2021年

受賞企業

世界発信コンペティションとは

表 彰

東京では「スポーツ・健康」
「バリアフリー」
「環境」
「観光・

２０21年は、製品・技術（ベンチャー技術）部門81件、サー

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

ビス部門35件の応募があり、その中から優れた製品・サービ

ビジネスチャンスが見込まれています。

ス28件が受賞となりました。
受賞企業には、東京都より表彰状、副賞の開発・販売等奨

「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

励金などが贈呈されました。

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。

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。

受賞企業
サービス部門

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
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東京都革新的サービス大賞

表彰状、トロフィー、開発・販売等奨励金 ３００ 万円（ １ 社）

大賞

表彰状、トロフィー、開発・販売等奨励金３００万円（ １ 社）

表彰状、トロフィー、開発・販売等奨励金 １５０ 万円（ ２ 社）

優秀賞

表彰状、トロフィー、開発・販売等奨励金１５０万円（ 1 社）

表彰状、トロフィー、開発・販売等奨励金 １００ 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（ 4 社）

表彰状、開発・販売等奨励金 ５０ 万円（ 9 社）

特別賞

表彰状、開発・販売等奨励金５０万円（ 8 社）

応募概要
主な応募資格

審査の流れ

・都内で実質的に事業を営む中小企業、中小企業団体等、
代表企業が実質的に事業を営む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

1 応募締切
2 一次審査（書類審査）

募集期間

2021年 2 月 4 日〜2021年 4 月23日
対象となる製品・技術、サービス

・製品・技術／サービスの開発が終了し、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いるも

3 二次審査（プレゼン審査）
4 三次審査（表彰候補審査）

の（かつ、サービス部門については売上実績があるもの）
・商品化から 5 年未満のもの

詳しくは webサイトをご確認ください。

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

受賞企業決定
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受賞企業

一覧

製品・技術（ベンチャー技術）部門

賞
大賞

企業名

応募製品・技術名称

女性賞

ページ
6,7

株式会社 TTES

橋梁たわみ計測システム「INTEGRAL PLUS」

優秀賞
（ ２ 社）

株式会社 ZIKICO

ジルコニア製カトラリー/SUMU シリーズ

8

株式会社スプライン・ネットワーク

Wi-Fi Security Assurance Series（WiSAS）

9

奨励賞
（ ２ 社）

株式会社ウオールナット

電磁波レーダ搭載型飛行体ロボット計測技術

10

株式会社ニチボウ

ERASE TUBE（消火デバイス）

11

InstaChord 株式会社

誰でも弾ける楽器

インスタコード

12

インテックス株式会社

長期間ランプ交換がいらない捕虫器

13

株式会社オレンジアーチ
特別賞
（9 社）

14

「eeyes」視線で会話するツール

15

kanata 株式会社

スマート医療秘書 kanata!

株式会社 Singular Perturbations

パトロールコミュニティ

株式会社田中電気研究所

PM2.5 等の環境粉塵モニター PHENIX

17

株式会社日本医療機器開発機構

3D バックスキャナー

18

ファーフィールドサウンド株式会社

新型窓口インターホン kicoeri（キコエリ）

19

有限会社メニサイド

和紙を使った地球にやさしい鞄

代表取締役

代表取締役
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20

賞毎に企業名五十音順で表記
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受賞企業

一覧

サービス部門

賞

企業名

応募サービス名称

女性賞

ページ

大賞

株式会社 ABELON

遠隔同時通訳システム「interpreteX」

優秀賞
（ 1 社）

株式会社ジグザグ

WorldShopping BIZ

株式会社 9 課

Biiino（ビーノ）

株式会社シグニティ

Web プッシュ通知サービス「COINs」

26

株式会社 Sportip

Sportip Pro

27

株式会社トラーナ

トイサブ！

28

株式会社運動会屋

DX 時代のコミュニケーション「オンライン運動会」

29

株式会社オケピ

昭和観劇会

30

株式会社シンク

スポーツで災害に強くなる「防災スポーツ」

31

株式会社 TypeBeeGroup

ゲーム小説サービス『TapNovel』

32

株式会社タイムデザイン

グローバル

タイムマシーン株式会社

ACALA FT（アカラ エフティ）

34

プライム・ストラテジー株式会社

超高速CMS実行環境「KUSANAGI」

35

LasTrust 株式会社

CloudCerts

36

奨励賞
（ 4 社）

特別賞
（ 8 社）

ダイナミックパッケージ

22,23
24
代表取締役

プラットフォーム
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33

賞毎に企業名五十音順で表記
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大賞
世界発信コンペティション

橋梁のたわみを、誰でも簡単に短時間で計測可能。

橋梁たわみ計測システム
「INTEGRAL PLUS」
橋の「たわみ」は健全性を示す重要かつ明確な指標です。橋の上に IoT 機
器を置いてボタンを押すだけで「たわみ」の計測が可能であり、短期・安価・
安全に誰もが計測できる画期的な技術となっています。

ここがスゴイ！
①計 測はボタンを押すだけで完了。測定・記録時間を
大幅に短縮。
②橋 梁ごとの設定が不要で、作業者に関係なく高精度
に自動計測。
③データはクラウドに自動保存され、地図上で時系列
管理を実現。
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製品・技術（ベンチャー技術）部門

お客様（利用者）の声
自治体の中小橋梁は数が多く、計測コストを低減する必要がある
が、橋の上に置くだけで次々とたわみ計測ができることは非常に
大きなメリットだった。定量的に橋梁補修の優先度を提示できた
ことは大きな成果と感じている。

株式会社 TT ES

〒 153-0051 東京都目黒区上目黒 3-30-8 メゾン・ド・シノ S-2
TEL: 03-5724-4011
URL: https://ttes.co.jp/

開発者の声
橋は世界共通のインフラであることから、
マーケットの拡大が期待されます。これに
より多くのお客様に高度で均一な日本発の
技術サービスを提供して参ります。
代表取締役 菅沼 久忠
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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

