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株式会社　エーセル
SIC-１　２１２

SIC に入居されている企業をご紹介します。

[ 代表プロフィール ]
株式会社エーセル
代表取締役　佐藤　雅司（さとう　まさし）　３５才
マレーシア生まれ（１才になる前に帰国）。静岡県出身。
神奈川県厚木市在住。

　読書や音楽を好み、学生時代サッカーをしていた事もあり、
スポーツ観戦が楽しみ。特にサッカーは、オンタイムで観戦す
る為、寝不足になる事も度々。社会人になってからは、フット
サルをしていたが、最近は、時間がなかなか取れない。

　大学では、生物工学科で分子生物学を専攻。ＤＮＡ、ＲＮＡ、
たんぱく質などの解析を学び、更に大学院では、植物や菌類で
の光に対する細胞内シグナル伝達の研究をし、理化学機器代理
店へ就職。

[ 起業しようと思ったきっかけは？ ]
　就職した企業では、営業職を経験。仕事をしているうちに、
生命科学技術を通して社会貢献のできる企業を自ら作りたいと
思うようになった。それを目指す為に、バイオ系のベンチャー
企業へ転職。そこでは、経理以外の部門、研究・品質管理・製造・
営業など、色々な仕事に携わった。これまでの経験を活かし、
起業するに至った。

[ 事業紹介 ]
　バイオ全般に関して幅広い知識・技術を持ち、主に動物細
胞を用いた各種試験の受託サービスを行っている。動物愛護
の観点から、動物試験が見直されている今日、同社では動物
試験の代替法である細胞を用いた受託サービスとして行なっ
ている。

また、研究用試薬の開発から製造・販売まで行っており、ヒ
トコラーゲン定量 ELISA キットの販売を近日予定している。

《ヒトコラーゲンとは》
　コラーゲンとは体の皮膚や骨、臓器などあらゆる組織の細
胞同士を結び付ける役目を担っている。皮膚ではコラーゲン
の増加に伴い弾性を持たせることが出来ることから化粧品開
発や細胞機能改善薬開発での指標となっている。
　同社では、ヒトコラーゲンをヒトの皮膚の細胞を培養し産
出されたコラーゲンを精製することで作製している。

《ヒトコラーゲン定量 ELISA キットとは》
　抗コラーゲン抗体を用いた免疫技術を応用し、組織や細胞
が産生したヒトコラーゲンの量を高感度に測定することがで
きる。細胞からのコラーゲン産出を促進させる新規化合物の
発見などに役立てられていることから、化粧品や健康食品の
開発に用いられている。

[ 課題となっていること、苦労していること ]
　ホームページをより良くして受託事業の営業に力を入れ
たい。

[ これからの夢または目標は？ ]
　企業や大学でのバイオ研究の総合的支援や試薬開発を行う
ことで、生命科学技術の進歩を通して多くの人々の生活や社
会に間接的に貢献すること。

株式会社エーセル
SIC-1 212 号室　
TEL.042-770-9482 / FAX.042-730-7892

      　　　　　　　　　　　URL: http://www.a-cel.co.jp/

      　　　　　　　　　　　※ACEL と は Adjusted Cell       
　　　　　　　　　　　　　   Experiment Laboratory の　
　　　　　　　　　　　　　　略。お客様に順応した細胞の
　　　　　　　　　　　　　　実験室を提供するという意味。
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＊SIC-2 
エレベーター点検

＊ エレベーター点検   9：30～11：00の間はご利用になれません。　お問い合わせは　生井（内線1116）まで
　

＊SIC-１
エレベーター点検

SIC-２
ガラス清掃

【今月の経営スケジュール（３月期決算の会社参考）】
経理：５月源泉税・地方税納付、給与計算・試算表作成 

経営塾（第１回）

会議室9月分
予約受付開始  

29              30  　   　   31        　   １ 　　        ２ 　　         3                ４  

SIC-２ 
フィルター清掃

入居企業トピックス入居企業トピックス入居企業トピックス入居企業トピックス入居企業トピックス

                入居企業の皆様へご案内入居企業の皆様へご案内
６月の販売予定日 in SIC

　　　　　　　http://17.ocn.ne.jp/kahasemi/
　　　　　　　　　　　　　　　　　９日（木）

営業時間11：00～ 12：00
くるまかふぇ Sky Days　http://skydays.net　　
　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　３日（金）

