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■世界発信コンペティションとは
　東京では「スポーツ・健康」「バリアフリー」「環境」「観光・おもてなし」をはじめ
とする幅広い分野で中長期的に様々なビジネスチャンスが見込まれています。 
「世界発信コンペティション」は、中小企業の製品・技術、サービスの開発や販路開
拓を促進し、その優れた製品やサービスを国内外に発信するため、「製品・技術（ベン
チャー技術）部門」「サービス部門」の ２ つの部門でコンペティションを実施します。
革新的で将来性のある製品・技術、サービスについて表彰し、開発・販売等奨励金を
交付します。

■表彰
　２０１８年は、製品・技術（ベンチャー技術）部門９４件、サービス部門４７件の応募が
あり、その中から優れた製品・サービス３０件が受賞となりました。
　２０１８年１１月１４日（水）東京ビッグサイトにて表彰式を開催しました。受賞企業に
は、東京都より表彰状、副賞の開発・販売等奨励金などが贈呈されました。

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、表彰状と記念品が贈呈されました。

審査の流れ

一次審査
（書類審査）

二次審査
（プレゼン審査）

三次審査
（表彰候補審査）

受賞企業
決定

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】

大賞 表彰状、トロフィー、開発・販売等奨励金３００万円（ １ 社）
優秀賞 表彰状、トロフィー、開発・販売等奨励金１５０万円（ ２ 社）
奨励賞 表彰状、トロフィー、開発・販売等奨励金１００万円（ ２ 社）
特別賞 表彰状、開発・販売等奨励金５０万円（１２社）

サービス部門
【東京都革新的サービス大賞】

大賞 表彰状、トロフィー、開発・販売等奨励金３００万円（ １ 社）
優秀賞 表彰状、トロフィー、開発・販売等奨励金１５０万円（ ２ 社）
奨励賞 表彰状、トロフィー、開発・販売等奨励金１００万円（ ３ 社）
特別賞 表彰状、開発・販売等奨励金５０万円（ ７ 社）

■受賞企業

製品・技術（ベンチャー技術）部門受賞企業一覧
賞 企業名 応募製品・技術名称 女性賞 ページ

大賞 H2L株式会社 触感型ジェスチャ入出力装置「UnlimitedHand」と「FirstVR」 ２
優秀賞

（ ２ 社）
株式会社TBM 新素材LIMEX（ライメックス） ３
パロニム株式会社 「TIG」 ３

奨励賞
（ ２ 社）

株式会社イノフィス 腰補助用マッスルスーツ　スタンドアローン 4

株式会社ナリシゲライフメッド マイクロツールの位置決め方法及びマイクロマニピュレータ装置  代表取締役 4

特別賞
（１２社）

アイメックス株式会社 低温・凍結粉砕ビーズミル ５
株式会社アサップシステム 短距離走タイム計測器「マジラン」 ５
株式会社アタゴ ポータブル非破壊糖度計 6
株式会社カテラ サイドホールカテーテル「リキシRikishi」 6
カミエンス・テクノロジー株式会社 超高精細画像閲覧システム「テラシンセ・ミュージアム」 ７
コデン株式会社 アニマルック　AL-3 ７
精電舎電子工業株式会社 超音波溶着機　SONOPET JⅡ 8
株式会社ソニック 空港における低層風情報提供システム「SOLWIN」（ソルウィン） 8
株式会社高桑製作所 一枚鉸（ひとひらしぼり） 9

日本ビジュアルサイエンス株式会社 多角的偏光イメージング装置
「Polamazing®（ポーラメージング）1000」 9

ノバルス株式会社 乾電池型IoT MaBeeeコントロールモデル/モニタリングモデル １０
MIRAI-LABO株式会社 リフィルバッテリー式発電機　G-CROSS １０

サービス部門受賞企業一覧
賞 企業名 応募サービス名称 女性賞 ページ

大賞 株式会社フーモア プロモーション漫画 １１

優秀賞
（ ２ 社）

株式会社グリーン・シップ ロボットコールセンター  代表取締役 １２

株式会社クレスト プロジェクションマッピングサービス提供【CPMap】 １２

奨励賞
（ ３ 社）

エーテンラボ株式会社 三日坊主防止アプリ「みんチャレ」 １３

押入れ産業株式会社 レンタル収納スペースPiO   開発責任者 １３

株式会社POOL
アートなレクリエーションで「応援する文化」をつくろう

「ミラクルペイント・アンバサダープログラム」
１4

特別賞
（ ７ 社）

株式会社川村インターナショナル 「みんなの自動翻訳＠KI（商用版）」 １4
株式会社こころみ 親の雑誌 １５
株式会社シンカ おもてなし電話 １５
株式会社トラべリエンス TripleLights １6

株式会社ハッカズーク アルムナイ・リレーション構築サービス
「official-Alumni.com」 １6

株式会社ビッツ クラウド型自転車レンタルシステム「cyve」 １７
ユカイ工学株式会社 音声コミュニケーションロボットBOCCO １７

■応募概要
主な応募資格
・ 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または個人事業主
・ 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のできる

もの

募集期間
　２０１８年 ３ 月１２日〜２０１８年 5 月２5日

対象となる製品・技術、サービス
【製品・技術（ベンチャー技術）部門】

製品・技術の開発が終了し、平成２5年 ７ 月 １ 日〜平成３０年 ７ 月１日に日本国内
において自社名義で販売又は提供を開始している製品・技術

【サービス部門】
サービスの開発が終了し、平成２5年 ７ 月 １ 日〜応募受付までに日本国内におい
て自社名義で販売又は提供を開始しており、売上実績があるサービス
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大賞
世界発信コンペティション 製品・技術（ベンチャー技術）部門

前腕の筋肉を刺激し読み取り、仮想触感・リハビリ等が可能な技術

触感型ジェスチャ入出力装置「UnlimitedHand」と「FirstVR」
電気刺激と光学式筋変位センサによる触感型ジェスチャ
入出力装置「UnlimitedHand」は擬似触感の入出力を
可能にした初めての装置です。また、光学式筋変位セン
サアレイにより手指の動きを検出する技術により特化し
た製品が「FirstVR」です。

① 「UnlimitedHand」は、電気刺激によりユーザーの手指を動して擬似触感を出力し、光学式筋変位セ
ンサにより腕の筋肉の膨らみから手の動きを PC に入力

② 「FirstVR」のコントローラは、14 チャンネルの光学式筋変位センサアレイを搭載しており、大量
の筋肉の膨らみのデータを機械学習することによって手指の動きを PC に入力

ここがスゴイ！

お客様（利用者）の声 開発者の声
H2Lは触感伝達の技術の研究・開発を進めております。電気刺激によ
り人体へフィードバックを与えることができる技術と、筋変位センサ
によって人の動きをアウトプットする技術で、身体の動きを VRや
ARなどと連動することにより、未来への可能性はより広がっていく
と考えております。多くの方に製品を使っていただければ幸いです。
左 : 玉城 絵美  H2L株式会社 創業者／早稲田大学 創造理工学研究科   
                    実体情報学博士プログラム ,准教授／ JSTさきがけ 研究員
右 : 岩﨑 健一郎  H2L株式会社 代表取締役

【UnlimitedHand】
・電気刺激で自分の手指が動かされるのは初めての体験、すごいです。
・VR と合わせると、本当に手に何かが乗ったような触感を感じます。
[ 導入実績 ] イベントでの VR 触感体験 /MR の空中映像の操作 / 大学院生などの研究機材