料理の本当の風味が伝わる、ジルコニアのカトラリー

ジルコニア製カトラリー/
SUMUシリーズ

金属製カトラリーは、酸化効果により発生させる金属臭で、料理の繊細な風味を覆い隠します。
独自開発の技術を応用して製作しているジルコニア製カトラリーならば、繊細な風味を味わう
事ができます。

ここがスゴイ！
①無味無臭なので、料理の繊細な風味を損なわない。
②金属アレルギーを起こさない。
③漂白剤、クレンザーが使え、お手入れが楽。
④とても強度が高く、生涯に渡って使い続ける事ができる。
⑤マットな色艶で、食卓が穏やかになる。

お客様（利用者）の声
・ジルコニア製カトラリーを使って初め
て、今まで料理の中に金属の味があっ
た事を知りました。
・金属アレルギーなので、今までカトラ
リーに困っていました。
・毎日の食事が楽しくなりました。

8

開発者の声
金属スプーンで出汁の味
見をした時に、いつもの
お椀からの風味を感じら
れなかったのが、開発を
始めたきっかけです。
代表取締役 山瀬 光紀

株式会社 ZIKICO

〒 206-0025 東京都多摩市永山 6-21-3
TEL: 042-400-0101
URL: https://www.zikico.com

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

Wi-Fi環境をより快適に、セキュリティ脅威から企業を守る。

Wi-Fi Security
Assurance Series（WiSAS)

「WiSAS（ワイサス）」は、安全で、快適な Wi-Fi 利用社会を実現するために開発された、日
本初の完全独立型クラウド Wi-Fi セキュリティ・ソリューションです。

ここがスゴイ！
①診断分析と常時監視の 2 つのソリューション群
②工事不要の簡単設置と調査運用の容易さを実現
③フルリモート機能搭載の完全自動化ソリューション
④ Wi-Fi 脅威の検知だけでなく、対策までの機能を実装
⑤不正な Wi-Fi デバイスの位置情報を特定可能

お客様（利用者）の声

株式会社スプライン・ネットワーク
〒 150-0033 東京都渋谷区猿楽町 2-13
F93 Daikanyama5F
TEL: 03-5464-5468
URL: https://wisas.jp/

・過去の投資を無駄にせず、システム変
更の必要もないので短期間で導入でき
た。
・コロナ対応など今後のパンデミックを
想定すると、人手を介さない運用は有
用である。
・毎月初に監視報告書が自動的に生成さ
れるので、運用の手間がほとんどない。

開発者の声
誰もが成し得なかった
手法で、WiSAS によっ
て洗い出せる Wi-Fi の脅
威を、お客様にわかりや
すく表現するのが大変
でした。（特許申請中）
代表取締役社長
雪野 洋一
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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

さようなら3K  i-constructionの加速化へ

電磁波レーダ搭載型
飛行体ロボット計測技術
ケーブルレス地中レーダ搭載の無人飛行体ロボットによる技術提供を開始しました。トンネル
や橋など社会インフラ調査診断に活用します。従来技術より安全安心と作業の省人化・効率
化が図られました。

ここがスゴイ！
① 3K 脱却：高所作業、仮設不要で事故回避、安心安全の調査を提供
②未経験でも即戦力：有資格者、経験者不要で老若男女問わず即戦力
③極める省人化：現地作業人員を 50% 削減 工期短縮・コスト削減
④高効率：IoT と AI による迅速で高品質なデータ処理
⑤環境配慮：工期短縮により渋滞緩和、CO2 削減、事故リスク回避

お客様（利用者）の声
ロボット化推進による効率的な現地作業
は、貸出やレンタルによってより多くの
サービス提供が可能です。クラウド上で
データを蓄積・活用（IoT 化）
、AI によ
る自動解析を活用し、遠隔地である海外
のインフラ事業への展開も計画していま
す。
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開発者の声
ドローン上部に重量物を
積載しての飛行が難しい
た め、 新 た な 軽 量 地 中
レーダ機材の開発がプロ
ジェクトの鍵でした。幸
いにも完成する事がで
き、ホッとしています。
技術開発室 室長
新 弘治

株式会社ウオールナット

〒 190-0002 東京都立川市幸町 1-19-13
TEL: 042-537-3838
URL: https://walnut.co.jp/

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

電源不要！ボンベ不要！施工不要！の自動消火装置

ERASE TUBE（消火デバイス)

センサーと消火剤容器とノズルの 3 つの機能を持つチューブ式自動消火装置です。
防護区画 1m3 以下の電気盤・電池保管箱・環境試験装置などを守り発火した際、自動消火し
ます。

ここがスゴイ！
①誰でも簡単に設置できる：チューブが柔軟・消火ボンベが不要
②作動用電源が不要
③チューブ式消火装置で世界初の UL 認証取得：海外で信頼度 UP
④消火剤は放出しても電気機器に影響を与えない
⑤チューブ内ガスバリア層により消火剤が透過、減少しない

お客様（利用者）の声

株式会社ニチボウ

〒 141-0022 東京都品川区東五反田 1-9-5
TEL: 03-3444-6241
URL: https://www.nitibou.co.jp/

設置された工場・研究施設などから「非
常に設置が簡単」
「安価で機器類を守る
ことができ安心できる」などの声が届い
ています。
海外では電気盤の不適切な施工・危険な
設置により電気火災が多く、ＵＬを取得
した優位性を生かし、海外市場開拓をし
ていきます。

開発者の声
工場の装置・制御盤での
小さい火の段階で自動検
知・消火する装置が欲し
いという声から開発しま
した。今後も火 災 予 防
す る 装 置 を 開 発し続け
ます！
特殊装置部 部長
甲賀 裕一
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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

ギターやピアノに挫折した人もすぐ弾ける

誰でも弾ける楽器
インスタコード

楽器演奏のハードルを低くして、誰でもすぐに演奏を楽しめる世界を実現するために開発した
楽器です。ただ簡単というだけでなくコード進行や作曲の学習にも役立ちます。

ここがスゴイ！
①わずかな練習で弾ける
②コード進行が学べる
③ギター、ピアノ、バイオリンなど様々な楽器になる
④右利き、左利き問わず使えるデザイン
⑤ MIDI 接続で無限の拡張性

