2017年 受賞企業

http://www.tokyo-kosha.or.jp/sekai2020/compe/

※
「中小企業世界発信プロジェクト2020」
は、東京2020大会等を契機とする中長期的なビジネスチャンスを都内はもとより日本全国の中小企業に波及させ、優れた製
品等を世界に発信するプロジェクトです。
「中小企業世界発信プロジェクト推進協議会」
は、世界発信コンペティションを含む本プロジェクトを実行するため、上記の中
小企業支援機関が連携して立ち上げたものです。

概要

審査委員一覧
（敬称略 / 氏名50音順で掲載）

■ 製品・技術（ベンチャー技術）部門
審査委員長

川田

誠一

公立大学法人首都大学東京

審査委員

奥村

次德

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

（工業製品分野）
青沼 昌幸
扇谷
大谷
越水
宮川

■ 世界発信コンペティションとは

「世界発信コンペティション」は、今後見込まれる中長期的なビジネスチャンスに向けて、中小企業が開
発した革新的で将来性のある製品・技術、サービスを表彰することにより、新製品、新サービスの開発を促
進するとともに、販路開拓につなげることを目的としています。

枝村 一弥
佐々木 重邦
原田 謙治
米川 博通

2017年は、製品・技術（ベンチャー技術）部門98件、サービス部門52件の応募があり、その中から優れ
た製品・サービス32件が受賞となりました。
2017年11月15日（水）東京ビッグサイト アトリウムにて表彰式を開催しました。受賞企業には、東京
都より賞状、副賞の開発・販売等奨励金等が贈呈されました。

（情報通信分野）
入月 康晴

サービス部門
【東京都革新的サービス大賞】
賞

賞状、
トロフィー、開発・販売等奨励金３００万円（１社）

賞状、
トロフィー、開発・販売等奨励金15０万円（2社） 優秀賞

賞状、
トロフィー、開発・販売等奨励金15０万円（2社）

賞状、
トロフィー、開発・販売等奨励金1００万円（2社） 奨励賞

賞状、
トロフィー、開発・販売等奨励金1００万円（2社）

賞状、開発・販売等奨励金5０万円（１2社）

賞状、開発・販売等奨励金5０万円（１0社）

賞状、
トロフィー、開発・販売等奨励金３００万円（１社） 大

特別賞

女性活躍推進知事特別賞

受賞企業のうち女性が経営や開発の責任者として製品・技術、サービスの開発に携わった企業３社に対し、
賞状と記念品が贈呈されました。

■ 応募概要

●主な応募資格

審査委員長
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二次審査

三次審査
（表彰候補審査）
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地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
開発本部 開発第三部 情報技術グループ長

宏行

株式会社ワークスアプリケーションズ
アドバンスト・テクノロジー＆エンジニアリング本部
エグゼクティブ・フェロー

福嶋
松浦
山口

義弘
佐江子
亨

株式会社アイテック 教育研究企画本部 顧問
芝浦工業大学 システム理工学部 電子情報システム学科
公立大学法人首都大学東京 システムデザイン学部
情報通信システム工学コース 教授

新井

民夫

東京大学

教授

名誉教授

審査委員

株式会社日経ＢＰ 日経BP総研 中小企業経営研究所長
東京理科大学 専門職大学院 イノベーション研究科
技術経営専攻（MOT）教授

伊藤 暢人
生越 由美
佐藤

隆正

日本貿易振興機構（ジェトロ）

研究部門長

サービス産業部長

〔平成29年8月20日付けで離任〕

真也

日本貿易振興機構（ジェトロ）

サービス産業部長

〔平成29年8月21日付けで着任〕

審査委員

（プレゼン審査）

有限会社新技術マネイジメント 代表取締役
武蔵野大学 名誉教授
株式会社ジャフコ 投資部 ライフサイエンス投資グループリーダー
公益財団法人東京都医学総合研究所 基盤技術研究センター
遺伝子改変動物室 シニア研究員

国立研究開発法人産業技術総合研究所 人間情報研究部門
関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科 教授

・2012年7月1日以降に商品化され（5年未満）、2017年7月1日までに日本国内において自社名義で
販売または提供されている製品・技術、サービス

一次審査

公益社団法人発明協会 常務理事
横河電機株式会社 高度ソリューション事業部 ソリューション部 部長
公立大学法人首都大学東京 産業技術大学院大学 創造技術専攻 教授
東京中小企業投資育成株式会社 業務第一部長

小松

藤井

（書類審査）

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
開発本部 開発第一部 機械技術グループ長

副審査委員長 持丸 正明
山本 昭二

●対象となる製品・技術、サービス

受賞企業
決定

理事長

■ サービス部門

・都内に主たる事業所を有し事業を営む中小企業、中小企業団体等、代表企業が都内に主たる事業所を
有する中小企業グループ又は個人事業主
・応募製品・技術、サービスについての技術上・製造上の責任を負うことができるもの

●審査の流れ

学長

（環境・バイオ分野）
飯田 孝彦
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
開発本部 開発第二部 環境技術グループ長