【FirstVR】
・筋変位センサを使っているから、手のジェスチャでコントロールできるというのがいい！
・手に何も持たなくていいのが良い。装着感もお手軽。
・自分で作ったアプリのコントローラとして使いたい！

[ 導入実績 ] 企業による新しいコンテンツ制作のための機材 / 開発者によるアプリゲームへのコントローラとしての使用 / 専門学校の制作アプリのコントローラとしての使用

H2L 株式会社　〒135-0064 東京都江東区青海 2-7-4 /Mail: info@h2l.jp  http://www.h2l.jp
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石灰石を主原料とし、紙やプラスチックの代替となる革新的新素材

新素材LIMEX（ライメックス)

石灰石を主原料とし、原料に水や木材パルプを使用せず紙の代替や、石油由来原料
の使用量を抑えてプラスチックの代替となる、日本発の新素材です。

①「環境負荷」 
通常１tの紙を作る場合、20本の木と100tの水を消
費するが、LIMEXは木を使用せず、水もほとんど使用
しない

②「高い耐久性と耐水性」 
ラミネート加工せずとも耐水性・耐久性があり、レス
トラン、冷蔵領域などでもそのまま使用できる

③「エコロジーとエコノミーを両立できる」 
日本でも唯一100％自給自足できる安価な鉱物資源

「石灰石」を主原料としている

ここがスゴイ！

株式会社 TBM　
〒104-0061  東京都中央区銀座 2-7-17 6F 
TEL.03-3538-6777
URL.http://tb-m.com/

世界発信コンペティション 製品・技術（ベンチャー技術）部門

動画中の情報に触れるだけで、その詳細ページへ誘導できる技術

「TIG」
動画内のあらかじめ情報が埋め込まれている部分にユーザがタップするだけで
検索をせずに、その情報の詳細ページへリンクできる動画拡張技術です。

お客様（利用者）の声 発明者の声

①動画の世界観やストーリーを邪魔しない UI・UX
②高性能な追従技術を搭載した TIG 編集ツール
③ 従来のプレイヤーで計測できていた再生数や視聴完了

率の他に「視聴行動データ（動画へのタップ数、情報
のストック数、リンク先へのジャンプ数等）」の取得技術
を搭載（特許取得済）

④ 重なり合う物体への奥行メタデータ管理技術を搭載（特許
取得済）

ここがスゴイ！

動画は、視聴者の様々な「感情」
を喚起します。その「感情」を
熱いうちに「行動」へつなげる。
ぜひ皆様と動画を通じた新しい
文化を作りたいです。
代表取締役　小林道生

●なんとなく視聴者がこれまで「こういうことができたら
いいな」と思っていたことを形にした技術。

●操作性の楽しさや気持ちよさはもちろん、ストックできる
という UX がこれからの Web 行動をよく体現している。

●前後に重なる物体へのメタ管理や、圧倒的に粒度の高い
解析データは特許取得していることも併せ魅力。

お客様（利用者）の声
「今までのメニュー表はすぐに汚れて取り替えなくてはいけな

かったが「LIMEX」に替えてからは、汚れがすぐに拭けて、
耐久性もあるので破損による交換も少なくなった」

「いつも夕方にはボロボロになってしまうガイドブックが水を

こぼしても新品のようにきれいなので保存したくなる」
「野外フェスで突然の雨に、このマップを広げたら傘として利

用できてとても助かった」

パロニム株式会社　
〒108-0073  東京都港区三田 1-1-15  
TEL.03-6809-4480
URL.https://www.paronym.jp

優秀賞

優秀賞世界発信コンペティション 製品・技術（ベンチャー技術）部門
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電力不要！人工筋肉のはたらきで、動作をアシストする装着型ロボット

腰補助用マッスルスーツ　スタンドアローン

不妊治療におけるマニピュレーターの操作性の向上

マイクロツールの位置決め方法及び
マイクロマニピュレータ装置

人手不足対策、腰痛予防に！
安全で、使いやすく、強い補助力で作業負担を軽減します。

主に分子生物学・発生工学・遺伝子工学等の範疇にて哺乳動物卵子・
細胞を用いた実験等で使われるマイクロマニピュレーターです。
身近には不妊治療の顕微授精に使用されています。

お客様（利用者）の声

お客様（利用者）の声

開発者の声

開発者の声

電気、センサーは不要。空気で動く！
①強い補助力：最大 25kgf を発揮
②幅広い利用環境：水場や野外も OK
③いつでも使える：充電要らず、稼働時間にも制限なし
④作業に集中できる：スイッチ操作等は不要
⑤ 10 秒で装着： 手順は 2STEP だけ

ここがスゴイ！

① ピペット（先端ツール）の取付角度調整等の準備時間
の短縮を実現

②高い駆動部剛性で針先の振動リスクを低減
③ 一度顕微鏡視野下に収めたツール先端は見失うリスク

が低く、操作中の不慮の事故（ピペット先端の破損）
が極端に少ない

ここがスゴイ！

株式会社イノフィス　
〒162-0825  東京都新宿区神楽坂 4-2-2 

東京理科大学　森戸記念館 3F 
TEL.03-5225-1083　URL.http://innophys.jp

株式会社ナリシゲライフメッド
〒157-0062  東京都世田谷区南烏山 6-34-5 
TEL.03-3308-8007
URL.http://www.narishige.co.jp

利用者の求める物を追求し、極限
までシンプルにそれを実現した
結果がこのマッスルスーツです。
世界的に最も多く使われている
アシスト装置で、今後も利用者目
線で、さらに良い物を目指して開
発を続けたいと思います。
東京理大学教授／イノフィス創業者
小林　宏

介護施設、工場、物流施設、建設現場、農業な
どの現場から…
・「腰を痛めて休むことが減った」
・「職場環境の改善に役立っている」
・「使用が簡単で導入しやすい」
などといった声が届いています！

・顕微授精トータルの時間が短縮された。
・複数操作者間で統一したオペレーションが可能になった。
・角度調整が簡単で初心者でも安心して操作が行なえる。
・見た目がロボ。メカ好きにはたまらない見た目にワクワク。 
・電動じゃないのに、先端の退避復帰機能があることにビックリ。 

永年の評価を得ている基本
操作性能の更なる向上と
ユーザビリティの向上の両
立が開発の最大のポイント
です。
技術部部長付　野村 徹

世界発信コンペティション 製品・技術（ベンチャー技術）部門 奨励賞

奨励賞世界発信コンペティション 製品・技術（ベンチャー技術）部門
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新たなイノベーションに貢献する低温・凍結粉砕ビーズミル

低温・凍結粉砕ビーズミル
当装置は、ビーズミルの技術を応用し、液体窒素の中で粉体を凍結微粉砕
する技術です。

お客様（利用者）の声 開発者の声

① 常温では難しかった樹脂の微粉砕（μmレベル）が可能
② ドライアイスビーズを使用することによって、医薬品

をコンタミレスで微粉砕することが可能
③不活性環境中での処理が可能

ここがスゴイ！

「他社にはない、オンリーワン製品の実現を
目指したい。」私たち装置メーカーとしての
強い思いが、今回の低温・凍結粉砕ビーズミ
ル開発の始まりでした。この低温・凍結粉砕
ビーズミルで高品質な微粉体を提供し、国際
社会に貢献していきたいと考えています。
専務取締役　技術開発本部長
五十嵐　章裕

