
平成27年11月12日（木）13:30～17:00 

 

スタートアップ都市推進協議会 

ピッチイベント 
「ジャパン・スタートアップ・セレクション 2015」 

日時 

場所 スタンダード会議室 五反田店 
（東京都品川区西五反田2―21−1 五反田Kビル） 

主催 スタートアップ都市推進協議会（三重県，広島県，千葉市，横須賀市，浜松市，奈良市，
福岡市） 

協力  一般社団法人 日本経済団体連合会 
 

(1) 開会のご挨拶 13:30～13:40 
 《スタートアップ都市推進協議会 会長 髙島 宗一郎》 
 
(2) ピッチイベント 13:40～14:40 
 

（休憩） 
 
(3) ブース出展 15:00～16:50 
 （ピッチオーディエンス賞発表）             16:00～16:05 
 （ご挨拶） 16:05～16:10 
 《一般社団法人 日本経済団体連合会 起業・中堅企業活性化委員会 
  委員長 荻田 伍 氏》 
 

プログラム 
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スタートアップ都市推進協議会概要 

趣旨 
起業や新たな事業などの「スタートアップ」は，経済成長を実現し，大きな雇用創出効果をもたら
すとともに，暮らしの中に新たな価値を創造するものであり，日本の再興には不可欠なものである。 
日本再興への期待が高まりつつある今，スタートアップ都市づくりに先進的に取り組む自治体が，
地域の個性を生かしたロールモデルとなり，経済関係団体とも連携し，日本全体をチャレンジが
評価される国に変えていくことをめざすもの。 

設立年月日 
平成25年12月23日 

メンバー 
福岡市（会長），広島県（副会長）， 
横須賀市（副会長），三重県（監査役） 
千葉市（以下すべて幹事），浜松市，奈良市 
2県5市 （平成27年11月現在） 

実施内容 
（１）国への提言活動 

・各会員間の情報共有・国家戦略特区制度などの活用や規制緩和，スタートアップ企業
への支援などについて，国に対し提言活動を行った。（平成25年12月23日） 

 
（２）シンポジウム＆マッチング交流会「ジャパン・スタートアップ・セレクション」 

・シンポジウムを行い，地域の個性を生かしたプロジェクトなどの情報を発信 
・マッチング交流会の実施により，各地域のベンチャー企業と大企業，投資家等とのマッチ
ングを促進。（平成26年12月21日） 

 
（３）小中高校生・大学生向けチャレンジマインド醸成教育 

・小中高校生・大学生のチャレンジマインドを醸成するため、経済同友会などと連携し、講師
となる起業家情報を提供し，チャレンジマインド教育の実践例を共有した。各地域での事
業は各自治体において実施。 
 

（４）スタートアップ都市推進に関する事業の検討 
・U／Iターン促進 
地方創生イベント「地方創生・ベンチャー会議」を共催。（平成27年3月18日） 

（平成26年12月21日シンポジウム＆マッチング
交流会の様子） 

（石破大臣） 
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各地のスタートアップ企業ピッチスケジュール 

開始時刻 自治体 会社名 チェック 

13：40 運営 ＜テーマ概要及び登壇企業のご紹介＞ 

13：43 福岡市 株式会社スカイディスク 

13：44 福岡市 株式会社プリンシプル 

13：45 広島県 エス株式会社 

13：46 広島県 ノイアンドコンピューティング株式会社 

13：47 広島県 株式会社Needol 

13：48 奈良市 株式会社ジャパン関西ラボラトリー 

13：49 奈良市 DRINK DRANK 

13：50 三重県 株式会社機能食品研究所 

13：51 三重県 うれし野ラボ株式会社 

13：52 浜松市 株式会社PEER 

13：53 浜松市 アローズジャパン株式会社 

13：54 横須賀市 大草薬品株式会社 

13：55 横須賀市 横須賀バイリンガルスクール 

13：56 千葉市 株式会社アミンファーマ研究所 

13：57 千葉市 株式会社デリシャス・ハーツ 

テーマ① 生活環境の改善 toC           ※各企業の詳細：P5～P12 

関心が引かれた企業にチェックを入れるなど，ご活用ください。 
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各地のスタートアップ企業ピッチスケジュール 