お客様（利用者）の声
楽器の演奏にほとんど無縁だった初心者
の方も、触ってすぐに演奏できて、あら
ゆる曲の演奏を楽しんでいらっしゃいま
す。また、音楽教育においてはコード進
行に基づいた創作（作曲）の授業に役立
てることができます。
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開発者の声
私は作曲家でありなが
ら、楽器はほとんど弾け
ないのでこのシステムを
考案しました。開発～製
造～販売を全て１人で行
なうことで競争力のある
価格を実現しました。
代表取締役 永田 雄一

InstaChord 株式会社

〒 153-0064 東京都目黒区下目黒 3-2-3-201
TEL: 0120-964-737
URL: https://instachord.com/

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

4年の長期間にわたり捕虫力を維持、メンテ作業を大幅に減らす

長期間ランプ交換がいらない
捕虫器

UV LED を使った捕虫器は捕虫率が低いと言われていた。今回光の広がりを工夫し、そして特
殊なカバーを搭載した従来の紫外線蛍光灯と同等かそれ以上の捕虫率で、長寿命で交換の手
間の少ない優れた捕虫器。

ここがスゴイ！
①紫外線を通し黄変しない耐久力のある特殊なカバー採用
②虫が光として感じる最適な光を面光源（特許）として捕虫率向上
③捕虫率は従来の紫外線蛍光ランプと同等或いはそれ以上
④長寿命な為、長期間ランプの取り換え作業は不要
⑤紫外線蛍光灯と比較し電気代、CO2 削減率 30％以上の削減

お客様（利用者）の声

インテックス株式会社

〒 101-0047 東京都千代田区内神田 1-5-1
トライエム大手町ビル 9F
TEL: 03-5281-8282
URL: http://www.intexs.com

採用のお客様から
「こんなに虫が取れるとは思わなかった」
「他部署にも展開したい」
業者から
「LED でこんなに取れるとは思わなかっ
た」
等の声が多く寄せられております。

開発者の声
真っ暗な中での実験。紫
外線（UV）LED を点灯
しても多く虫が捕獲でき
ない。何故だろう、何が
蛍光灯と違うのだろうと
蚊に刺されながらの悩ん
だ日々でした。
代表取締役 八木 穣
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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

目の動きなど限りなく小さい身体動作で自分の意思が伝達できる！

「eeyes」視線で会話する
ツール

神経性の難病によりコミュニケーションが困難となった方をサポートする福祉機器です。視線
やスイッチからの入力により、伝えたい言葉の作成や発声・家電の制御・インターネットを使っ
た生活品質の向上を実現します。

ここがスゴイ！
①最新の視線操作技術により、視線だけでも文字の入力が可能です。
②介護者の負担を軽減する、ショートカット機能を搭載しています。
③絵文字の採用によりニュアンスまで伝わる意思伝達を実現します。
④文字盤に赤外線信号を学習させる事で簡単に家電を操作できます。
⑤インターネットの動画サービスやＳＮＳにより世界が広がります。

お客様（利用者）の声
・
「文字盤がしっかり止まるので、視線で
の文字入力がかんたん」
・
「絵文字が使えるので、ニュアンスや気
持ちまで伝わりました」
・
「スマートスピーカーにも使えるので、
楽しみが広がりました」
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開発者の声
eeyes は ユ ー ザ 様 や 介
護者様の負担とならない
よう、可能な限り簡単で
覚える事が少ない製品を
目指しました。実用に達
した視線入力をぜひ一度
お試しください。
開発者 宇田 竹信

株式会社オレンジアーチ

〒 120-0034 東京都足立区千住 1-11-2
北千住Ｖビルディング 7 階
TEL: 03-5284-8687
URL: http://www.orangearch.co.jp/

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

音声認識＋自然言語処理により、診察中の会話を自動でカルテに！

スマート医療秘書kanata!

診察中の会話から要約とデータを生成する AI ツールです。これにより入力作業から開放され
た医師は、診察に集中できるようになります。
患者からも、医師とのアイコンタクトが安心感に繋がったと評価されています。

ここがスゴイ！
①タフな音声認識：マスク越しの早口でも 90％以上の認識率を実現
②賢い自然言語処理：医療秘書に求められる業務ナレッジを搭載
③簡便な操作性：3 クリックのみの手順が医師をキーボードから解放
④幅広い使用環境：Web に接続さえできればいつでも使用可能
⑤無限の成長：深層学習により成長する音声認識と自然言語処理

お客様（利用者）の声

kanata 株式会社

〒 104-0045 東京都中央区築地 3-7-1
TSUKIJI GRANDE 2F
TEL: 03-6823-5030
URL: https://www.kanatato.co.jp

導入して頂いたドクターからは、
「カル
テ記載に追われて日をまたいでも帰れな
かったのが、遅い夕食を家で食べられる
ようになった。
」
「患者の目を見て話すよ
うになったせいか、患者から『先生が優
しくなった』と褒めてもらえた。
」等の
声が寄せされています。

開発者の声
スマート医療秘書には、
看護師、理学療法士、介
護士等からもお問合せを
頂いています。患者と接
する全医療人のための秘
書を、現場の方々と共に
実現していきます。
代表取締役 滝内 冬夫
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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

AI犯罪予測による防犯・安全な旅行を支援するクラウドサービス

パトロールコミュニティ

高精度・高速な AI 犯罪予測システムが、効率的なパトロール経路を即座に提案します。さら
に電子日報と業務データの管理ツールをクラウドサービスとして提供するためデータドリブン
な防犯活動が可能になります。

ここがスゴイ！
①過去の犯罪データや時間帯別人口密度等をもとに AI が犯罪を予測
②リアルタイムな犯罪予測結果に基づき最適なパトロール経路を策定
③パトロールの経路や投稿の記録をデータ化し所属別に共有・管理
④グループ別に対象エリアに限定したルート策定で防犯活動を支援
⑤旅行者向けには犯罪予測に基づく安全ルートや防犯情報を提供