今までは、樹脂を凍結させハンマーミルで粉砕し
ていましたが、粉砕熱で樹脂が溶融し、微粉砕が
難しい状況でした。低温・凍結粉砕ビーズミルを
使用し LN2 中で粉砕することで、高い低温脆性
の効果が得られる為、粉砕熱の影響も無く、求め
ていた粒子径まで微粉砕ができました。

アイメックス株式会社　
〒131-0045  東京都墨田区押上 1-38-4
TEL.03-3624-5327
URL.http://www.aimex-apema.co.jp/

1/100 秒のタイム測定を一人で計測できるタイム計測器

短距離走タイム計測器「マジラン」
ストップウォッチ計測の誤差 0.2秒を無くして、本番同様 1/100秒単位の計測を練
習時から行いたい！そんなマジに走りを追求するアスリートのためのタイム計
測器「マジラン」。

お客様（利用者）の声 開発者の声

① 本番同様の 1/100 秒計測
② 一人で計測ができる
③ 面倒な設置は不要（腕にセンサー、ゴールにリーダー

を置くだけ）
④どんな距離にも対応（5m 走でも 800m 走でも）
⑤フライングを自動判定

ここがスゴイ！

短距離走のタイム計測において、練習ではストップ
ウォッチ計測が当たり前です。しかし、ストップ
ウォッチ計測は手動でボタンを押す為、約 0.2 秒程
度の誤差が生じます。この誤差を無くしたい・・・
そこで 1/100 計測が出来るタイム計測器「マジラ
ン」の開発を 4 年前から行い製品化いたしました。
代表取締役　斎藤信之

ストップウォッチ計測の誤差は、陸上選手なら誰もが違和感を感じてま
す。競技場に設置されているような高価なタイム計測器は到底購入する
事ができません。有線式のタイム計測器を使用しておりましたが、設置
が面倒であったり、線が切れてしまったり・・・マジランは、無線式で
設置が簡単。フライングの練習やラップタイムが計測できます。一人で
も計測できるので、日々の練習から手軽にタイム計測が出来そうです。

株式会社アサップシステム
〒198-0042  東京都青梅市東青梅 2-18-5 セトル東青梅 109 
TEL.0428-78-4095
URL.http://www.asap-sys.co.jp

世界発信コンペティション 製品・技術（ベンチャー技術）部門 特別賞
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本製品は、従来の果物の汁
を絞って測定する方法とは
異なり、果物をそのまま測定
部に乗せるだけで糖度測定
が可能なため、果物の全数
検査を可能としました。また

従来よりも極端な低価格化を実現し、これまで
なかなか購入に踏み切れなかった農家やスー
パーのバイヤーの方への提供を見込んでいま
す。今後もトマト、マンゴー、メロンとさらに
ラインナップを広げ、また果物に限らず、水産
物の脂肪や水分の測定などへもアプリケーショ
ンを広げていきたいと考えております。
代表取締役社長　雨宮秀行

果実の糖度を非破壊で測定可能なハンディタイプの糖度計

ポータブル非破壊糖度計
果実を傷つけることなくそのまま非破壊で測定できる糖度計です。
携帯モデルのため手軽に持ち運んで測定が可能です。

お客様（利用者）の声 開発者の声

①  LED、バンドパスフィルタの採用により、他社より
も小型、低消費電力、低価格化を実現

② リング状の光学素子による光学設計により、光を果
実に効率よく均一に照射できるようにした

ここがスゴイ！

「樹になっているぶどうにも当てやすい。」
知人の紹介で光センサーを知りました。出荷
の目安確認のひとつとして使用したり、新し
い品種が出てきた時の品質の確認にも用いて
います。光センサーは、小さくて重くもなく、
樹になっているぶどうにも当てやすい点が気
に入っています。また、他メーカーに比べ手
が出しやすい価格帯なところも嬉しいところ
です。 望月農園様

株式会社アタゴ
〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー 23F 
TEL.03-3431-1940
URL.http://www.atago.net/

高度石灰化病変を対象にした革新的な血管内治療カテーテル製品

サイドホールカテーテル
「リキシ Rikishi」

リキシ Rikishi は、治療が難しい浅大腿動脈（SFA) の完全閉塞病変 (CTO)
用の血管内治療カテーテルです。
側孔付カテーテルと先端アングルカテーテルで構成されています。

お客様（利用者）の声 開発者の声

① カテーテル側孔部を病変部位に配置させることで側
孔より治療デバイスを簡易に導入することが出来る

② ガイドワイヤー等の治療デバイスの方向性を安定し
て保持できる

③ カテーテル全体が、デバイスの強い挿入バックアップ
となる

④ 独自性のあるカテーテルとして、特許2 件を取得している
（特許第5977291 号 ＆ 特許第5995806 号）

ここがスゴイ！

社員 10 名の中小企業である株式会社カテラと
同愛記念病院（墨田区）高橋保裕医師と共同開
発し、臨床試験、特許取得、薬事申請を行い製
品化した商品です。細部に拘り、中小企業でも
出来るとのチャレンジ信念で、試作着手から製
品化までに 5 年半費やし完成させました。
代表取締役　岡田浩孝

2017 年、2018 年のメジャーの全ての医学
会で、この製品の新規性について取上げられ、
新たな治療手技方法の提案として高い評価を
受けています。末梢血管手術を行う全国
150 施設の医療機関で導入され、血管内の
手術で使われています。

株式会社カテラ　
〒111-0032  東京都台東区浅草 4-38-1 
TEL.03-5808-3988
URL.http://www.katera.org/

従来のカテーテル

サイドホールカテーテル　リキシ

世界発信コンペティション 製品・技術（ベンチャー技術）部門 特別賞
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大型美術品の高精細画像の回覧と、データ保護を実現したシステム

超高精細画像閲覧システム
「テラシンセ・ミュージアム」

ミュージアムの音声ガイドに代わる、新世代ガイドシステムです。
リアルタイム合成技術による超高精細画像を表示します。（特許取得済）

お客様（利用者）の声 開発者の声

① 400K（400,000 × 200,000 ピクセル）以上の
超高精細画像を表示可能

② 超高精細画像同士を重ねて表示し、透過度を変更す
ることが可能

③ 画像表示＋音声再生、動画再生サポートで、どんな
コンテンツにも対応

④強力なセキュリティ機能で、データを完全保護

ここがスゴイ！

ミュージアムを訪れるお客様に、驚
きの超高精細で鑑賞いただけるシス
テムを開発しました。音声ガイドを
超えるガイドでお楽しみください。ま
た、研究者のための機能も含めこれ
からも進化させていきます。
代表取締役社長　川瀬　英路

とにかく最初に見たときは驚きました！あんなに
大きく見えるなんて。美術館で本物と見比べたり、
じっくり鑑賞するには最適だと思います。特に、
人気の展示物では、絶対に欲しい画像ガイドです。
人込みで見づらいときや、時間制限があるときで
もゆっくり鑑賞できます。

カミエンス・テクノロジー株式会社
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-4-2 佐藤商事ビル 5F
TEL.03-6231-1023
URL.http://www.kamiens.com/

動物の耳の中を PC に映し出し、手軽に治療が行える内視鏡

アニマルック AL-3
ペットの耳の治療が出来て、その進行状況をパソコンに映し出し、手軽に飼
い主に見せることが出来る獣医師向け耳用内視鏡です。

お客様（利用者）の声 開発者の声

① パソコンの USB に接続するだけで、耳の奥までを広
く明るい映像で手軽に見ることができる

② 画像を見ながら鉗子やカテーテルを使って、耳の処置
をすることができる

③ 先端部にあるLEDの発熱により、レンズが曇りにくく、
レンズが曇り難く、湿度が高い耳の中もすっきり見る
ことができる

ここがスゴイ！

獣医師様からの要望に応えて、
動物用医療機器の『アニマルッ
ク』を開発しました。コンセプ
トは、「耳の中を診ること、見
せることができ、治療もでき、
移動が容易に出来るポータブ
ルな動物医療用内視鏡」です。
代表取締役社長 幸田耕二郎