■ 表彰

製品・技術（ベンチャー技術）部門
【東京都ベンチャー技術大賞】

高男
哲也
重臣
飛

産業技術大学院大学

（分野別）

鈴木
十時
原口

のり子
憲司
純一郎

公益財団法人東京都中小企業振興公社 事業戦略部長
内閣官房 東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局
東京中小企業投資育成株式会社 参事役 統括審査役代行

秋山
河田
長井
原田
藤田
山口

哲男
惠昭
延裕
宗彦
壮
有次

日本福祉のまちづくり学会 事業委員長
関西大学社会安全研究センター長・特別任命教授
株式会社海外需要開拓支援機構 投資連携・促進グループ 統括部長
公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会 業務執行理事 副会長
国立研究開発法人 国立環境研究所 社会環境システム研究センター長
桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 教授

参事官

2017 世界発信コンペティション
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目次

目次
（賞ごとに50音順で掲載）

（賞ごとに50音順で掲載）

東 京 都 ベ ン チャ ー 技 術 大 賞

株式会社アイオイ・システム

東 京 都 革 新 的 サ ー ビ ス 大 賞

東京都大田区大森北1-6-8 ウィラ大森ビル9F
https://www.hello-aioi.com/

05

ピッキング支援装置「プロジェクションピッキングシステム 」

東京都渋谷区恵比寿西2-3-9
https://4969.jp/

株式会社Seabird

浦MKYエビスビル7F

新感覚の自転車オリエンテーリング「CYCLOG（シクログ）」

東 京 都 ベ ン チャ ー 技 術 優 秀 賞

東 京 都 革 新 的 サ ー ビ ス 優 秀 賞

東京都中央区新川1-17-22 松井ビル1F
http://www.evixar.com/

東京都千代田区内神田1-7-8
http://suralajuku.jp

音響通信によるデバイス制御ソリューション「Another Track （アナザートラック）」

株式会社すららネット

自立学習応援プログラム すらら「小学校低学年版」

ベンチャーマテリアル株式会社（「エコフィックス」開発コンソーシアム）

株式会社ミリメーター

東京都新宿区市谷左内町5 Lowp305
http://www.millimeter.jp

エヴィクサー株式会社

光拡散・遮熱ファブリック「「エコフィックス」PRO」

06

東京都中央区入船1-2-5
http://syanetu.com/

07

高石ビル3F

大手町佐野ビル5F

女性
活躍推進
知事特別賞
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女性
活躍推進
知事特別賞
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カフェ感覚で気軽にパンプスをオーダーメイドできる「シューズカフェ」

東 京 都 ベ ン チャ ー 技 術 奨 励 賞

東 京 都 革 新 的 サ ー ビ ス 奨 励 賞

株式会社コンセプト

東京都千代田区西神田3-8-1
http://qoncept.co.jp/

千代田ファーストビル東館12F

日本分析工業株式会社

東京都西多摩郡瑞穂町武蔵208
http://www.jai.co.jp/
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Qoncept 4D Tracker

株式会社アルカディア・イーエックス

東京都杉並区井草1-4-16-407
http://www.performance-plus.jp

株式会社Curio School

東京都目黒区鷹番3-3-16 宮澤ビル3F
http://www.mono-coto-innovation.com

Performance Plus (パフォーマンス プラス)

固体・ガス体試料を注射器感覚でGCに導入できる装置「キューリーポイントインジェクター

JCI-55」

Mono-Coto Innovation (モノコトイノベーション)

東 京 都 ベ ン チャ ー 技 術 特 別 賞

東 京 都 革 新 的 サ ー ビ ス 特 別 賞

インターリハ株式会社

東京都北区上中里1-37-15
http://www.irc-web.co.jp/

関西電子株式会社

東京都大田区大森南4-6-15 テクノFRONT森ケ崎509号室
http://www.kansaidenshi.co.jp

株式会社キティー

東京都新宿区荒木町5 四谷荒木町スクエア
http://www.kitii.co.jp

株式会社サウンドファン

東京都台東区浅草橋1-32-6
https://soundfun.co.jp/

株式会社田中電気研究所

東京都世田谷区経堂3-30-10
http://www.tanaka-e-lab.com

東成エレクトロビーム株式会社

東京都西多摩郡瑞穂町高根651-6
http://www.tosei.co.jp/

トランクソリューション株式会社

東京都文京区本郷7-3-1 東京大学アントレプレナープラザ内
https://trunk-sol.co.jp/

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社

東京都渋谷区桜丘町2-9
http://dfree.biz/

ナノフロンティアテクノロジー株式会社

東京都品川区大崎3-10-6-105
http://www.nano-frontier.com

株式会社八興

東京都板橋区板橋1-42-18
https://eightron.co.jp/

理化工業株式会社

東京都大田区久が原5-16-6
https://www.rkcinst.co.jp

株式会社ロビット

東京都板橋区新河岸1-5-11
https://robit.co.jp/
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認知トレーニングエルゴメーター「コグニバイク」

