 

【特記事項】 

現在特許申請中の TMS(Targeted Somatic Mutation)検査は、診断

における臨床医の裁量を拡大する新機軸の disruptive genomics 

test algorithm に基づいたもの。TMS は特定のアルゴリズムを実行

することにより癌の前段階症状や癌に関連する de novo 突然変異を

検出する。 
 

 3.  Media Equation  
   Pty Ltd 

 

 4. Language Your  
   Way 

http://lookatmedam.com.au/   http://www.languageyourway.co/  

                          

               Mr.Rus Littleson 

                CEO 

           

【商談アイテム】          

デジタル資産管理（DAM）サービス 

「LookatmeDAM」 

            

            Mr.Pawan Lalwani 

             CEO 

 

【商談アイテム】          

英語学習プラットフォーム 

「Language Your Way」 

【企業/事業概要】 

全世界にデジタル資産管理（DAM)サービスを提供 

【製品概要】 

「LookatmeDAM」サービスは特に観光、文化及び政府セクターで広

く用いられており、多言語対応が可能で、日本市場向けにローカライ

ズされている。 

【希望商談先】 

○代理店候補企業との商談を希望。 

○自治体等の観光・文化担当者への製品・サービスの紹介を希望 

【企業/事業概要】 

アジア地域の学習者向けの英語学習プラットフォームの開発、販売 

【製品概要】 

英語学習をゲーム、オンライン指導、およびオーストラリアへのス

タディツアーと組み合わせることで、より楽しく英語学習が可能と

なる。 

【希望商談先】 

潜在顧客になり得る保育園、英語塾、及び代理店候補企業との商談

を希望 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

当社は LookatmeDAM の開発

に 700 万豪ドル以上を投資し

ており、既にオーストラリアと

米国において特許が認可されて

いる。世界的に 20 万人以上が

年間 500 万回以上もの取引を

行っている。 

 

 

 

 

【特記事項】 

※人口知能やマシーンラーニングを 

 応用し、個々の学習者の強みと弱 

 みに合わせた指導を行う。 

※米国、英国、オーストラリア、カ 

 ナダ出身の有資格者たちによるオ 

 ンライン指導 

※オーストラリアへの短期留学催行 
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来日キャンセル 



 
5. State Library Victoria  

   StartSpace 

 https://www.slv.vic.gov.au/  

            

            Ms Anna Burkey 

            Head of StartSpace            

 

 

【商談アイテム】  

起業・スタートアップ支援

「StartSpace」 

 

【企業/事業概要】 

ビクトリア州立図書館に属する「StartSpace」と呼ばれる創設期の起

業家やスタートアップを支援するためのセクション 

【製品概要】 

創設期のスタートアップや小規模事業者に事業発展プログラムやコワ

ーキングサービスを提供する 

【希望商談先】 

スタートアップ、ベンチャーキャピタル、アクセラレーターとのパー

トナーシップ構築。特にクリエイティブ・カルチャー系のスタートア

ップに強い関心有り。 

 

 

 

【特記事項】 

※Startspace は 2 段階アプローチ

により、スタートアップを支援。 

第一段階として全ての利用者に開

放された空間を設け、利用者に各種

リソース、サービス、プログラムや

指導を提供。第二段階は最新技術や

人的ネットワークやメンバー限定

イベントにアクセス可能な有料サ

ービスを提供。 
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