我々獣医師の一次診療で数多く遭遇する耳の疾患に対
して、コデン株式会社アニマルックを使うことで、
耳の中を診て、飼い主様に見せることにより、診察に

「厚み」を持たせることができます。また、軽量で持
ち運びができて、スペースを必要とせず、パソコン、
あるいはタブレット、スマートフォンにつなげるだけ
で簡単に起動できるため、診察中でもストレスなく活
用することができます。

コデン株式会社　
〒170-0002  東京都豊島区巣鴨１-4-16 
TEL.03-5981-8611
URL.http://www.coden.co.jp

世界発信コンペティション 製品・技術（ベンチャー技術）部門 特別賞
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【SOLWIN システム系統図】

音波レーダ Acoustic wind profiler

受信アレイアンテナ
R array antenna

３軸（３成分）のドップ
ラーシフト（⇒風速成分）
を検出して、風向・風速・
鉛直風の鉛直分布（70～

300ft）を30ft間隔で３秒
毎に測定します

滑走路
Runway

後方散乱波

送受信アレイアンテナ
T-R  array antenna

◆ 共同開発◆

世界初、1 台で複数の周波数帯に対応した超音波溶着機

超音波で樹脂や金属などを短時間で溶着・接合などの加工をする装置です。
SONOPET JⅡは世界初となる 2種類の周波数帯を持ちます。

お客様（利用者）の声 開発者の声

① 世界初、周波数切り替え機能搭載 1 台の発振器で異な
る溶着溶断が可能

② 小型機初、デジタル振幅安定システム採用により、生産
効率 15% 向上

③最新の産業用ネットワーク採用により IoT にも対応
④国内電波法 / 国際安全規格（CE/FCC) に適合

ここがスゴイ！

｢1 秒でも早く安全にモノづくりができない
か｣ を念頭に、生産性の効率化と生産トレ
サビリティ―に取り組みました。最大の効
率化のヒントは、ふとしたところにあり、
世界初の技術で実現させる事が出来ました。
前例や常識にとらわれない新技術に挑戦し、
日本初のカイゼンの加速、新しいモノづく
りをこれからもご提案します。
開発技術グループ　笠井昭俊

・ 自動機組込が容易になった（EtherNet/IP 対応）。
・ 溶着管理ソフトの充実で作業性・作業管理が向上した。
・ 研究部門でのコストが削減できた。（周波数が複数ある為）
・配線が楽になり、装置周りがスッキリとしました。
・それぞれの周波数の特性を生かした溶着が 1 台で
対応でき、設備のコストダウンが実現しました。

精電舎電子工業株式会社
〒116-0013  東京都荒川区西日暮里 2 丁目 2 番 17 号 
TEL.03-3802-5101
URL.http://www.sedeco.co.jp/

空港上空の低層ウィンドシアを検知して情報提供するシステム

空港における低層風情報提供システム
「SOLWIN」（ソルウィン）

Sodar-based Low-level Wind Information

空港上空 100mまでの乱気流を測定 ･監視して、パイロットおよび運航関係者に
リアルタイムで情報提供し、安全で快適な航空機の離着陸を支援します。

お客様（利用者）の声 開発者の声

①空港上空の上下流を含む乱気流を地上からの遠隔測定で監視できる
　⇒飛行に影響が大きい上下流の監視・情報提供は世界初！
②従来の地上 10m の気象鉄塔観測から地上 100m の見えない仮想鉄塔観測へ
　⇒パイロットが有効性を認めた日本独自の低層風情報提供システム
③既存インフラ（インターネット、航空無線）の活用により情報の利用が容易
　⇒パイロット等の利用に際し、追加設備が不要（空港へのセンサ設置のみ）

ここがスゴイ！

一般気象用に利用されている音波レー
ダー技術を空港における低層ウィンドシ
アを監視する装置として開発しました。
JAXA との共同研究で製品化された本低
層風情報提供システム「SOLWIN」（ソ
ルウィン）は、航空会社のパイロットや
地上運航支援者に風情報を提供して航空
機の安全運航に寄与するものです。
取締役　伊藤 芳樹

空港での運用評価に於いて SOLWIN の有用性が認めら
れ、９割のパイロットの方が SOLWIN の実用化を希望し
ています。「着陸時の速度制御、パワーコントロール、横
風着陸制御のタイミングなどの操縦操作の参考になる」、

「風の変化の影響度の把握、滑走路選択の参考など操縦の
イメージ作りができ、安全な運航に寄与することは間違
いない」などの声が寄せられています。

株式会社ソニック　
〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2  一清ビル 
TEL.042-512-5487（代）
URL.http://www.u-sonic.co.jp

超音波溶着機

世界発信コンペティション 製品・技術（ベンチャー技術）部門 特別賞



9

開発者の声

多角的偏光イメージング装置

多角的偏光イメージング装置
「Polamazing®
（ポーラメージング）1000」

回転テーブルに乗せたサンプルを観察/分析等の目的で自動撮影し、
多角的な可視化画像を得る装置です。

① 肉眼では見えにくい、⽋陥等の構造を偏光観察により
可視化

② 様々な照明、回転、偏光など条件の異なる写真を多角撮影
③ マテリアルのひずみや異方性、応力を偏光計算により数値化
④ 得られた大量の画像データは Web ブラウザで簡便に再生可

ここがスゴイ！

弊社では装置販売のほか、受託による撮影サービス、画像解析、検査 /観察システムの
新規開発のご相談も承ります。
代表取締役　滝 克彦

日本ビジュアルサイエンス株式会社　
〒160-0022  東京都新宿区新宿6-26-2 コーラルビル4階 
TEL.03-5155-5561
URL.http://www.nvs.co.jp/

たった一枚の板から職人技で創り出した新しいカタチ

一枚鉸（ひとひらしぼり）

ヘラシボリ職人がたった一枚の板から新技術で創り出した日本酒用 ･酒器です。
美しい made in 東京。
※ ヘラシボリ＝素材の金属板を回転させロクロで粘土を器にするように立体加工する職人技

お客様（利用者）の声 開発者の声

① 特許技術により不可能だった一枚板からの二重構造
の器を実現

② 「職人の～」「新技術～」「made in 東京」というストー
リーの内包

③ 会津塗製品は日本赤十字社を通じ東日本大震災の義
援金に売上げの一部を寄付

④ 使われる新技術は金属板加工の新たな可能性を提案
嫌溶接部材を多用する医療機器・宇宙開発関連で
の需要が期待される

ここがスゴイ！

道具立てが 100年以上前にそろって
いた加工を発展させ新技術を開発し
製品化したことを誇らしく思います

「ローテクの極み」と言えるこの技
術が嫌溶接部材の新たな可能性とな
り役立つことを期待しています。
代表取締役　髙桑英治

・現代でも職人技術が進化していることが日本人とし
て誇らしい（購入者）
・これで外国人に日本酒を飲んでもらいたい（購入者）
・たった一枚の板から、しかも硬いチタン製というこ
とに驚いた（製造業）

株式会社高桑製作所
〒144-0035  東京都大田区南蒲田 2-8-5 
TEL.03-3731-4647
URL.http://herasibori.com/index.html■ロゴのアウトラインデータ