ナノファイバー溶融紡糸量産型製造装置

株式会社アクティベートラボ

東京都中野区弥生町2-41-17
http://open-gate.jp/

TCIC

株式会社QLCLE

東京都千代田区外神田3-7-2
http://www.qlcle.com

志幸技研工業株式会社

東京都荒川区西尾久5-7-12
http://www.netmil.jp/

株式会社シタシオンジャパン

東京都中央区京橋3-7-5
http://luna-ﬂeuge.jp/

株式会社スポーツシッター・ジャパン

東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山942
http://www.sportssitter.jp

TANREN株式会社

東京都千代田区九段南1-5-6
https://tanren.jp/

ディグランド株式会社

東京都中野区中野4-10-1 ICTCO-9
https://diground.com/company/

山口産業株式会社

東京都墨田区東墨田3-11-10
https://www.yamaguchi-sangyou.co.jp

ユーバー株式会社

東京都千代田区九段南1-5-6
http://www.yuber.jp

合同会社リルワールド

東京都八王子市南陽台2-5-10
https://www.taberukoto.jp/pr/

15

フィジカルチャレンジャーSNS「OpenGate」
QLQL（クルクル）

お肉、魚をやわらかくする果実調味料「梅ソフトのめぐみ」

ネットミル見守りサービス
コスモス浅草橋酒井ビル4F

ミライスピーカー

12

白濁排ガス用ノンサンプリング瞬間気化式光散乱ダスト濃度計「DDM-TMA1」

京橋スクエア12F

ルナフルージュの花衣〜hanagoromo〜（訪日外国人らのコト消費として、生花を身に纏い撮影するサービス）

16

スポーツの先生とお留守番「スポーツシッター」

レーザクリーニング装置「イレーザー【ELASER】 」

りそな九段ビル5F

KSフロア

ナレッジシェアアプリ TANREN

トランクソリューション

13

第一カスヤビル

排泄予知ウェアラブル「DFree」

17

マップコレクションアプリDiground（ディグランド）
地方と都市を繋ぎ、循環型エシカルブランドを創造する「レザーサーカス」

世界最高レベルの光吸収特性と耐久性を持つ太陽熱吸収体
導電スーパー柔軟フッ素ホースシリーズ

ユニティフォーラム５F

女性
活躍推進
知事特別賞

りそな九段ビル5F

KSフロア

全てのお子様とお家の方のためのプログラミング学習サービス「ユーバープログラミングスクールスクラッチコース」

14

これだけでできる！飲食店のインバウンド対策「タベルコト」

18

インテリジェント制御出力分配器「IOPD」
めざましカーテン mornin
03
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大賞

［ 製品・技術（ベンチャー技術）部門 ］

大賞

［ サービス部門 ］

ピッキング支援装置
「プロジェクションピッキングシステム 」

新感覚の自転車オリエンテーリング
「CYCLOG（シクログ）」

株式会社アイオイ・システム

株式会社Seabird

製品の概要

サービスの概要

工場の組み立てライン等で行われている部品や商品

・スマホアプリを使用した新しい自転車オリエンテーリング

のピッキング作業を収納庫などの大幅な改造をする

・制限時間内にエリア内の観光スポットを自転車でどれだけ回れるかを競う

ことなく誰でも簡単かつ迅速にできるようにした支

・観光スポット写真のSNSへの投稿やエリア内での飲食等により得点を獲得

援システム
株式会社

特徴

ピッキング指示

効果

ピッキング指示

・品名、数量、商品画像、動画、音声などで多彩な

ピッキングする
引出しを指示

事は不要

ピッキングする
数量・品名表示

・従来必要だった収納庫などの大幅な改造や配線工

運営・
プロデュース

▲ 製品使用例

・プロジェクションマッピングを応用して棚などに
作業指示映像を投影

委託料

集客

経済効果

【自治体・
観光協会等】

自転車オリエンテーリング「CYCLOG」

参加
【サイクリスト】
アプリで目的地（複数の
観光スポット、飲食店等）を確認

自転車で
各スポットへ移動

写真をSNSへ
投稿

・表示器の設置が必要な従来のピッキング支援シス
・従来品より低価格化を実現

原理

ピッキング指示用
プロジェクター

テムを導入できなかった小物棚にも対応可能

・棚上部に設置した超単焦点プロジェクターから文

することによりピッキング作業を認識

2017 世界発信コンペティション

2020年に向けた活用想定
多言語対応化に着手しており、
①インバウンド層の参加者への取込
②アウトバウンド施策として海外開催
など顧客層を広げていく

・工場、物流センター、

05

・SNSへの投稿により、地域の魅力を発信・拡散

③海外への権利販売

納入実績
調剤薬局

ピッキングミス
検出用カメラ

警報を出力

・IT化により低コスト、少人数でのイベント開催が可能

・参加者アンケートで90％以上が「とても楽しい」と回答

・引出しに貼付したマーカを高解像度カメラが識別

と作業ミスと判断し、

・複数の自治体等で大会開催実績あり（28年度6大会、29年度7大会予定）

・地域での消費活動（飲食等）により、直接的な経済効果も見込める

字等で作業情報を投影

・画像解析機能により、指示と異なる引出を開ける

セールスポイント

▲ ピッキングミスの警告

2017 世界発信コンペティション
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優秀賞

［ 製品・技術（ベンチャー技術）部門 ］

音響通信によるデバイス制御ソリューション

自立学習応援プログラム

「Another Track （アナザートラック）」
エヴィクサー株式会社

すらら「小学校低学年版」

女性
活躍推進
知事特別賞

株式会社すららネット

製品の概要

サービスの概要

情報を埋め込んだ透かし入り音を使って、スマートフォン等のデバイスをコントールする音響通信技術

特徴
・透かし音発信後0.1秒以内に対応デバイスで音を認識
・音による通信のため、電波のない環境や機内モードでもデータを伝達可能
・一度に多数の利用者が集まる場所で一斉同報通信が実現
・新たな設備投資が不要なため、低コストで容易な導入が可能