開始時刻 自治体 会社名 チェック 

14：00 運営 ＜テーマ概要及び登壇企業のご紹介＞ 

14：03 福岡市 株式会社Medy 

14：04 福岡市 株式会社ユニゾンシステムズ 

14：05 広島県 株式会社otta 

14：06 広島県 ルーチェサーチ株式会社 

14：07 広島県 株式会社まわた 

14：08 奈良市 べっぴん奈良漬 

14：09 三重県 株式会社プリンシプル 

14：10 三重県 鈴鹿ネオジャパネスク 

14：11 浜松市 株式会社カタナコーポレーション 

14：12 浜松市 株式会社ピアックス 

14：13 横須賀市 株式会社芝技研 

14：14 横須賀市 有限会社三貴 

14：15 千葉市 株式会社MPS 

14：16 千葉市 株式会社アカリネ 

テーマ② Only One Products         ※各企業の詳細：P13～P19 

関心が引かれた企業にチェックを入れるなど，ご活用ください。 
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各地のスタートアップ企業ピッチスケジュール 

開始時刻 自治体 会社名 チェック 

14：20 運営 ＜テーマ概要及び登壇企業のご紹介＞ 

14：23 福岡市 ウミーベ株式会社 

14：24 福岡市 株式会社リーボ 

14：25 奈良市 デザイン事務所アトリエアクア 

14：26 奈良市 天平楽座 

14：27 三重県 株式会社アーリー・バード 

14：28 浜松市 有限会社こころ 

14：29 浜松市 株式会社クロスデバイス 

14：30 横須賀市 株式会社ラントリップ 

14：31 千葉市 株式会社テレマ 

テーマ③ 観光ビジネスの促進           ※各企業の詳細：P20～P24 

関心が引かれた企業にチェックを入れるなど，ご活用ください。 



①-A IoTに最適なセンサデバイスとクラウドサービス 
 株式会社スカイディスク 
  （http://skydisc.jp） 
 代表者名/橋本 司 資本金/700万円 
 主たる事業：センサデバイスの開発およびクラウドサービスの提供 
 連携希望先業種等：SI事業者、商社 
 コメント：データ収集用センサデバイス、通信用3Gモジュール、分析

用クラウドサービスを一気通貫で開発／販売。IoTサービスをより簡
単に実現するために、センサ部分を交換可能なセンサデバイスを提供
しています。 

①-B ワンコインホームセキュリティ 
 株式会社プリンシプル 
（http://principle2007.co.jp) 
 代表者名/原田 宏人 資本金/6,184万円（資本準備金含む） 
 主たる事業：ホームセキュリティサービス 
 連携希望先業種等：不動産賃貸管理、不動産賃貸仲介、インターネッ

トプロバイダ、電力会社、ガス会社、引越業者等 
 コメント：賃貸住宅でも気軽に使えるホームセキュリティサービス

「スマートルームセキュリティ」は、家庭にセンサーとセキュリティ
親機(SIM内蔵タイプもあり)を設置し、侵入者があれば事前に登録し
た最大5名のスマートフォンにマナーモードを飛び越えて緊急地震速
報と同様に警報を発信する。警備員が駆けつけるオプションもあり追
加で月額480円+駆けつけ都度5,000円で利用できる。（全て税別）
ホームセキュリティとしての利用はもちろん、社会課題となっている
独居老人の孤独死などに対応するため、一定時間ドアが開かないとア
ラートが飛ぶという見守り利用ニーズにも対応。月額500円(SIM内蔵
タイプは980円)から利用することができる。 
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テーマ① 生活環境の改善 toC 



①-C 世界中に笑顔を 
 エス株式会社 
  （http://www.es-c.co.jp/） 
 代表者名/児玉昇司 資本金/7,100万円 
 主たる事業：ブランドバッグのレンタル 
 連携希望先業種等：現在バッグの仕入れが最重要課題になっており、

下記2つの可能性がある企業様と話をしたいと思っております。 
・会員をお持ちの企業様で、タイアップによるユーザー買取の促進が可能 
・アウトレットや並行輸入などバッグを大量に持っている 
 コメント：「ラクサス」は、ファッションのシェアリングビジネス

（レンタル）。女性用ブランドバッグが中心。短期間のレンタルでは
なく、月額制のサブスクリプションモデル。バッグに飽きたら、次の
バッグに交換。 

①-D ITで、世の中を楽しく便利に 
 ノイアンドコンピューティング株式会社 
  （http://www.neu.co.jp/） 
 代表者名/藤川英士 資本金/8,050万円 
 主たる事業：CRMクラウドサービス 
 コメント：「企業の収益は、お客様によってのみもたらされる」どの