偏光とは？偏光とは？

普通の光
あらゆる方向に
振動している

偏光フィルタ
を通ると…

偏光
特定方向に振動する
光を得られる

多角的偏光イメージングシステム
Multiple Polarization Imaging System

世界発信コンペティション 製品・技術（ベンチャー技術）部門 特別賞
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従来のガソリン式発電機に代わる、バッテリー詰替式の電源装置

リフィルバッテリー式発電機 G-CROSS
電力を出力しながらバッテリー交換ができ、停電時でも継続した電源が確保
できる世界初の電源装置です。

導入実績 開発者の声

① リフィルバッテリーは本体に 4 本装着でき、1 本ずつ電力を消費
していく

② 使い切ったバッテリーと充電済みの予備のバッテリーを、出力を
切らすことなく交換できるので、継続的に電力が供給できる

③ 本体からバッテリーを取り出せる分割構造により、人力で移動・
運搬が可能

④ ガソリン不使用で排ガス・騒音が無く、屋内外問わず安全に使用ができる
⑤バッテリーの端子は、濡れた手で触れても感電しない安全設計
⑥ 専用のソーラー発電機でも充電が可能なため、無電力地域でも

継続的に使用が可能

ここがスゴイ！

MIRAI-LABO 株式会社　
〒193-0835  東京都八王子市千人町 3-3-20 
TEL.042-673-7113
URL.http://www.mirai-lab.com

ガソリン式発電機が抱える「騒音・
排気ガス・爆発の危険性」を解決
しつつ、蓄電池の「容量を使い切っ
たら使えなくなる」という不便さ
を 同 時 に 解 決 す る た め に
G-CROSS を開発しました。
代表取締役　平塚　利男

・KDDI 株式会社
・日本放送協会（NHK）
・株式会社 NIPPO
・日本赤十字社

乾電池を利用した製品を IoT 機器へと進化

乾電池型 IoT MaBeee
コントロールモデル/モニタリングモデル
身の回りの乾電池製品が IoT 機器に生まれ変わります。
・通知機能では、ひとり暮らしの高齢者の見守りやお子様の帰宅通知（テレビリモコン、ラジオ、
センサーライト）、残量検知（ハンドディスペンサー）、回数チェック（トイレ）、セキュリティ
対策（スマートロック、ガーデンセンサーライト）、防災対策（ガス警報器、火災報知器）。
・ 利用確認機能では、ヘルスケア・フィットネス機器、勤怠管理。
・ 乾電池残量検知機能では、乾電池の電池残量を一覧化し、設備機器の維持メンテナン

ス等々、シルバー・単身世帯やご家族、オフィス、工場での様々な用途での活用シー
ンを想定し、個別ニーズに応じたカスタマイズを提案・提供いたします。

① 身の回りの製品をスマートフォンから操作できる（コ
ントロールモデル）

② 身の回りの製品の利用状況をクラウドで可視化でき
る（モニタリングモデル）利用用途としては主に上記を予定しております。

ここがスゴイ！

ノバルス株式会社
〒101-0054  東京都千代田区神田錦町 1-21

大手町モダンビル 3F 
TEL.03-4405-8866　URL.http://novars.jp

開発者の声
MaBeee を一般小売で販売していたところ、
さまざまな業態の企業様、特にこれまで IT
とはあまりご縁のなかったような業態の企業
様から、乾電池で IoT できるのであれば、う
ちの製品でもできないかという文脈で、IoT
化のご相談をいただきました。モジュール、

ソフトウェア、クラウドをカバーし、IoT 製
品で溢れる社会の創造の一助となることを
目指しています。今後は、単三型乾電池サ
イズだけでなく単一型乾電池など、提供形
状も増やしていく予定です。
取締役 CTO　小山和宏

世界発信コンペティション 製品・技術（ベンチャー技術）部門 特別賞

世界発信コンペティション 製品・技術（ベンチャー技術）部門 特別賞
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マンガを使った
プロモーションを
ご存知ですか？

マンガで説明している広告に
興味を持ったことはありますか？

興味を持ったことが
ある
82%

ない
14%

そのほか
4%

社会人を対象に調査

※社会人100名を
　対象にした自社調査

にお任せください制作実績 5,000件超の
フーモア

業界・ニーズに合致した
プロモーションが可能

案件ごとにチームを構成し
最適なマンガを制作

2018年9月現在、
マンガを利用した広告を
ほぼ全ての業界で行っております。
伺ったご要望をもとに、
同業界のプロモーション状況を
分析した上で、貴社にあった
ベストなマンガの使い方を
ご提案いたします。

通常のマンガ制作では
企画／シナリオ／
ネーム（下書き）／作画
上記の工程を一人で行います。
フーモアでは、それぞれの工程を
最適な人物が担当することで
高品質かつスピーディーに
マンガをご提供いたします。

できあがったマンガを
別のツールで使いたい場合でも
フーモアなら安心です。
二次利用が可能ですので
ご自由にお使いいただけます。

※詳細な要件など、
　詳しくはお問い合わせください。

制作したマンガは
二次利用が可能

大賞

「その商品ならこういう絵柄・ストーリーはどうでしょう？」
説明漫画を 8,000 名超のクリエーターネットワークで制作

プロモーション漫画
分かりにくいものをマンガで分かりやすく説明すること
で、企業のプロモーションやマニュアル制作による業務
効率化を支援します。8,000 名超のクリエーターが登
録しており、あらゆるテイストでの制作が可能かつ分業
で制作することで短納期対応も可能です。

お客様（利用者）の声 開発者の声

①商品理解：複雑な商品をストーリー化することで分かりやすく説明

②疑似体験：商品の利用シーンを疑似体験させることでベネフィットを伝える事ができる

③興味喚起：娯楽に近いマンガは「まず見てみよう」と思う行動のキッカケを作れる
ここがスゴイ！

多くの企業の課題・悩みを目の当たりにし
てきて、分かりやすく、かつ、どの様な悩み
でも対応できるツールとして漫画が有効で
あると考えたのが開発の経緯となります。
代表取締役　芝辻幹也

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
「面白い」「分かりやすい」と評判です。今まではマニュ
アルを配っても、そのまま机の中にしまいこんでしま
うというケースも多かったのですが、マンガで配布す
るとまずは読んでみようと開いてくれ、印象にも残り
ます。本社内でもさまざまな部署から引き合いが来る
など、有効なツールとして認知度が高まっています。

全日本空輸株式会社
今まではパワーポイントを使用しテキストベースで内
容を伝えておりましたが、マンガの絵でイメージさせ
ストーリー展開させていく訴求力が魅力に感じます。

株式会社 フーモア　〒104-0061  東京都中央区銀座 8-15-2 銀座 COM ビル３F / TEL.03-6228-4315 
         URL.https://whomor.com

世界発信コンペティション サービス部門
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マンガを使った
プロモーションを
ご存知ですか？

マンガで説明している広告に
興味を持ったことはありますか？

興味を持ったことが
ある
82%

ない
14%

そのほか
4%

社会人を対象に調査

※社会人100名を
　対象にした自社調査

にお任せください制作実績 5,000件超の
フーモア

業界・ニーズに合致した
プロモーションが可能

案件ごとにチームを構成し
最適なマンガを制作

2018年9月現在、
マンガを利用した広告を
ほぼ全ての業界で行っております。
伺ったご要望をもとに、
同業界のプロモーション状況を
分析した上で、貴社にあった
ベストなマンガの使い方を
ご提案いたします。