・発達障がいを持つ子どもでも楽しく学力を伸ばせるＥラーニング
事業
・学習塾や私立学校等にシステムを提供し、利用料収入を得る
仕組み

セールスポイント
・障がいを持つ子ども達の特性に合わせたカリキュラム構成や画面
の見やすさ、理解のしやすさを実現
・苦手を特定し、理解度に合わせて復習を促す機能等で個別最適の
学びを提供
・学習塾や私立学校約200か所、放課後等デイサービス8カ所で
導入実績あり

効果
・映画や舞台、美術館や博物館
で、スマートフォンに多言語
字幕をリアルタイムで表示
・音声ガイドや字幕ガイドにも
対応できるため、映画のバリ
アフリー上映が可能

優秀賞

［ サービス部門 ］

2020年に向けた活用想定
スタジアム・劇場
街頭ビジョン・IoT
などで多く実績

音認識
透かし マッチング
データ検出 同期

・人手やツールが不足していた特別な支援が必要な子どもたちの
学習に貢献し、未来の可能性を広げる

コインを動かして大きさ比較し並べ替え

光拡散・遮熱ファブリック「「エコフィックス」PRO」

カフェ感覚で気軽にパンプスをオーダーメイドできる「シューズカフェ」

ベンチャーマテリアル株式会社（「エコフィックス」開発コンソーシアム）

株式会社ミリメーター

製品の概要

サービスの概要

・日本古来の和紙を作る繊維と同様な構造を持つ糸を製織する
技術でカーテン生地として適用し、商品開発をした
・採光性・遮熱性・断熱性に優れ、高い省エネ性を有する

・一人一人の足に合うパンプスを気軽にオーダー
メイドできるサービス
・３Ｄ計測器と３Ｄプリンターを用いて靴の製造
工程を抜本的に改善

効果
・太陽光を取り入れ、柔らかな光で拡散して室内を明るくする
（UVを9割以上カット）
・日差しを和らげ、7度遮熱
・冷気を遮断し、4.2度保温
・通年で空調負荷を軽減
・ペアガラスやLOW-Eガラスと比較して低価格、かつ導入が容易

セールスポイント

▲ 製品使用例

・製造期間は従来の1/5（2週間）
・価格は従来の半額（5万円台）を実現
・かかとを上げた状態で計測でき、採寸の精度が向上
・8か月間の実績は190足、リピート率は40％超

2020年に向けた活用想定
・より計測が容易な新型の３Ｄ計測器（特許取得済）を活用して百貨店等との提携等を協議中
・世界中の靴に悩む女性にサービスを提供し、「3Dオーダーメイド」を発信していく

▲ 扁平断面糸

▲ 光線乱反射拡散

一般的な
フルオーダー
サービス

足の計測

木型の製作

靴の製作

工房で
職人が採寸

既存の木型を
職人の手作業で変形

職人の手作業

3D計測器により
店舗で気軽に計測

CADでデジタル処理し、
3Dプリンターで木型を出力

原理
・和紙の原料となる「コウゾ」や「ミツマタ」と同様な構造を
持つ扁平断面糸により、太陽光が乱反射し、光が均一に拡散透過
・糸を斜めに織る変形綾織りの技法を使い、ポリエステルで高密
度に織ることで生地の強度を高め、熱の出入りを抑制
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シューズ
カフェ

▲ 一般的な綾織の構造

職人の手作業

▲ 商品例

2017 世界発信コンペティション
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奨励賞

［ 製品・技術（ベンチャー技術）部門 ］

Qoncept 4D Tracker

Performance Plus（パフォーマンスプラス）

株式会社コンセプト

株式会社アルカディア･イーエックス

技術の概要

サービスの概要

女性
活躍推進
知事特別賞

▼ 主な利用企業

・アルバイト社員がスマホなどから、
毎日1分程度で自己を振り返り、
上司に直接コメントを発信できるツール
・上司は社員の状況を確認し、評価やコメントを返信

・スポーツ向けAI応用画像認識によるリアルタイム三次元位置計測技術
・ボールや選手の三次元位置や移動速度をカメラだけで瞬時に計算

特徴
・測定対象に影響を与えない（実
戦利用可＆選手への負担無し）
・処理速度が速い（テレビの生放
送で利用可能）
・圧倒的なコストメリット
→・海外製の競合技術では10台近くのハイスピードカメラで計測
・人員やコストも10倍以上かかるが、本技術は量販店で購入可能なカメラ２台とノートPCに、
オペレータ１名で実現