お客様（利用者）の声
お客様からは「日々変わるパトロール経
路で犯罪者に記憶されにくいと感じた」
「新たな危険箇所を発見した」
「警備会社
へ委託する際も改竄できない日報をリア
ルタイムに確認でき業務改善に繋がっ
た」という意見を頂いており、実際に検
挙にも繋がっています。
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開発者の声
海外在住時にたびたびス
リの被害に遭ったことが
きっかけで創業しまし
た。
「世界の悲しい経験
を減らす」ため、科学技
術の力を駆使して日々研
究・開発しています。
代表取締役CEO
梶田 真実

株式会社 Singular Perturbations
〒 102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6
りそな九段ビル 5F・KS フロア
TEL: 090-7822-3724
URL: http://www.singularps.com

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

SDGs Part11 ターゲット6 大気の質改善の切り札！

PM2.5等の
環境粉塵モニター PHENIX

環境省から公表される PM2.5 の濃度は 1 時間前の値ですが、この PHENIX のデータは今現
在の値になります。今後このデータを使えば IoT によってリアルタイムで大気汚染状態の管理
ができる様になります。

ここがスゴイ！
①空間中の微小粒子をリアルタイム超低濃度（1µg/m3）測定
②β線吸収方式では 1 時間データ、PHENIX は 1 秒毎のデータ
③粉塵濃度以外にも風向・風速の気象データもリアルタイム測定
④公的機関の試験で、β線吸収方式との相関係数 0.9 以上を確認
⑤商用電源（AC100V）さえあれば、屋外のどこへでも設置可能

お客様（利用者）の声

株式会社 田中電気研究所

〒 156-0052 東京都世田谷区経堂 3-30-10
TEL: 03-3425-2381
URL: http://www.tanaka-e-lab.jp

大気汚染と新型コロナウイルス感染症と
の因果関係が研究されています。特に
PM2.5 とコロナ重症化には相関関係が
あることをイタリアの研究チームが発表
しています。
SDGs Part11 ターゲット 6 で目標と
している大気の質の改善に貢献します。

開発者の声
切っ掛けは中国北京の大
気汚染ニュースでした。
PM2.5 の日本への越境
汚染が心配になり、当社
のダスト濃度計の技術を
活 用 し て PHENIX を 開
発しました。
代表取締役社長
田中 敏文
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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

側弯症の早期発見に繋がる新しい医療機器

3Dバックスキャナー

側弯症は思春期に好発する疾患です。日本では学校での検診が義務付けられています。３D
バックスキャナーは背面の起伏を等高線像で示し、X 線撮影のような放射線の被ばくなく、側
弯症の客観的な検査を可能とします。

ここがスゴイ！
①（公財）日本学校保健会推薦品
②体表面の高低差をモアレ様画像（等高線）で可視化
③設置から撮影まで約５分、スムーズな学校側弯症検診が可能
④撮影は付属ＰＣでワンクリック、専門の撮影者は不要
⑤機器は分割し専用ケースへ収納、持ち運びが容易

お客様（利用者）の声
「３D バックスキャナーの導入により撮
影操作が楽になった。
」
埼玉県健康づくり事業団では３D バック
スキャナーを２台購入し、約 30,000
人の学校健診に使用しています。
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開発者の声
学校健診の方法に全国格
差があり側弯症の発見率
に差があります。モアレ
様画像が生成できる機器
が望まれていたこともあ
り、格差の縮小を目指し
て開発しました。
代表取締役 CEO
内田 毅彦

株式会社日本医療機器開発機構

〒 103-0023 東京都中央区日本橋本町 2-3-11
日本橋ライフサイエンスビルディング 601 号室
TEL: 03-6262-3322
URL: https://jomdd.com/

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

世界初！本格的パーティション取付型双方向会話アシストシステム

新型窓口インターホン
kicoeri（キコエリ)

コロナ感染防止のため、スーパーのレジ、受付窓口、会議室など、さまざまな場所にパーティショ
ンが設置され、相手の声が聞き取りづらくなりました。kicoeri が「聞こえ」をそっとアシスト
します。

ここがスゴイ！
①マイク・スピーカー端末から 50cm 以上離れても会話が可能
②独自の技術でハウリングを抑え、十分な音量で相手の声を再生
③周囲の騒音に応じて最適な音量に自動調整
④設置は簡単、マグネットでパーティションを挟むだけ

お客様（利用者）の声

ファーフィールドサウンド株式会社
〒 194-0041 東京都町田市玉川学園 1-22-10
玉川学園インペリアル 1F
TEL: 050-5305-2634
URL: https://www.farfieldsound.com/

これまでは、お客様の声が聞き取りにく
く、また、お客様からも聞き返される事
がありましたが、kicoeri を設置してか
らは、ストレスなく会話ができるように
なり、お客様からも「聞こえやすくとて
も良い」とお褒めの言葉を頂いています。

開発者の声
20 年に渡る車載向け音
声信号処理技術の研究開
発 で 築 き 上 げ た、 世 界
トップレベルの技術を投
入することで、唯一無二
の圧倒的な性能の商品が
誕生しました。
代表取締役 石川 洋児
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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

伝統と職人と技術が新時代の鞄をフューチャーする

和紙を使った
地球にやさしい鞄

日本の伝統工芸である『紙布』に帆布の技術を取り入れた鞄は、和紙のベルト、組紐を加える
ことで、環境・人にやさしく、折り紙のシルエットをイメージしたデザインはあらゆるシーンで
お使いいただけます。

ここがスゴイ！
①汚れをブラシを使って洗っても紙素材の為毛玉ができません。
②洗濯ができ使い込むほどに手触りのよい風合いになります。
③従来の帆布より軽く、ショルダーも約 90％の和紙でできてます。
④消臭性が 95％以上あり、通気性が高く、乾きが早いです。
⑤人の動きを研究したデザインとなった使いやすさです。