通常のマンガ制作では
企画／シナリオ／
ネーム（下書き）／作画
上記の工程を一人で行います。
フーモアでは、それぞれの工程を
最適な人物が担当することで
高品質かつスピーディーに
マンガをご提供いたします。

できあがったマンガを
別のツールで使いたい場合でも
フーモアなら安心です。
二次利用が可能ですので
ご自由にお使いいただけます。

※詳細な要件など、
　詳しくはお問い合わせください。

制作したマンガは
二次利用が可能

大賞
世界発信コンペティション サービス部門

長時間の架電業務とはさようなら。
カスタマイズフリーの自動音声コールセンター

ロボットコールセンター
オペレーターで運用しているコールセンター業務を自動化す
ることでクオリティの平準化、人材不足の解消、生産性の向
上などを実現するクラウド型コールサービスです。
リマインド、告知、催告、督促、契約確認、受電対応、コー
ルバック受付などのアウトバウンド・インバウンド業務に加
え、SMSのリアルタイム一斉配信機能も搭載しています。

お客様（利用者）の声 開発者の声

①通達率が大幅に UP：短期間に大量発信が可能
②有人コールセンターへ転送：ロボットより、オペレーターへの転送が可能
③個別データの読み上げ：架電先ごとに名前などの個別読み上げが可能（認証機能も搭載）
④ 24 時間無人対応：夜間帯や土日祝日も、予約機能により受発信業務を無人で実施
⑤ SMS 一斉送信：到達率の高い国内直収網を利用し、一斉、個別リアルタイム送信が可能

ここがスゴイ！

・連絡対象の顧客に一度に短時間で詳細な内容を間違 
  いなく伝えることが出来、助かっています。
・接触率の向上により、顧客のカバー率がアップしています。
・人的対応が劇的に軽減し、他業務への充当や処遇改
  善を実現できています。
・ 女性顧客への心理的負荷が低減され、クレームも減

少しました。

株式会社グリーン・シップ　
〒102-0093  東京都千代田区平河町 1-7-15 柳下フラッツ 3F 
TEL.03-4405-7163
URL.https://www.green-ship.co.jp

クライアントごとにお客様に伝
えたいこと、確認したいことが
違うため、自由に質問の流れ　

（フロー）設計でき、かつ誰でも
簡単に操作ができるように画面
表示や操作方法を工夫しました。
代表取締役社長　田中明子

優秀賞

あのミュージアムでも採用されています。常識を覆す「早い！安い！簡単！」

プロジェクションマッピング
サービス提供 【CPMap】
映像作成、機材設置、実施までの一連のサービスをパッケージにして従来の1/3程
度の価格帯で提供します。最も時間と費用のかかる映像作成部分の手順を簡素化し
ているため、従来と比較して短納期、安価で提供できます。鑑賞型だけでなく、需
要が高まっている参加型プロジェクションマッピングについても対応が可能です。

お客様（利用者）の声 開発者の声

①早い！：自社開発のシステムを使って作るので、最短 1 週間の短納期
②安い！：Webなどで販売されている映像を使い、従来の1/3程度 　　
　の低価格
③簡単！：メディアプレイヤーでの再生方法で、電源ONするだけ
　の簡単運用

ここがスゴイ！

プロジェクションマッピング作成
システム【CPMap】はすべて自
社内で開発。 必要な機能の厳選
と直感的操作性にこだわり、簡単
にプロジェクションマッピングが
作 成 で き る よ う に し ま し た。
代表取締役　橋本敏邦

子供向けテーマパーク
お子様のダンスイベントでの演出に利用しました。最
初の打ち合わせから 10 日ほどでの短期間で納品して
いただき、非常に好評でした。
企業の観光客向けミュージアム
ミュージアム内のオブジェに投影しています。お客様
にも飽きずに楽しんでいただいています。

株式会社クレスト　
〒154-0004  東京都世田谷区太子堂１-15-6
TEL.03-3418-5993
URL.http://www.crest-cs.co.jp

世界発信コンペティション サービス部門 優秀賞
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習慣化成功率は一人で行うときの８倍

三日坊主防止アプリ
「みんチャレ」

空きフロアを有効活用。街と暮らしに彩りを。

レンタル収納スペース PiO

習慣を身に付けることを目的としたアプリです。匿名の 5 人 1 組が同じ目的で
チームを組み、チャットで励まし合いながら共通の目標達成を目指します。毎
日やったことの証拠写真を送り、メンバー同士で褒め合ったり励まし合うこと
で、モチベーションが上がり飽きずに続けることができます。さらに、AI チャッ
トボットがチームビルディングをサポートします。ダイエット、睡眠改善、トレー
ニング、育児など、生活習慣に関する様々なカテゴリーにチャレンジ可能です。

空きフロアをレンタル収納スペースに変え安定収益につなげる
新しい不動産ソリューションです。テナント貸しと比べても引
けをとらない収益性に加え、本部トータルサポートによる手軽
な運営がポイントです。業界初のシステムでお客様の利便性も
格段に向上しました。

お客様（利用者）の声

お客様（利用者）の声

開発者の声

開発者の声

①今まで続けることの難しかったヘルスケアや勉強が続けられる
②習慣化成功率 69％、一人で続けるより８倍の習慣化の効果
③様々な習慣化をサポート
④習慣化のプラットフォームに特化しているので様々な企業と提携が可能
⑤「長期に渡る顧客とのリレーションシップの構築」をサポート

①業界初のシステム！
　「スピード契約」「無人見学」「キーレス」「非⽂書化」
② フランチャイズによる本部トータルサポートで、手

軽に安⼼運営
③本部開発のクラウドシステムで、いつでも状況確認

ここがスゴイ！

ここがスゴイ！

「テクノロジーでみんなを幸せにし
たい」という想いで開発していま
す。ユーザーや初めて使う人にヒ
アリングを行い、毎週アプリのバー
ジョンアップを繰り返し、高品質
なサービスを開発しています。
代表取締役 CEO 長坂剛

レンタル収納スペースPiO のビジネスモデル
は、これまでの常識を覆す「最短１時間のス
ピード契約」や「無人見学」など業界初のシス
テムを導入。さらに、本部トータルサポート運
営にしたことで、加盟店とお客様の利便性を
同時に向上させました。
営業本部主任　木⼾博美

「全く知らない人だからこそ、ダイエットが頑張れて続いて
ます！」

「1 人では継続できないことが、他人が絡むと途端に継続率
がグンと上がります。1 つできたらまた 1 つと、今では 20
チームに参加して、それぞれ継続できています。本当に人
生変わります。」

「申込から１時間で利用できたので助かりました」
「空調やセキュリティが効いていて、自宅に置いておく
より良い環境ですね」

「清潔で明るいスペースなので女性ひとりでも安心して
利用しています」

「本部のサポートがあるので運営に人手がかかりません」

エーテンラボ株式会社　
〒150-0013  東京都渋谷区恵比寿 1-8-5 東洋ビル３F  
TEL.03-5422-8396
URL.https://biz.a10lab.com

新しい自分になろう。
新しい習慣が、新しいあなたを作ります。

さぁ、仲間と一緒にはじめましょう。

押入れ産業株式会社
〒105-0004  東京都港区新橋 6-16-10 御成門 BN ビル 9F
TEL.03-6402-0410　URL.https://www.oshiire.co.jp/fc/pio/

奨励賞

世界発信コンペティション サービス部門 奨励賞

世界発信コンペティションサービス部門
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はがせるフェイスペイントでNIPPONを盛り上げよう