原理

セールスポイント
・入力結果が即時数値化・分析され、
上司や管理者が現場の実態をスピー
ディに把握しフィードバックが可能
・離職率が改善した例あり
・Eラーニングや連絡事項も配信可能

❶

❷

❸

自己振り返り

上長の目で再チェック

リアルタイム自動集計

（スタッフ）

（店長・上位者）

（管理者）

答と
選択回
ト入力
コメン
（1分）

2020年に向けた活用想定

・AI（機械学習）によって計測対象の検出と追跡を実現
・学習データベースは、競技ごとに事前に計測対象の画像を多数サンプリングすることで構築
・対象を追跡後は２台のカメラによるステレオ計測で三次元位置を推定

・現場と管理者の相互理解の深化を助け、
アルバイト社員の定着と活躍を促進する
サービスツールにする

分析と
声の
現場の
げ
吸い上

評価と
ト返信
コメン

❹
フィードバック・教育計画の再構築、昇級・昇給等

固体・ガス体試料を注射器感覚でGCに導入できる装置

Mono-Coto Innovation（モノコトイノベーション）

日本分析工業株式会社

株式会社Curio School

「キューリーポイントインジェクター

JCI-55」

製品の概要

特徴

▲ 製品外観

▲ 試料導入の様子

・注射器感覚で固体・ガス体試料の導入が可能
・持ち運びが可能なポータブル型
・分析の際に必要となる難しい前準備が不要
・一定の温度で加熱し分解する作業を、迅速かつ簡便に行うことが可能
・直接ＧＣに接続できるため、すぐに分析を行うことができる

⇒

⇒

パイロホイル
に包み込む

2017 世界発信コンペティション

⇒

試料管にパイロ
ホイルを投入

⇒

試料管を
製品にセット

・「部活動でほしくなるもの」など企業が出す課題に対し
て、中高生がチームでアイデアを考え、試作品を制作す
るプログラム
・企業のスポンサー料により運営
・公募により集まった中高生が無料で参加

2020年に向けた活用想定
分析完了

・日本の中高生から世界を変えるアイデア・
試作品を生み出し、イノベーション人材を
育てることを目指す

企業

Mono‑Coto
テーマA

アイデア

企業
スポンサー料

スポンサー料

Team A

スポンサー料

Innovation

テーマB

アイデア

Team B

テーマC

アイデア

Team C

中高生がチームを組んでアイデアを考え、試作品を創り上げる

・アイデアのみならずものづくりを体験することで、
中高生のキャリア教育につながる
「楽ジャグ」
・企業は中高生の発想により、新製品の
ヒントを得ることが可能
・製品化予定の試作品あり
⇒

ＧＣ注入口に挿入

企業

セールスポイント

使用例

試料を秤取る

大企業やきらりと光る技術を有するものづくり企業

サービスの概要

・固体・ガス体試料を注射器感覚で
ガスクロマトグラフ（ＧＣ）に導入できる装置
・従来品と比較して、より正確な定量分析が可能
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奨励賞

［ サービス部門 ］

クロステックスポーツ㈱

▲ 試作品
▲ 決勝大会の様子

2017 世界発信コンペティション
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特別賞

［ 製品・技術（ベンチャー技術）部門 ］

特別賞

［ 製品・技術（ベンチャー技術）部門 ］

認知トレーニングエルゴメーター「コグニバイク」

ミライスピーカー

インターリハ株式会社

株式会社サウンドファン

製品の概要

製品の概要

・認知トレーニング、下肢筋力強化エクササイズ、動画視聴をしながらの
自転車エクササイズができる、PC搭載のエルゴメーター
・PC内アルゴリズムで①有酸素運動と②計算などの認知課題、の効果的な
二重タスクを提供する

曲面の振動板から音を発生させる「曲面サウンド」により、難聴
者・高齢者も含め、すべての人に遠くまではっきりと音による情報
を届けるスピーカー

特徴

特徴

・認知課題の成績に連携して運動負荷を変化させることで、単体よりも複雑
かつ豊富なデュアルタスク課題を用意
・個々人に合わせた自動難易度調整アルゴリズムにより最適な課題を提供

・一点の音源から音を発する従来のスピーカーとは異なり、
バイオリンの音と類似した曲面サウンドの言葉や音楽が
遠く耳元まで到達
・あらゆるシーンの音響設備に追加導入するだけで、簡単に
音響環境を構築できる

▲ 製品外観

期待される効果

▲ 製品外観

・脳血流量増加による認知症の抑制

ナノファイバー溶融紡糸量産型製造装置

白濁排ガス用ノンサンプリング瞬間気化式光散乱ダスト濃度計「DDM-TMA1」

関西電子株式会社

株式会社田中電気研究所

製品の概要

製品の概要

熱可塑性ポリマーを原料とするナノファイバーの量産
型製造装置

白煙が排出される煙道で、水蒸気に隠れて見えない「ばいじん」だけを
連続測定できる小型軽量のダスト濃度計

特徴

特徴
・高分子樹脂を溶解して微細ノズルより高圧エアーで
噴出し、超細径の長繊維ファイバーを量産
・業界トップの量産性能（1時間当たり8kg）

▲ 製品外観

▲ 製造したナノファイバー

効果

▲ 製品設置例

効果

・製造したナノファイバーは、優れた性能から、吸音材、断熱・保温材、アグリ資材、エアフィルター、吸油シート
等として活用

・PM2.5の発生源である石炭火力発電所の排煙脱硫装置出口のばいじん濃度の連続監視が可能
・白煙を透明にして排出する再加熱器GGHの設置が不要になるため、使用燃料の削減によりCO2削減に貢献