お客様（利用者）の声
お子様にも安心して使える為、マザーズ
バッグの商品化をして欲しいとのお声に
より進めています。介護用の要望にも展
開していきたいと思ってます。
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開発者の声
伝統工芸である紙布を現
代のものづくりへと転用
させる挑戦は多様な困難
がありましたが、日本の
幾人もの職人の技術が
十二単のように幾重にも
重なり誕生しました。
代表取締役 中里 貴子

有限会社メニサイド

〒 121-0062 東京都足立区南花畑４-27-8
TEL: 03-5851-3262
URL: https://www.sifuadachiya.com

Winners
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大賞
世界発信コンペティション サービス部門

スマホやパソコンから低コストで簡単に遠隔同時通訳が利用できる

遠隔同時通訳システム
「interpreteX」

同時通訳がスマホやパソコンで聞ける！通訳者も遠隔で全世界から通
訳が可能！ローコストで高セキュリティで 5 分で導入できる！

ここがスゴイ！
①クラウドを使った同時通訳システム
②自宅やオフィスから通訳ができる！聞ける！
③ QR コードをスキャンするだけのアプリレス
④暗号化通信と国内クラウドで高セキュリティ
⑤使いやすい UI と通訳音声がテキストにもなる
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お客様（利用者）の声
interpreteX は通訳者にとっても参加者に
とっても最も使いやすい遠隔同時通訳シス
テムです。

開発者の声
１ 年 半 で 2000 件
近い導入実績となり
ましたが、もっと便
利で使いやすくする
ため開発を進めてい
ます。来年を楽しみ
にしていて下さい。
代表取締役 慎 征範

株式会社 ABELON

〒 162-0062 東京都新宿区市谷加賀町 2-3-16-B1
TEL: 080-4461-7297
URL: https://www.interpretex.com/
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優秀賞
世界発信コンペティション サービス部門

最短1日で海外対応できる越境EC支援サービス

WorldShopping BIZ
「国内 EC 事業者」と「日本の EC で買い物したい海外消費者」を繋ぐ越境 EC 支援サービス。
国内 EC に専用タグを 1 行設置するだけで、海外販売に必要な言語・決済・海外発送を月額
5,500 円でサポートします。

ここがスゴイ！
①最短 1 日で海外販売対応がスタートできる
②費用は初期 3 万 3 千円・月額 5 千 5 百円だけ（売上手数料なし）
③不正決済防止機能も装備だから安心（国内特許 3 件取得）
④販売国や売上を可視化する管理画面で海外テストマーケもバッチリ
⑤中小から大手まで国内 1,300 サイトが導入

お客様（利用者）の声
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・低 コスト（初期 3 万円、月額 5 千円
ともに税抜）で海外販売にチャレンジ
できるのはありがたい。
・海外販売のテストマーケティングとし
て始めたが、実売につながっており国
内販売よりも購入点数が多く、購買単
価も高いので WorldShopping BIZ を
導入して良かった。
・販売国やアクセス履歴などが可視化さ
れた「ショップダッシュボード」が提
供されるので海外戦略に活かすことが
できるのも嬉しい。

開発者の声
日本から米国の EC サイ
トにアクセスして物が買
えない（決済できない・
日本へ配送していない）
実体験をきっかけに越境
EC サービス開発を志し、
挑戦が始まりました。
代表取締役 仲里 一義

株式会社ジグザグ

〒 150-0031 東京都渋谷区桜丘町 14-1
ハッチェリー渋谷
TEL: 03-6712-7990
URL: https://www.zig-zag.co.jp

奨励賞
世界発信コンペティション

サービス部門

誰でも簡単！知識ゼロでECサイトの構築・運営ができるツール

Biiino（ビーノ)

デザインやプログラミング知識が無くても売れる EC サイトの構築・運営ができる！
コロナ禍に EC で売上を伸ばしたい、主に中小零細企業様を支援するための Web サービス
です。

ここがスゴイ！
①最短 15 分！クリック操作だけで EC のためのページ制作が可能。
②国内最大手 EC モール：楽天市場と自動連携！（要アカウント）
③無料で使える宣伝用素材も豊富に揃っています♪
④ IT 初心者様やご年配の方からも「分かりやすい！」と好評です。
⑤開発予定を全て公開！ユーザー要望とともに成長するツールです。

お客様（利用者）の声

株式会社 9 課

〒 150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-15-10
道玄坂 1 ハイツ 402
TEL: 050-3131-8524
URL: http://section9.co.jp

「難しい作業が一切なく、直感的な操作
で使い始めてすぐに慣れました！今まで
の苦労は一体なんだったのか ... もっと早
く知りたかったです ( 笑 )」
「デザインや HTML の知識がなくとも作
業効率が上がり大変助かっています。一
人作業の心強い味方！」

開発者の声
若者、IT 強者、大手企業
向けのサービスが多い
中、 ス キ ル や 潤 沢 な リ
ソースを持たない中小零
細企業様を支援できるこ
と が 開 発 者 と し て のや
りがいです！
CEO 安部 遥子
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奨励賞
世界発信コンペティション サービス部門

Webプッシュ通知「COINs」で効果的なWeb集客を！

Webプッシュ通知サービス
「COINs」

従来のプッシュ通知と異なり、アプリ不要で、Web サイトから直接ユーザー端末へプッシュ通
知ができるため、Web サイトの認知率や、メディアサイト、EC サイトの集客率を手軽に大き
く改善することが可能です。

ここがスゴイ！
①業界に先駆けた自動セグメント（ユーザー属性別に）配信
②メルマガ配信等と比較すると、約 10 倍の CTR（再来訪）を実現
③初期費用は 0 円！導入しやすい料金体系
④導入から効果が出るまで、きめ細やかなサポート体制
⑤大手メディア、大手 EC サイト等、多数の導入実績

お客様（利用者）の声
・セグメント配信が可能で、ブランドサ
イトごとに内容を分けて配信できるの
で、お客様に必要な通知のみ配信がで
きて良い。
・プッシュ通知はリアルタイム性が高い
ためユーザーに鮮度の高い情報が届け
られ、従来の 10 倍以上の集客ができ
ました。
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開発者の声
Web を主体にビジネス
されている大小多くの企
業から、Web だけで自
由に集客できる仕組みを
実現してもらいたいとい
う声を頂いたのが開発の
きっかけでした。
代表取締役 河本 恭一