アートなレクリエーションで「応援する文化」をつくろう
「ミラクルペイント・アンバサダープログラム」

自社で開発したはがせるフェイス＆ボディペイント用画材「ミラクルペイ
ント」を使った「イベント企画・運営」及び「人材育成・資材提供」のサー
ビスです。スポーツ応援や地域活性化のイベントとして、コミュニケーショ
ンの場を提供します。ワークショップ型か施術型のどちらかを選べます。

お客様（利用者）の声 開発者の声

①自社製造の安全で、簡単に指だけではがすことができる専用画材を使用
②人材育成やイベントでの活用を通じ、応援する⽂化を育むことができる
③外国人観光客とのコミュニケーションとレクリエーションの創出ができる
④ SNS との相性が非常に良い

ここがスゴイ！

水を全く使わないことで、道具
の衛生管理もしやすく、準備も
後片付けも、除去に至るまで、
フェイスペイントのあらゆるリ
スクを回避できます。
代表取締役　中村友哉

「準備と後片付けがとってもラク！」
「絵が上手ではなくても芸術を楽しむことができた。」
「いろいろなイベントで使えそう！」
「はがせる画材があるなんて知りませんでした。」
「老若男女、バリアフリーにあそべて脱マンネリでき
そう！」

株式会社 POOL　
〒145-0062  東京都大田区北千束 1-4-20 G-FLAT308 
TEL.03-5731-8076
URL.https://www.miraclepaint.jp

奨励賞

「安⼼・安全・高品質」国産ニューラル自動翻訳エンジン

「みんなの自動翻訳＠KI（商用版）」
特許・マニュアルなどの長文翻訳を得意とする自動翻訳エンジンです。日本語
⇔韓国語、日本語⇔中国語の翻訳品質の高さが強みです。セキュリティが厳し
く Googleや Microsoftの自動翻訳の利用が禁止されている企業でも、自社サー
バーやプライベートクラウドで導入可能です。

お客様（利用者）の声 開発者の声

①日⇔英、日⇔中、日⇔韓のほか、バージョン 2.0 か
ら英語⇔タイ、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、
仏、西、葡、中に対応

②汎用モデル、特許特化モデル、特許請求項特化モデル、
IT 特化モデルをご用意

③用語集に基づいた一括置換機能を実装
④ Word/Excel/PowerPoint/Outlook から直接機械

翻訳できるプラグインを提供

ここがスゴイ！

総務省と NICT が連携して構
築した「翻訳バンク」の枠組
みを活用してオールジャパン
体制で臨んだ機械翻訳エンジ
ンをサービスとして商用化し
ています。
常務取締役　森口功造

「日本語から中国語の機械翻訳の精度は、他社のサー
ビスよりも優れています。オンプレミスで導入できる
ニューラルネット（AI）機械翻訳エンジンが欲しかっ
たので採用しました。」

「翻訳支援ツールとの互換性の部分が翻訳者の使い勝
手をよく考えていただいていて感動を覚えました。」

株式会社川村インターナショナル
〒162-0825  東京都新宿区神楽坂 6-42 神楽坂喜多川ビル 6F 
TEL.03-3267-0270
URL.https://www.k-intl.co.jp

世界発信コンペティション サービス部門 特別賞

世界発信コンペティションサービス部門



15

「胸が熱くなり、思わず涙が流れました」
親の人生をこの一冊に凝縮

親の雑誌

クレーム電話が契約ゲットのチャンスに変わる？！
顧客情報を瞬時に表示し、電話対応をサポート

おもてなし電話

「家族間のコミュニケーションツール」として、気軽に作成・発行できるこ
とをコンセプトに、独自の構成で雑誌風に自分史を作成するサービスです。
内容やデザインを独自フォーマット化することで安価での提供を実現しま
した。コミュニケーターが自宅を訪問してインタビューした内容と、写真、
プロフィール、年表を 20 ページの雑誌にまとめます。子供から親へのギ
フト市場を対象にしています。

電話の着信時にパソコンやタブレット、スマートフォンにお客様の情報を
表示するサービスです。社内で着信・顧客情報を共有することで業務効率が
向上し、電話対応の負担を削減、さらに適切な応対による顧客満足度アッ
プも期待できます。

お客様（利用者）の声

お客様（利用者）の声

開発者の声

開発者の声

①気軽に申し込める : 価格が非常に安価
②気軽に作れる : インタビューだけで作れる
③気軽に読める: 雑誌形式だから運びやすく、読みやすい

①中小企業が親しみやすいネーミング「おもてなし電話」
②クラウドで低価格を実現（1 席ごとの課金スタイルでは
　なく拠点単位）
③マルチデバイス対応
④交換機にアダプターをつけない発想（環境依存しない）
⑤着信と同時にポップアップ
⑥ポップアップのスタイルが選べる
⑦お客様の声を参考に毎月バージョンアップ
⑧クラウド電話帳 pop’n

ここがスゴイ！

ここがスゴイ！

商品開発のきっかけは弊社の
見守りサービスでの高齢者の
方のお話が面白く、ご家族も
知らない逸話が多くあること
に気付いた時です。
代表取締役社長　神山晃男

誕生秘話 : 船井総研のコンサルタント
時代、中小企業の現場に行くと、とに
かく電話が多い。中小企業にこそ、CTI
があれば生産性があがるのに！と思い、
導入しやすいシンプルな低価格をクラ
ウドの技術を用いて成功させました。
代表取締役社長　江尻高宏

自分の生き様やルーツについて子どもたちに話す機
会がありませんでした。いつか話さねばと思ってた
矢先、この話を持って来てくれて、大変うれしく思っ
ています。子どもたちの今後の生き方の参考になれ
ば幸いです。（東京都・70 代男性）

不動産業界
オーナー様は、自分を分かっていて当然だと思ってい
らっしゃいます。その際にお名前の聞き返しや物件詳
細などを聞くと心象が悪くなってしまいます。クレー
ムがあった際にも情報共有できるので、迅速かつ的確
な対応ができると思い、導入を決めました！

株式会社こころみ　
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-9-15 広尾宮田アネックスビル 3F
TEL.03-6432-5605
URL.http://cocolomi.net

株式会社シンカ
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-5-1 新宿セントランドビル 3F
TEL.03-6721-0415
URL.https://www.thinca.co.jp/
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Welcome to Japan!
プロの観光ガイドが楽しい旅にお連れします

TripleLights

退職で終わらせない。企業とＯＢとをつなぐコミュニケーションシステム

アルムナイ・リレーション構築サービス
「official-Alumni.com」

訪日外国人観光客と日本全国の通訳ガイド・観光事業者をマッチングする観光ツ
アーマーケットプレイスです。通訳ガイド（通訳案内士または弊社審査を通過した
者）がオリジナルツアーを旅行者に直接販売し、富裕層の外国人観光客に知的好
奇心を満たす体験型ツアーを提供しています。対応言語は英語を中心に約 10言語
あり、幅広い国の観光客に対応可能です。

企業とその企業を退職した OB（アルムナイ）の関係が途切れてしまいやすい日
本において、その関係を構築・再構築・強化し、企業とアルムナイがお互いに
メリットがある関係を築くソフトウェアの提供及びコンサルティングサービス
です。コミュニケーションを活性化する「チャット形式のメッセージ機能」、情
報発信のハードルを下げる「匿名メッセージ機能」、企業に対するアルムナイの
つながりの強さや現状を把握する「サーベイ機能」などがあります。