お肉、魚をやわらかくする果実調味料「梅ソフトのめぐみ」

レーザクリーニング装置「イレーザー
【ELASER】 」

株式会社キティー

東成エレクトロビーム株式会社

製品の概要

製品の概要

国産の梅酢や発酵大麦エキス等により、肉や魚の旨みを引き出しながら
おいしくやわらかくする果実調味料

金属表面上の樹脂・塗装・錆等の汚れをレーザで除去する装置

特徴

特徴
・梅酢や焼酎粕などの国内の未利用資源が主原料であり、安心・安全
・使用することで電子レンジで温めなおしても出来上がりと同じような
食感を再現

効果

未使用

使用

▲ 使用比較（鶏唐揚げ）

・梅酢に含まれるクエン酸などの有機酸や塩により、肉の保水力を増進し、ジューシーかつ適度なやわらかさを実現
・大麦発酵エキスの力で原料由来の畜肉臭をマスキング
・魚醤の効果で素材本来の旨みアップ
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・排ガスの流速変化の影響を受けずに連続してばいじん濃度測定が可能
なノンサンプリング式
・サンプリング式ダスト計と比較すると簡単な機器構成であり、軽量化
を実現（重量30kg 、設置が容易）

2017 世界発信コンペティション

・レーザを当てるだけのドライ（非接触）な洗浄
・小型で可搬性に優れており、大型の洗浄物などを移動させることなく洗浄可能
・家庭用100V対応で、ランニングコストは電気代のみ（＠10円／h未満）

効果
・母材にダメージを与えない
・トータル工数の削減
・廃液処理や騒音の問題が無く、環境にやさしい

▲ 製品外観
◀ 洗浄事例（洗浄前／洗浄後）

2017 世界発信コンペティション
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特別賞

［ 製品・技術（ベンチャー技術）部門 ］

特別賞

［ 製品・技術（ベンチャー技術）部門 ］

トランクソリューション

導電スーパー柔軟フッ素ホースシリーズ

トランクソリューション株式会社

株式会社八興

製品の概要

製品の概要

体幹機能の活動を促し、歩行及び身体能力を向上させる装具

各種溶剤や薬品などの可燃性流体用ホース

特徴

特徴

・良姿勢が身に付く
・骨盤を前傾させるモーメントが働く
・高齢者からアスリートまで活用可能
・動力のないシンプルで安全な構造

▲ 製品外観

▲ 装着時

効果

・ホース内部で発生する静電気を、導電性樹脂と内部の金属線で除電するこ
とにより、可燃性物質の着火を引き起こすような静電気放電を未然に防止
・内面に構成された導電性フッ素樹脂により、ホース全体の帯電を防ぐ

▲ 製品外観

活用例

・転倒のリスクである猫背を改善
・姿勢を正すことにより腰部負担が減少
・骨盤が前傾し、足が振り出しやすくなる
・姿勢維持や歩行に重要なインナーマッスルが賦活化

・石油化学プラント・薬品工場での可燃性流体の搬送
・化粧品・アルコール類・香料などの揮発性流体の搬送
・塗料・インク工場での各種溶剤の搬送

排泄予知ウェアラブル「DFree」

インテリジェント制御出力分配器「IOPD」

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社

理化工業株式会社

製品の概要

構造例 ▶

製品の概要

人体に影響のない超音波センサーで膀胱の変化
を捉え、排尿のタイミングを通知

複数チャンネルのヒータ電力の制御において、
最大電力の抑制を実現するインテリジェント電力分配器

特徴
・膀胱の膨らむ大きさやスピード等の個人差を
機械学習により最適化する仕組み
・取得したデータをクラウド上に送信して、独
自のアルゴリズムで解析

効果
・電源サイクル毎のオン電力合計値の抑制により、電源設備を小型化し、
▲ 製品外観
オン電力の平準化により電源電圧のフリッカを抑制
・各チャンネルの出力電力の適切な値への制限により、最大電力消費量
を低減し、デマンド電力の抑制により電力コストを削減
・ゼロクロスソリッドステートリレー（安価な電力制御機器）により、低ノイズ、低高調波（位相制御と比較）の
高速電力制御の実現と設備コスト削減