株式会社シグニティ

〒 111-0052 東京都台東区柳橋 1-14-3 山松ビル 4 階
TEL: 03-5839-2832
URL: https://www.signity.jp/

奨励賞
世界発信コンペティション

サービス部門

筑波大学発！AIを活用した姿勢分析・動作分析アプリ

Sportip Pro

スマホの AI アプリで撮影するだけで、個人のクセや弱点を瞬時に発見し、問題を解決するトレー
ニングを自動推薦してくれるサービス「Sportip Pro」。筑波大学発のサイエンス・AI の強みを
生かして開発。

ここがスゴイ！
① 227 種の分析が可能で若者から高齢者・アスリートまで利用可能
②運動メニューが 2295 以上あり、個人最適な指導が可能
③筑波大学由来のサイエンスによりエビデンスベースの評価が可能
④大学と共同で膨大なデータを有しており、高精度な解析が可能
⑤解析座標が 143 点となっており、詳細な分析が可能

お客様（利用者）の声

株式会社 Sportip

〒 113-0033 東京都文京区本郷 2-39-6 大同ビル 6F
TEL: 03-3868-3420
URL: https://www.sportip.jp/

「最先端だ！驚きだ！」という声を会員
様からいただいております！」
「体の歪みなどをスティックピクチャー
やデータで視覚的に見て正確に問題点を
把握いただけるので、とても前向きに治
療に取り組んでいただけます」

開発者の声
SportipPro は全開発工
程を社内で行っているの
で、日々変化していくお
客様の課題に合わせて、
柔軟かつスピーディーに
製品の改善を行うことが
できます。
代表取締役 高久 侑也
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奨励賞
世界発信コンペティション サービス部門

いつでも「新鮮な」おもちゃが一人一人に合わせて届く！

トイサブ！

トイサブ！は新感覚のおもちゃレンタルサービスです。月々の定額制の料金で、各家庭個別に
プラン（選定）されたクリーニング済のおもちゃをお届けしています。

ここがスゴイ！
①クリーニングしたおもちゃで安心したおうち時間を過ごせます
②個別にプランしたおもちゃのセットでお子様の個性に合わせます
③ 20 万件超の「おもちゃ評価データ」を基にプランしています
④知育玩具も提供、お子様のすこやかな成長をサポートします
⑤ユーザーは 10,000 名を超え、まさにいま注目のサービス！

お客様（利用者）の声
私個人では見つけることのできないおも
ちゃを沢山教えていただき、本当にあり
がとうございます。毎回のアンケートの
返事も、成長を一緒に見守ってくれてい
る感じがし、とてもとても嬉しくて心強
かったです。
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開発者の声
トイサブ！は幸せな親子
時間を増やすことを目指
したサービスとして生ま
れました。おもちゃを囲
んだ時間が、もっと手軽
に、更に豊かになること
を願っています。
代表取締役 志田 典道

株式会社トラーナ

〒 165-0021 東京都中野区丸山 1-12-8
EFG ビル 7 階
TEL: 03-6882-1954
URL: https://torana.co.jp

特別賞
世界発信コンペティション

サービス部門

Withコロナ時代の新しいコミュニケーションサービス

DX時代のコミュニケーション
「オンライン運動会」
Web 会議用ツールを使い、社内のコミュニケーションを活性化するオンラインイベント。パソ
コン画面が運動会の会場に！社員の心をひとつにつなぎ、
“真の”コミュニケーションが生まれ
ることで組織を強くします。

ここがスゴイ！
①自宅にいながら運動会に参加
②コミュニケーション活性化、モチベーション UP、一体感の醸成
③三密を避けて楽しめる
④ライブ感、ドラマあり！
⑤日本全国、世界各地から参加可能

お客様（利用者）の声

株式会社運動会屋

〒 150-0034 東京都渋谷区代官山町 9-10-3F
TEL: 0120-3-84604
URL: www.udkya.com

「新入社員と先輩社員のつながりが深
まった」
「孤独を感じていたが、久しぶりにみん
なの笑顔に出会えてよかった」
「わざわざ移動しなくても家でできるイ
ベントなのがよい」
今後は海外支社のある日本企業はもちろ
ん、海外企業向けにも展開していきま
す！

開発者の声
リアル運動会で培った運
営スキルをそのままに、
オンライン運動会を盛り
上げます。少人数〜大人
数まで、みなさまのご要
望に合わせて楽しいイベ
ントをつくります！
代表取締役 CUO
（Chief UNDOKAI Officer）
米司 隆明
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特別賞
世界発信コンペティション サービス部門

昭和世代向け、
【簡単・安心・お得】なチケット販売サービス

昭和観劇会

演劇やコンサート等の興行チケットの会員制販売サービス。裏側では IT や AI を駆使しながら
も、利用者側では、シニア世代が安心して利用できるよう、アナログで使いやすいインターフェ
イスにこだわっています。

ここがスゴイ！
①入会条件は【昭和生まれ】であることだけ。入会費・年会費不要
②必要なのは電話のみ。インターネットやログインパスワードも不要
③コンサートや演劇、ミュージカルを会員特別価格で提供！
④郵送や FAX で案内。注文は電話で公演番号と枚数を入力するだけ
⑤チケット代金は自宅で配達員に直接支払いなので安心

お客様（利用者）の声
・
「スマホは使っていますが、お芝居の情
報を探すのは難しいし、買う時にクレ
ジットカードを使うのも心配。昭和観
劇会なら簡単、安心で助かっています」
（お客様の声）
今後は、関東以外への展開や、ジャン
ルの水平展開、施設や企業など対団体
の展開も検討中
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開発者の声
利用者側はインター
フェースを徹底的にアナ
ログ化させ、一方で裏側
は、AI 音 声 に よ る 電 話
注文受注から配送伝票自
動作成などの各工程を極
力 IT 化しました。
代表取締役社長
山野上 寛

株式会社オケピ

〒 104-0061 東京都中央区銀座 7-2-16 寿ビル 3F
TEL: 03-6808-3434 FAX: 03-6808-3435
URL: https://okepi.net