ような企業であっても、お客様に自社の商品を買っていただいてはじ
めて、従業員に給与を支払い、その他経費を払い、経営を続けていく
ことができます。この、企業の真の支配者である”お客様”に焦点を合
わせ、ITを上手く活用することで、”高収益型の事業構造”を構築する
ことができる。そういった世界をこのクラウドサービスで実現したい
と考えています。 
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テーマ① 生活環境の改善 toC 



①-E 常識に捕らわれず常にユーザー目線であり続ける 
それがNeedolが大事にする価値観 

 株式会社Needol   
  （http://needol.jp/） 
 代表者名/植田振一郎 資本金/500万円 
 主たる事業：イベントを通じて出会いを提供する”ときめき体験サービ

ス” 
 連携希望先業種等：サービス業 
 コメント：”かわらないのは ときめく気持ち”「milkey life」はイベン

トを通じて、いろんな人と出会うことのできる”ときめき体験サービ
ス”です。男女の出会いはもちろん、趣味の合う友人が増えたり、年齢
や職種の垣根を越えたつながりが広がっています。 

 自分に合ったイベントで、自分に合った人が見つかるのは”milkey li 
 fe”だけ。1人の時間を持て余しそうなとき、わいわいしたいとき、そ 
 んなときの味方が”milkey life”です。 
 気がついたら、イベントの主催者になっていたなんてことも・・・。 
 ”二人を結ぶ日”ということで、毎月26日は特別イベント「milkey life 
 の日」を開催しております。「milkey life」は、みなさまの”ときめき 
 体験”を全力で”おせっかい”させていただきます。 

①-F 炎天下から逃げ場のないあなたへ！ 
 株式会社ジャパン関西ラボラトリー 
  （http://j-k-labo.co.jp/） 
 代表者名/小原仁志 資本金/－   
 主たる事業：衣料品・スポーツ用品の企画開発 
 連携希望先業種等：アウトドアー関連、釣り業界、農業関連、スポー

ツ関連の服飾、帽子に関係のある企業様 日除け関連に興味のある企
業様 

 コメント：従来の日除け帽子は戦前よりずっと変わらない構造のまま
今日に至っており、帽子に直接日除け布が付属しており、肌への密着
による不快感、風によるめくれ上がり等で、本来の機能を果たせてお
らず、また後頭部の熱のこもりの換気が不十分でした。弊社サンレ
ビーは特許を取得し、今までの日除け帽子が実現できなかった内容を
改善し、効率の良い、快適な日除け商品としてご提案します。地球温
暖化により毎年太陽光によるさまざまな人体への害が増加し、世間の
関心が高まっている中で、このサンレビーがその害を改善できるツー
ルの一つとなり、奈良県発信の商品として確立できる事を目指します。
経産省のクールジャパン商品として採択もいただきました。  
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テーマ① 生活環境の改善 toC 

http://www.amazon.co.jp/SUN-LEVEE-LEVEE-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E5%B0%82%E7%94%A8%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%89-%E9%81%AE%E7%86%B1%EF%BC%86%EF%BC%B5%EF%BC%B6%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%BC83%EF%BC%85%E4%BB%A5%E4%B8%8A-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-%EF%BC%88%E7%84%A1%E5%9C%B0%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E4%BB%98%EF%BC%89/dp/B012Z6BP8M/ref=pd_rhf_gw_p_img_1?ie=UTF8&refRID=1FEEAYXGKQ6B8WHVJWMZ


①-G スムージーで、日本の果物を世界に！ 
 DRINK DRANK 
  （http://www.drinkdrank.com/） 
 代表者名/平野奈津 資本金/－    
 主たる事業：野菜ソムリエによるスムージーの販売、技術開発 
 連携希望先業種等：飲食・食品関連・ブレンダー、ミキサー製造業 
 コメント：野菜ソムリエでもある平野奈津がプロデュース、運営する