　  １０日（金）
  １７日（金）

営業時間11：30～ 14：00　２４日（金） 
ベーグルショップ 米来　http://www.bgr-shop.jp/

　  ７日（火）
　  １４日（火）
  ２１日（火）

営業時間12：00～ 18：00　２８日（火）
 

[ 米来 ] さん出店日

「Sky days」さん出店日

  パン・飲み物ともに
なくなり次第終了です。

台湾ビジネス
マッチング報告会

会議室８月分
予約受付開始  

●今月の掲載記事紹介
５月の新聞紙上に掲載された企業をご紹介します。ご紹介する
記事は、SIC-1 と２に掲示していますので、どうぞご覧ください。

　５月 １日（日）オフィスハラダ（Desk10）
　相模経済新聞　「労務管理と労使紛争の早期解決を業務に」
　　　 ９日（月）プラスアルファドットティービー
　　神奈川新聞　「映像で企業に『＋α』の付加価値を」
　　 ２０日（金）動物アレルギー検査株式会社
　相模経済新聞 　「感覚や経験だけの分野に風穴。抗原の特定
　　　　　　　　　や重症度を数値化」
　　 ２３日（月）アイフォーコム株式会社
　　神奈川新聞 　「省エネ関連ソフトの開発・提供で社会貢献」

SIC-1 
フィルター清掃

市制度融資補助金説明会
＆入居企業交流会

子ども・ジュニア
アントレ募集開始

公共未来塾

平成 2３年度相模原市制度融資・補助金説明会平成 2３年度相模原市制度融資・補助金説明会
補助金申請書セミナー　SIC 入居企業交流会補助金申請書セミナー　SIC 入居企業交流会

開催のお知らせ開催のお知らせ
　SIC 入居企業、ネットワーク企業の方々を対象に相模原市制度
融資・補助金（展示会出展補助金・研究開発補助金・産学連携補
助金等）についての説明会、申請書作成のポイントセミナー、お
よび、最近入居された企業をご紹介する交流会を開催いたします。
■開催日時：平成２３年６月１５日（水）１７時～１９時３０分
◆開催会場：SIC-１  １F  ロビー
■会　　費：無料
◆スケジュール：
　17:00～17:40   相模原市制度融資・補助金について
　17:40～18:30　補助金申請書作成のポイント
　18:30～19:30　入居企業交流会
◆お問い合わせ：SIC 飯山（内線 1100）

「かわせみの家」さん出店日

  都合により、しばらく
お休みしていましたが、
　　　復活です！

  クッキーやケーキを販売します

なくなり次第終了です。

６月からSICのWEBサイトでもご覧頂けます。（裏面参照）

子どもアントレ
応募締切り

ジュニアアントレ
応募締切り

SIC 台湾ビジネスマッチング報告会SIC 台湾ビジネスマッチング報告会
（第 3回研究会）　開催のお知らせ（第 3回研究会）　開催のお知らせ

　SIC では関東経済産業局の補助事業として、２月から３月の
４日間にわたり、SIC 入居企業及び県内研究開発型ベンチャー
企業１０社と台湾を訪問し、台湾企業とのビジネスマッチング
を実施しました。この取り組みについて報告会を開催します。
　今回の報告会はオープンセミナーです。台湾ビジネス展開を
検討している企業様のご参加をお待ちしております。

■開催日時：平成２3年６月１４日（火）１８時～２０時
◆開催会場：サン・エールさがみはら　２F　第 1研修室
■会　　費：2,000 円　　
◆内　　容：①台湾ビジネスマッチングの活動報告
                 ②２３年度の SIC 台湾ビジネス展開支援の説明
                 ③意見交換
■お申し込み・お問い合わせ：SIC 安藤（内線 1113）

SICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせ



 　4月よりSICのホームページをリニューアルしました。
　それにともない、入居者の皆様により便利に使っていただけ
るように、『入居企業向け専用ページ』を開設しました。
　今までEメールでご案内していた清掃や点検等のお知らせや、
会議室や備品の予約状況、当かわらばんに掲載しているカレン
ダー等をアップしています。ぜひご覧ください。

SICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせ
ホームページに入居者専用ページができました

ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内
    相模原市からのご案内　-    相模原市からのご案内　-平成２３年度 補助金・融資制度について -平成２３年度 補助金・融資制度について -

中小企業研究開発補助金 研究開発テーマ募集
　相模原市では、市内中小企業の技術力向上のために中小企業
研究開発補助金を交付し、中小企業が取り組む新製品・新技術
開発や新分野進出を支援しています。
　このたび、平成２３年度の研究開発テーマを募集いたします。

【対　象】市内に事業所を有し、単独又は共同で新技術・新製
【対　象】品開発等の研究開発を行っている中小企業者
【補助額】研究開発に要する経費の１／２以内
　　　　　（上限 200 万円。ただし、産学連携枠や行政課題対
【対　象】応枠による研究開発については、上限が 300 万円に
【対　象】なります。）
【補助期間】　単年度
【採択件数】　４件程度
【申込期間】６月１５日（水）～７月１５日（金）１７時必着
【お問い合わせ】市産業・雇用政策課　TEL : 042-769-9253

　　
＜相模原市からご協力のお願い＞7 月からの本格的な節電の取り組みに向けて、市民・事業者・行政が一体となって使用電力の削減
を試みる「節電チャレンジ」を神奈川県内全域で実施します。日時：6月 22日（水）午後 1時から午後 3時　＊詳細は相模原市か
ら配布する資料をご覧下さい。＊ＳＩＣ施設での７月からの取組みは、後日ご案内します。