特別賞
世界発信コンペティション

サービス部門

災害に役立つ防災の知恵や技を、スポーツを活用し楽しく学ぶ

スポーツで災害に強くなる
「防災スポーツ」
「楽しんで、競い合って、身体で覚える」をコンセプトに、災害時に起こりうるシーンをスポー
ツ競技として体験するなど、スポーツの持つ特性を活用し、もしもの時に生き抜く力を育みます。

ここがスゴイ！
①災害時に起こることを身体で覚え、もしもに備える「防リーグ ®」
②日常の中で楽しく防災対策、身体トレーニングを行う「防トレ」
③地域の防災を歩きながら学ぶ「防災ウォーク」
④震災時の状況、被災者から学んだ震災の教訓を組み込んだ内容
⑤防災課題に加え、スポーツ実施率向上などスポーツ課題も解決

https://bouspo.jp/

株式会社シンク

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-9-11
東酒類ビル6階
TEL: 03-6206-8947
URL: https://sinc-inc.co.jp/

お客様（利用者）の声
■スポーツと防災訓練をかけ合わせた、
大変興味深い取り組み。いざという時
に、慌てず冷静な判断が出来るように
なるのではないでしょうか
（スポーツ庁 室伏長官）
■楽しさと防災をつなげたことで、子ど
もも関心が持てるようになっていると
思う（千代田区立昌平小 浅岡校長）

開発者の声
自身が阪神・淡路大震災
に被災した体験を通し
て、災害には「スポーツ
で備えられる」と感じ、
「スポーツで楽しみなが
ら防災を学ぶ」ことを企
画開発しました。
代表取締役 篠田 大輔

※「防災スポーツ」
「防リーグ」は株式会社シンクの登録商標です。
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特別賞
世界発信コンペティション サービス部門

ゲーム感覚でイラスト付きの小説が読めるサービス

ゲーム小説サービス
『TapNovel』

TapNovel は、ゲーム感覚でイラスト付きの小説（ゲーム小説）が読めるサービスです。恋愛
やファンタジーから、SF、ホラー、本格ミステリーまで、幅広いジャンルのストーリーを毎日配
信しています。

ここがスゴイ！
①多くの作品の中から自分好みの作品を選び、毎日無料で読める
②豊富なイラストにより、ビジュアルで物語を読むことができる
③現役の作家や脚本家による高品質な書き下ろし作品

今後の展開
自作のオリジナル小説を TapNovel に
投稿できる『TapNovelMaker』をリリー
ス。当社が保有する 20 万枚を超えるイ
ラスト素材と制作プラットフォーム（特
許取得済み）を一般開放し、誰でも簡単
にゲーム小説を投稿できるようになりま
す。
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開発者の声
ビジュアルストーリーに
よって、普段小説を読ま
ない人にも物語を届ける
ことができます。
TapNovel の作品を原作
とした漫画や実写も生ま
れています。
代表取締役 遠藤 彰二

株式会社 TypeBeeGroup

〒 154-0004 東京都世田谷区太子堂 3-14-4
エスペランサ三軒茶屋 3F
TEL: 03-6413-8895
URL: https://type-bee.co.jp/

特別賞
世界発信コンペティション

サービス部門

世界中のホテルの旅行提供方法を変革し直販を向上する

グローバル ダイナミックパッケージ
プラットフォーム
当社のグローバルダイナミックパッケージプラットフォームは、
「世界中のホテルが、世界中の
航空券を組み合わせ、世界中の旅行客に、旅行（ホテル＋航空券＋他旅行商材）を提供できる
SaaS 型のサービス」です。

ここがスゴイ！
①ホテルの課題のための旅行業サービスは世界でも強い独自性
②ホテルが使用する世界の主要ホテルシステムとの連携
③世界の航空系システムとの連携により世界中の航空券と組み合わせ
④初期や固定費ゼロで既存手数料を半減させるリスクフリーなモデル
⑤多言語・多通貨利用可能で、全世界の旅行客を対象としたサービス

お客様（利用者）の声

株式会社タイムデザイン

〒 150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-18-14
恵比寿ファーストスクエア 8F
TEL: 03-6447-7799
URL: https://www.timedesign.co.jp

「ずっとこんな仕組みが現れるのを待っ
ていた。それが君たちだった。
」
「タイム
デザインのソリューションは直接予約を
促進し客室平均単価を向上させ、競合他
社との差別化を図ることによりホテルは
旅行会社から独立できました。
」等の声
をいただいております。

開発者の声
ホテルサイト内で世界に
対して旅行会社を頼らず
にホテル＋航空券の提供
ができないかという相談
がきっかけです。私達は
業界の当たり前を変えた
いと思っています。
ファウンダー 兼
代表取締役社長
髙松 祐三
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特別賞
世界発信コンペティション サービス部門

厨房の衛生管理をペーパーレス・DX化

ACALA FT（アカラ エフティ)

食品衛生法の改正で義務化された HACCP に必須の温度管理を調理現場にも実現。ハンディ
で取り扱い易い芯温計と専用端末で測定データをクラウドに送信。調理現場の記録をペーパー
レス／ DX 化するサービス。

ここがスゴイ！
①データはクラウドで一元管理され、油まみれの手書き帳票は不要に
②面倒な「加熱→冷却→再加熱」といった一連作業の記録管理も可能
③ 厨 房 利 用を 想 定した ハン ディタイプの 軽 くて使 い 易 い 芯 温 計
④初期費用０円、安価な月額定額料金のみでワンストップに利用可能
⑤設備投資が困難な飲食店や中小規模の事業者でも容易に導入可能

お客様（利用者）の声
・油 まみれの帳票を 2 年間保存しなく
てもよくなったのは嬉しい。監査の
時、指定された日のデータを帳票か
ら探し出すのもひと苦労でしたがこ
れで解決。
・手 書きの記録だと『同じ筆跡で書か
れたトイレの清掃記録みたいに信用
できないですよね？』と言われ、返す
言葉がありませんでしたがもう安心。
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開発者の声
厨房で最も面倒な工程
『加熱→冷却→再加熱』
を、 試 験 導 入 し た お 客
様 の 声 を 参 考 に、 一 元
管理可能にしたことで、
実用性が格段にアップ
代表取締役社長 しました。
前田 一樹