▲ 製品外観

効果
・排泄介助のタイミングを最適化することで、介護業務の効率化を実現
・自立排泄の支援により、利用者のQOLが大きく向上

世界最高レベルの光吸収特性と耐久性を持つ太陽熱吸収体
ナノフロンティアテクノロジー株式会社

女性
活躍推進
知事特別賞

製品の概要

めざましカーテン mornin
株式会社ロビット
製品の概要

①カーボンナノチューブ太陽熱吸収体
▼ 開発品：
・世界最高レベルの光吸収率99％
反射なし

②金属酸化物太陽熱吸収体
・世界最高の光吸収率と耐熱性

▼ 既存品： ▼ 開発品：
はがれ

剥離なし

ワンタッチで簡単にカーテンレールに取付できるIoT活用型
カーテン自動開閉機

特徴
・設定した時間に自動でカーテンを開閉
・リモコン感覚で、スマートフォンから手軽にカーテンを開閉
・１台のスマートフォンで最大４台と接続可能

▲ 拡大図

特徴・原理 塗膜は細孔構造になっている。この細孔が光吸収率を大幅に向上

▲ 拡大図

効果

▲ 製品外観

太陽の光を浴びることで、睡眠ホルモンの分泌が抑えられ、すっきりと目覚めることが可能

効果・応用 太陽熱発電の集熱部に塗布して利用。高光吸収で発電効率向上
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特別賞

［ サービス部門 ］

ルナフルージュの花衣 〜hanagoromo〜

フィジカルチャレンジャーSNS「OpenGate」

（訪日外国人らのコト消費として、生花を身に纏い撮影するサービス）

株式会社アクティベートラボ

株式会社シタシオンジャパン

サービスの概要

サービスの概要

・身体障害者に特化したソーシャル・ネットワーキング・サービス
・利用対象は身体障害当事者、ご家族、介護者、医療従事者、法人等
・身体障害者関連サービス提供事業者からの広告料で運営

・生花を頭や身体に纏ったまま、写真撮影やパーティー等に
参加できるサービス
・フラワーアーティストが一人ひとりに合わせた生花を活けていく

セールスポイント

セールスポイント

・身体障害による同じ悩みを抱える人たちのコミュニティを創出
・登録した障害情報をもとに、障害に合った製品やサービスの情報を
提供する仕組み（身体障害者特化属性情報（特許取得済））

・造花ではなく生花を身に纏う体験
・生花を身に纏った上で通常動作が可能
・写真撮影は、プロのカメラマンが対応

2020年に向けた活用想定
障害部位が
ひと目で分かる
アイコン

・家電量販店と提携協議中のEC事業や、OpenGate上で身体障害向けの採用情報発信
の仕組みも検証中であり、障害者のQOLを高めるプラットフォームを目指す

・訪日外国人へのメモリアル（コト消費）提供を行いたい
・日本の生け花とモダンファッションの融合としての花衣〜hanagoromo〜をグローバルに発信したい

スポーツの先生とお留守番「スポーツシッター」

株式会社QLCLE

株式会社スポーツシッター・ジャパン

サービスの概要

サービスの概要

セールスポイント

・360度画像の撮影・提供サービス
・①回転台に乗った被写体を一回転させて撮影
②サーバー上で360度画像を作成
③自動生成されるＱＲコードレシートをスマホ
等で読み込む
④触って回せる画像コンテンツが配信される

・スポーツインストラクターとベビーシッターを組み合わせた
屋外型シッターサービス
・学校や塾へ迎えに行き、公園などで遊びながらスポーツ指導

・独 自 開 発 の 撮 影 装 置 に
より、撮影から提供まで
約１分
・可搬性が高く、場所を選ば
ず撮影イベントができる
・SNSにも投稿可能
・ECサイト商品にも適して
いる

セールスポイント
・ご家族の急な体調不良や残業にも対応可能
・子供の体力低下の原因といわれる外遊びの減少を解決
・子育て経験者スタッフには育児の悩みも相談できる

2020年に向けた活用想定

2020年に向けた活用想定
▲QRコードレシート

・パッケージ化と小型化を進めて宅配便で届けられるサイズ
にし、海外イベントでの活用も視野にいれる

▲触って回転

ネットミル見守りサービス

TANREN株式会社

サービスの概要
・電気の使用量の変化をモニタリングし、
見守られる独居高齢者の安否を確認する
仕組み
・異常時に知らせるだけでなく、見守る側
がいつでもどこからでも、PC・スマホ
で電気の使用状況を確認することが可能

ネット
ミル

異常お知らせ
メール

自動で
データ送信
分電盤
に配置

見守り者

セールスポイント
・分電盤への取り付けはワンタッチ
（工事不要。女性や高齢者でも設置可能）
・見守る側にとって、異常を待つだけの不安感を解消
できる仕組み

2017 世界発信コンペティション

・共働き世帯の新たな選択肢として子育てをサポート
・外国人観光客へ日本のスポーツ文化体験の場を提供したい

ナレッジシェアアプリ TANREN

志幸技研工業株式会社
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2020年に向けた活用想定

QLQL（クルクル）

▲撮影セット

特別賞

［ サービス部門 ］

スマホ、PCで
使用状況確認
（国内OK）

サーバー

利用者宅

2020年に向けた活用想定
・地域のケアサービスとして全国自治体との連携を想定
・海外通信キャリアとの提携を予定しており、国内のみ
ならず海外在住者や旅先でも見守りができるように
する