URL : http://www.sic-sagamihara.jp/

 

 

 トップページの「入居されている皆様へ」「会議室予約状況」
をクリックすると、ログイン画面が開きます。
　パスワードは各入居者様へメールにてお知らせします。

ホームページ　トップ画面

 

SIC ユーザーログイン画面

中小企業融資制度　
　市内中小企業者の資金需要に対応するため、市が一定の資金
を金融機関に預け、これに金融機関独自の資金を合わせて低利
な融資制度を実施しています。
主な資金（市指定の金融機関で取り扱っており、資金ごとに資格要件
                 が異なります。）

詳しくは、パンフレット（中小企業融資制度のご案内）を参照ください。
【お問い合わせ】市産業・雇用政策課　TEL : 042-769-8237
                     相模原市産業振興財団　TEL : 042-759-5600

　　　資金名　　　　 融資利率  　利子補給後　   融資限度額　 信用保証料補助
　　　　　　　　　　　　　　　利用者負担利率
中小企業振興資金　　　2.4%           2.4%           3,000万円
小企業小口資金　　　　2.4%           1.4%           1,000万円
景気対策特別資金         2.2%           0.6%           2,000万円
景気対策特別小口資金   2.2%           0.3%              500万円
経営安定支援資金         2.2%           0.6%           2,000万円

信用保証料の
70％以内

(千円以内切捨
て15万円限度)

　　　６月１５日（水）SIC にて説明会を開催いたしますので、奮ってご参加ください。（表面の「SIC からのお知らせ」をご覧ください。）



 

編集
後記

入居者専用ページ　トップ画面

ご報告ご報告ご報告

「SIC東日本大震災 NPOと被災地支援 project」の一環で５月
１７日までSIC-1ロビーに募金箱を設置していました。募金結果
をご報告いたします。

「遊び」プロジェクト：65,804円「遊び」プロジェクト：65,804円
「絵本を贈る」プロジェクト：66,341円「絵本を贈る」プロジェクト：66,341円

　たくさんの方にご協力いただき、本当にありがとうございました。
「絵本を贈る」プロジェクトは、子ども達のこころを、絵本で穏
やかにすることを目的としています。皆様からお預かりした金額
でNPO法人らいぶらいぶが７４冊の本を購入し、盛岡市中央公民
館に贈りました。集められた本は「３.１１絵本プロジェクトいわ
て」により各避難所に届けられます。
「遊び」プロジェクトも近日中にご報告する
予定です。 発送準備の様子

会議室・備品予約状況　画面

 ログインすると「入居者様への最新のお知らせ」や「SICカレン
ダー」、「会議室・備品予約状況」を確認する事ができます。会
議室の定員やご利用料金などもご覧いただけます。
　会議室・備品については２ヶ月先まで予約状況を確認する事が
出来ます。朝・昼・夕の３回更新ですので、リアルタイムではあ
りません。ご予約の際は、今まで通りお電話にてSIC受付までご
連絡ください。
　入居企業の皆様が便利にホームページをご利用いただけるよう、
SICスタッフ一同、検討してまいりますので、ご意見等ございま
したら、スタッフまでご連絡ください。お待ちしています。

貸し会議室　詳細

今号より SIC かわらばんの編集担当となりました三露と申します。より良い紙面作りを目指し頑張りますので、どうぞよろしくお願い
いたします。ところで、関東でも５月 27 日に梅雨入りしました。そろそろうちわが活躍する季節ですが、SIC では被災地に送るための
うちわを集めています。使わないうちわがありましたら、SIC-2 ロビーに箱を設置していますので、ぜひお持ちください。　　　　三露

書名 出版社 本体価格

エリックカールＡセット　9冊 偕成社 12100

１１ぴきのねこシリーズ　　6冊セット こぐま社 7200

わたしのワンピース こぐま社 1100

きょだいなきょだいな 福音館書店 800

ぐりとぐらの絵本　7冊セット 福音館書店 5600

きつねの子シリーズ　全5巻 あかね書房 4500

ふたりはいつも　シリーズ　全4巻 文化出版局 3800

赤毛のアン　全3冊 講談社 2030

寺村輝夫のとんち話・むかし話　全15巻 あかね書房 15000

くまのがっこう　ジャッキー　シリーズ　　9冊 ブロンズ新社 11300

うそつきのつき 文渓堂 1500

もこもこもこ 文研出版 1300

いいからいいから　全4冊 絵本館 4800

まあちゃんのながいかみ 福音館書店 800

よかったねネッドくん 偕成社 1400

だるまさんシリーズ　全3冊 ブロンズ新社 2550

ぼくのかわいくないいもうと ポプラ社 1200

ぼちぼちいこか 偕成社 1200

いったでしょ 偕成社 800

本体価格合計 78980

20％引き 63182

消費税 3159

全７４冊 合計 66341

東北大震災向け　資料購入一覧

NPO法人らいぶらいぶ
みつゆ