タイムマシーン株式会社

〒 103-0013 東京都中央区日本橋人形町 1-5-5
芳町ビル 2F
TEL: 03-6264-8603
URL: https://tmcn.jp/

特別賞
世界発信コンペティション

サービス部門

高速化、セキュリティ、コスト削減でWeb運用の課題を解決

超高速CMS実行環境
「KUSANAGI」

超高速 CMS 実行環境「KUSANAGI」と「KUSANAGI マネージドサービス」はユーザー体験
を向上させる高速化ソユーションです。高速化、セキュリティ、コスト削減で Web 運用の課題
を解決します。

ここがスゴイ！
①累計稼働台数 5 万台、公開事例 130 件以上の信頼のサービスです
②高いパフォーマンスでアクセス集中時の機会損失を低減します
③高度に強化されたセキュリティにより継続的な安心を提供します
④サーバの台数削減、障害対応などの人的コストを削減します
⑤サーバからアプリケーションまでの一貫した保守で運用を手離れ

お客様（利用者）の声

プライム・ストラテジー株式会社

〒 101-0047 東京都千代田区内神田 1-2-2 小川ビル 10F
TEL: 03-6551-2995
URL: https://www.prime-strategy.co.jp/

「バージョンアップなどの迅速な保守体
制ができ、表示速度が 10 倍近く向上、
運用費用が 2 割削減できました」
「緊急時にアクセスが集中しても、クラ
ウドスペックに依存せずに超高速かつ安
定的に稼働できるようになりました」

開発者の声
お客様のサイトの運用
の中で培った高速化の
技術をすべて詰め込み、
皆さまに利用していた
だけるようオープン
ソ ー ス で 公 開したのが
「KUSANAGI」です。
代表取締役 中村 けん牛
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特別賞
世界発信コンペティション サービス部門

ブロックチェーン技術で改ざん不可能な電子証明書を発行する

CloudCerts

ブロックチェーン技術を活用し、偽造できないデジタル証明書を発行するサービスです。証明
書の原本データを管理画面からアップロードするだけで、簡単にブロックチェーン証明書を利
用できます。

ここがスゴイ！
①ブロックチェーン技術を利用しているため改ざんが事実上不可
②証明書の正しさをワンタップで検証可能
③紙の証明書の発行費用と比べ約 50% のコスト削減効果

お客様（利用者）の声
「ブロックチェーンで内容が担保されて
いるので導入を決めた」
「卒業証書をデジタル化することで、メー
ル添付や SNS でのアピールが可能にな
る。卒業生のキャリアパスの最適化のた
め、導入した」
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開発者の声
書類や証書の偽造による
トラブルが後をたちませ
んが、ブロックチェーン
技術が「情報の正しさ」
を担保することで、あら
ゆる学歴や履歴、商品の
透明性を担保します。
代表取締役 圷 健太

LasTrust 株式会社

〒 113-0021 東京都文京区本駒込 5-5-5-3A
TEL: 080-7392-0152
URL: https://lastrust.io

Winners
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審査委員

一覧

製品・技術（ベンチャー技術）部門
名前

所属

審査委員長

川田

誠一

東京都公立大学法人 東京都立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
青沼

昌幸

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製品化技術グループ長

越水

重臣

東京都公立大学法人 東京都立産業技術大学院大学

産業技術研究科

近藤

惠嗣

福田・近藤法律事務所

田中

保行

東京中小企業投資育成株式会社

中野

公彦

国立大学法人 東京大学

教授

弁護士
業務第一部長

生産技術研究所

次世代モビリティー研究センター 教授

環境・バイオ分野
大山

智章

筧

慎治

東京商工会議所

中小企業部

中小企業振興担当課長

学校法人 実践女子大学生活科学部食生活科学科・解剖生理学研究室

川口

雅弘

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター

佐藤

勲

国立大学法人 東京工業大学

保倉

明子

学校法人 東京電機大学

教授

開発本部マテリアル応用技術部プロセス技術グループ長

総括理事・副学長

工学部応用化学科

教授

情報通信分野
飯尾

淳

学校法人 中央大学 国際情報学部

金田

泰昌

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター

開発本部情報システム技術部通信技術グループ長

飛田

博章

東京都公立大学法人 東京都立産業技術大学院大学

産業技術研究科

教授

東京都公立大学法人 東京都立産業技術大学院大学

産業技術研究科

准教授

林

久志

福嶋

義弘

教授

株式会社アイテック IT 人材教育研究部

顧問
敬称略、審査時点の役職を表記。分野毎に五十音順で表記
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審査委員

一覧

サービス部門
名前

所属

審査委員長

新井

民夫

東京大学

副審査委員長

竹中

毅

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

山本

昭二

関西学院大学専門職大学院

天津

利男

公益財団法人 東京都中小企業振興公社

大村

智之

東京中小企業投資育成株式会社

生越

由美

東京理科大学

田中

祐子

株式会社日経ＢＰ

審査委員

林
分野別
審査委員

揚哲

内閣官房

名誉教授
人間拡張研究センター

経営戦略研究科

経営学研究科

参事役

サービス価値拡張研究チーム

研究チーム長

教授

事業戦略部長
統括審査役代行

技術経営専攻（MOT）教授

グローバル事業局長、コンサルティング局長

東京オリンピック・パラリンピック

推進本部事務局

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

野沢

清

公益財団法人 日本生産性本部

原田

宗彦

大阪体育大学学長

藤田

壮

東京大学大学院

山口

有次

桜美林大学

サービス産業生産性協議会

参事官

部長

工学系研究科都市工学専攻教授

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
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お問い合わせ先
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 世界発信コンペティション担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎20階
TEL：03-5320-4745
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 世界発信コンペティション担当
〒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
E-mail：compe@sekai2020.jp