接客練習
クラウドで

サービスの概要

可視化

・接客練習風景を短尺動画で記録、共有するアプリ
・共有された動画を見て上司が評価や指導を行う
・成功事例等を可視化し、接客力向上を目指す

セールスポイント
・ノウハウとその評価を蓄積することで、どのような接客が
高い実績を上げているか明確になる
・社内やグループで共有化されることで、時間がなく、属人的
な研修体制が改善される

2020年に向けた活用想定
・ おもてなし を掲げたオリンピックに向け、接客/接遇を鍛錬する教育サービスとしたい

2017 世界発信コンペティション
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特別賞

［ サービス部門 ］

特別賞

［ サービス部門 ］

マップコレクションアプリ Diground
（ディグランド）

これだけでできる！飲食店のインバウンド対策「タベルコト」

ディグランド株式会社

合同会社リルワールド

サービスの概要
・地図上に写真やコメントを
タイムカプセルとして埋め込み、
オリジナルMAPを作成・共有できるアプリ
・法人向けには、イベントでの
スタンプラリーのような活用法で提供

セールスポイント

サービスの概要
・日本語で登録するだけで多言語WEBサイト
や英語メニューの作成、海外PRが可能
・安価な利用料金で、簡単にプロが行う翻訳
で情報発信できる

・他のユーザーの作成したMAPを
自由に取得できるプラットフォームであり、
ニッチなスポット情報を入手可能
・その場に行く動機を生み出し、
地域経済への効果を見込む

スマホ・PC・タブレットで
カンタン入力！

セールスポイント

2020年に向けた活用想定

多言語WEBページ
英語メニューが出来上がる！

2020年に向けた活用想定

・ワンストップで、飲食店のインバウンド対策
ができる
・システム化することで低料金での提供が可能
・ウェルカムメッセージなどを発信でき友好的
な受け入れ態勢を整えられる

・全国的に不足している通訳案内士のガイド映像を取り
まとめ、位置情報と連動させたMAPを作成・配信
・訪日旅行者は質の高いガイドを低価格で受けることが
でき、通訳案内士は新しい収益源を獲得

プロ翻訳者が
お店情報を翻訳！

・訪日外国人を友好的に受け入れられる飲食店が増え、気持ち
よく食事を行うことで、日本での旅行全体の満足度を上げて
いきたい
・世界中に日本の食の魅力を発信
・「町ぐるみ」で飲食店のインバウンド体制を整えやすい仕組み
も提供

地方と都市を繋ぎ、循環型エシカルブランドを創造する「レザーサーカス」

山口産業株式会社
サービスの概要
・獣害対策で捕獲した動物皮の産地と革製品の
作り手や売り場、消費者をつなげる仕組みを提供

〈レザーサーカスのビジネススキーム〉
①
②東京の技術力

なめし工場

●（なめし加工サービス）
墨田区のなめし工場で
獣皮を獣革素材に加工

②

オールジャパンのものづくり

セールスポイント
・獣害対策で生じたイノシシやシカの皮を
無駄なく使うことができる
・産地と作り手・売り場でWin-Winの関係を構築し、
獣皮資源とものづくり技術を活かす事業

獣害産地

作り手
●（コーディネートサービス）
東京23区に広がる作り手
が皮革製品に加工

2020年に向けた活用想定

①産地の資源

皮から革へ、
獣害対策の有効活用
全国2,000市町村での
獣害対策
⇒排出される獣皮を
有効資源化

売り場
②

③

消費者

③TOKYOのチカラ

エシカルブランドの構築

（認証ロゴマーク提供サービス）
高感度な売り場と消費者による
新たな皮革消費文化を形成

・東京の地場産業 皮革製品づくり の技術力で、オールジャパンのエシカルブランド商品を発信
・東京の地の利を生かし、国内外の観光客に向けた参加型イベントで発信力を高めるなど、
新たな皮革消費文化を形成したい
全てのお子様とお家の方のためのプログラミング学習サービス

「ユーバープログラミングスクールスクラッチコース」
ユーバー株式会社
お問い合わせ先

サービスの概要
・学びやすさ、教えやすさを追求したオリジナル教材
を使用した子供向けプログラミング学習サービス

セールスポイント
・大手スクールの５０％以下という低価格、選べる学習
スタイル（通学／ホームワーク）、ノウハウのつまった高品質な教材、
環境にかかわらず全ての子供が平等に学ぶことができる

2020年に向けた活用想定
・プログラミング学習の必修化で変化する職業、
要求されるプログラミング的思考力育成に対応
・IT業界を退職した母親層へも教材販売を通し、活躍の場を提供する
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製品・技術（ベンチャー技術）部門
東京都産業労働局商工部創業支援課
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
都庁第一庁舎30F中央
TEL：03-5320-4763
FAX：03-5388-1462
E-mail：S0000474@section.metro.tokyo.jp

サービス部門
公益財団法人東京都中小企業振興公社
事業戦略部中小企業世界発信プロジェクト事務局
〒101-0024
東京都千代田区神田和泉町1-13
住友商事神田和泉町ビル9F
TEL：03-5822-7239
FAX：03-5822-7238
E-mail：compe@sekai2020.jp
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