お客様（利用者）の声

お客様（利用者）の声

開発者の声

開発者の声

①地域に精通したガイドによる、観光客のリクエスト
　に応じたカスタマイズツアーを提供
②通訳案内士資格を有するガイドを 1000 名以上抱え、
　47 都道府県をカバー
③ツアーに参加した観光客からの口コミ評価の 95％以上
　が 5 つ星・4 つ星と高評価
④従来、仕事を獲得しづらかった新人ガイドに集客手段を提供

日本初かつ現時点唯一の
アルムナイ・リレーション・システム及びコンサル
ティングサービス提供企業

ここがスゴイ！

ここがスゴイ！

海外各地を旅行する中で、旅
行会社から派遣されたガイド
に満足出来ず、観光客自身が
ガイドを選べるようにしたい
と思ったことが、サービス考
案のきっかけです。
代表取締役社長　橋本直明

「人生100 年時代」に重要となる企業と個人の
多様な関係性において、日本は世界に比べ大き
く遅れています。「退職者＝裏切り者」扱いの文
化を変え、企業と個人双方にメリットのある新
しい関係性を構築することで日本経済の活性
化に貢献します。　　　代表取締役　鈴木仁志

トリプルライツは、私にとってまだ見ぬお客様との出会
いの場です。 遠い国から直接メールが入るワクワク感
は、他では味わえません。 ここで働ける幸運に感謝し
ています。（ガイド）

レッドフォックス株式会社
今の自社があるのは、現社員のみならずアルムナイのおかげ
でもあります。彼らが誇れるよう、もっと成功するのが最大
の恩返しですが、そこに至るまでも、つながりを相互に活用
し合うという、これまでなかった関係性を IT の力で作りたい。
働き方改革の本丸「雇用の流動化」にも不可欠でしょう。

株式会社トラべリエンス　
〒111-0053 東京都台東区浅草橋 2-29-11 マルケービル 8F
TEL.03-6830-0896
URL.https://travelience.jp/ja/

株式会社ハッカズーク
〒160-0023  東京都新宿区西新宿 6-12-6　コアロード西新宿 1206 
TEL.090-1112-4513
URL.https://hackazouk.com
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ご存知ですか？
レンタルサイクルはもっと手軽にはじめられるんです！

クラウド型
自転車レンタルシステム「cyve」

「おかえり！おやつ食べる？」
留守番中にママの代わりに話しかけてくれるかわいいヤツ

音声コミュニケーション
ロボット BOCCO

レンタルサイクルをご利用いただくお客様はもちろん、導入いただく事業者
様にも特別な知識不要で、簡単に導入いただける「至れり尽くせりの自転車
レンタルシステム」です。

BOCCOは、スマートフォンアプリや、積み木型のセンサと連携し、
メッセージのやりとりや、家にいる家族の見守りを手助けしてくれるロボットです。
BOCCO の販売のみならず、BOCCO プラットフォームの OEM ／カスタマイ
ズを提供しています。

お客様（利用者）の声

お客様（利用者）の声

開発者の声

開発者の声

①レンタル事務作業を大幅削減する予約管理
②24 時間和英で予約受付、事前決済でローリスク、
　かんたんイベント開催機能
③クーポン発行、日またぎ、乗り捨て対応等、自転車
　レンタル事業に特化
④事業者様はネットで全て申込可能、最大 60 日無料
  お試し期間有

①家族の声をスマホにお届け
　家族の声を録音して、スマートフォンの専用アプリに送信
②スマホからも返事を送信
　 家族に向けて、スマートフォンから声を吹き込んだり、　⽂章で返事

を送ることが可能。返事のメッセージは、ボッコが可愛く読み上げ
③センサと組み合わせてさらに便利に
　 積み木型のセンサーと連動することで、お家の環境をスマホ

で知ることが可能

ここがスゴイ！

ここがスゴイ！

自転車メーカーが運営するレンタルサイクル店の
方から「自転車レンタルに特化した分かりやすい
システムが無いか」と相談を受けたことがきっか
けです。
営業本部 技術部　長岡

「アプリで知り合いが昼に何を食べ
たかを見るよりも、子どもと会話
することを重視したい。」という思
い か ら 家 族 を つ な ぐ ロ ボ ッ ト

「BOCCO」の開発に着手しました。
代表取締役社長　青木 俊介

• お客様が借りるとき分かりやすいのは当たりまえで
すが、IT に縁のないお店のスタッフでも簡単に使いこ
なせるところが魅力。（広島、30 代男性）
• ちょっとした変更のために WEB 業者に依頼していた
のが嘘のよう。ほとんどの変更はアルバイトのスタッ
フでもすぐに覚えられるほど簡単。（東京、36 歳男性）

小学一年生の子どもも、簡単に操作出来て、使いやす
いです。子どもが学校から帰って来たら、ドアのセン
サーで、自分の携帯に連絡が来るので、安心出来ます。
仕事中だと電話をまめに掛けられないのですが、ボッ
コは携帯メールで手軽にメッセージのやり取りが沢山
出来るので、心がほっこりします。

株式会社ビッツ　
〒 141-0031 東京都品川区西五反田 8-11-13 五反田マークビル
TEL.03-3779-2150 
URL.https://www.bits.co.jp/product/

ユカイ工学株式会社
〒162-0067 東京都新宿区富久町 16-11 武蔵屋スカイビル 101
TEL.03-6380-4710
URL.https://www.ux-xu.com
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審査委員一覧
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 産業技術大学院大学 学長
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 理事長

工業製品分野

扇谷 高男 公益社団法人発明協会 常務理事
大谷 哲也 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
越水 重臣 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
宮川 飛 東京中小企業投資育成株式会社 業務第一部長

紋川 亮 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 
事業化支援本部 技術開発支援部 ３Dものづくりセクター長

環境・バイオ分野

枝村 一弥 有限会社新技術マネイジメント 代表取締役
櫻井 昇 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 バイオ応用技術グループ長
佐々木 重邦 武蔵野大学 名誉教授
原田 謙治 株式会社ジャフコ 投資部 ライフサイエンス投資プリンシパル
米川 博通 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
情報通信分野

入月 康晴 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

小松 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 義弘 株式会社アイテック IT人材教育研究部 顧問
松浦 佐江子 芝浦工業大学 システム理工学部 電子情報システム学科 教授
山口 亨 公立大学法人首都大学東京 システムデザイン学部 情報科学科 教授

　　敬称略、審査時点の役職を表記。分野毎に五十音順で表記

サービス部門
審査委員長 新井 民夫 東京大学名誉教授

副審査委員長
持丸 正明 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 研究部門長
山本 昭二 関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科 教授

審査委員

伊藤 暢人 株式会社日経BP 日経BP総研 中堅・中小企業ラボ 所長
伊吹 英明 内閣官房 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会 推進本部事務局 参事官
生越 由美 東京理科大学 経営学研究科 技術経営専攻（MOT）教授
鈴木 のり子 公益財団法人東京都中小企業振興公社 事業戦略部長
原口 純一郎 東京中小企業投資育成株式会社 参事役 統括審査役代行
藤井 真也 日本貿易振興機構 サービス産業部長

審査委員
（分野別）

秋山 哲男 中央大学 研究開発機構 教授
河田 惠昭 関西大学社会安全研究センター長・特別任命教授
長井 延裕 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

原田 宗彦 早稲田大学教授
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

藤田 壮 東京工業大学科学技術創成研究院特任教授
山口 有次 桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 教授

　　敬称略、審査時点の役職を表記。審査委員種別毎に五十音順で表記