スムージー専門店。17年研究開発を続けたスムージー作りのノウハウ
で、まるで果物を食べているかのような新感覚のスムージーを提案。
その技術とレシピノウハウ、奈良県を中心とした全国の生産者とのパ
イプを活用し、近年果物離れが目立つ若い世代に向け、スムージーを
ライフスタイルに取り入れてもらい、日本の果物や野菜の魅力を伝え
る。シシトウガラシやピオーネのスムージーは生産者と共同開発し、
メディアでも取り上げられ話題に。2013年初の著書本『人気カフェ
のスムージーが自宅でつくれる！かんたんレシピ122』を発売。国内
で人気を博し、累計６万部を越える。続いて台湾・韓国版も出版、6
カ国にて販売される。 

①-H 「機能性表示食品」の届出をサポートいたします！ 
 株式会社機能食品研究所 
  （http://www.ksk-lab.co.jp/） 
 代表者名/梅田幸嗣  資本金/1,660万円 
 主たる事業：臨床試験受託 
 連携希望先業種等：食品製造メーカー、食品開発メーカー、化粧品

メーカー） 
 コメント：今春はじまった新しい食品表示制度である『機能性表示食

品』により機能性の表示のハードルが下がり、食品メーカー様のビジ
ネスチャンスが広がりました。 

 臨床試験(ヒトが飲んだり食べたりした時の有効性を確認する試験)の 
 受託機関である機能食品研究所が、この『機能性表示食品』の届出に 
 関する全ての行程のご支援をいたします。 
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テーマ① 生活環境の改善 toC 



①-I 生の生姜から抽出した「しょうがオイル」の機能性食品！ 
 うれし野ラボ株式会社 
  （http://www.ureshino-lab.jp/） 
 代表者名/辻 保彦 資本金/1,000万円 
 主たる事業：食品・化粧品・健康食品の製造販売 
 連携希望先業種等：スポーツジム・フィットネススタジオ 
 コメント：油の精製技術をベースにした機能性食品の抽出技術は、食

品添加物の乳化剤レシチンを約４０数年、美容食品原料としての高純
度のセラミドを約２０数年開発してきた歴史があり大手の食品化粧品
メーカー様への納入実績があります。その長年培った技術は他社には
すぐまねの出来るものではないと自負しております。今回商品化致し
ますしょうがオイルを使った健康補助食品「生姜ライフ＋」は、今ま
で世の中にあった漢方薬に代表される生姜の健康食品とは中身がまっ
たく違う商品で体感効果が優れています。ご利用頂く女性やシニアの
方々に喜びと満足を与える商品であると思います。 

①-J 「大腸がん患者のストマを守る「オビート」」 
 株式会社PEER 
  （http://team-peer.com/） 
 代表者名/佐藤真琴 資本金/100万円 
 主たる事業：がん患者むけ生活用品の製造販売卸と看護ツール作成 
 連携希望先業種等：衣類デザイン・縫製業、eコマース業 
 コメント：全国で毎年100万人が新規にがんと診断され、年間150万

人のがん患者が現在治療を継続しながら日常生活を送っています。私
たちは、その人達が治療しながら日常生活を豊かに、その人らしく過
ごせるような商品とサービスを、医療現場と連携しながら事業化して
います。今回パートナーを募集している商品「オビート」は、人工肛
門（ストマ）にくっつける袋（パウチ）を固定するための商品です。
大腸がんで人工肛門を造設した故伊藤氏が、汗をかいても動いても安
心して過ごせるパウチカバーポシェットを作成し、家内手工業で必要
な人に販売していました。彼が亡くなった後も、このポシェットが必
要な人からの問い合わせが後を絶たちません。商品としての完成度も
高く、活動度の高い職業の人たちに愛用されています。また、小児～
思春期の子どもたちにとっては、これがあれば体育の授業に参加でき、
放課後に友達と駆けまわって遊ぶことができるようになります。これ
からも人工肛門を造設する患者数は増え続けます。作った人工肛門と
付き合いながら、その人らしい楽しい人生を送ることができるように、
この商品のマーケット開拓を一緒にしてくださるパートナーを探して
います。社会インパクトのある方法で、全国10万人以上の人工肛門を
持つ方々のために、ストマの格好悪く不幸なイメージを改善していき
たいと考えています。 
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①-K スポーツ才能開発 アローズジム 
 アローズジャパン株式会社（http://www.1007.co.jp/） 
 代表者名/山下典秀 資本金/1,000万円 
 主たる事業：小中学生を中心としたスポーツ塾 
 連携希望先業種等：デベロッパー、飲食関連、教育産業 
 コメント：標高2500m程度の酸素濃度環境下で行う心肺トレーニング

やハイスピードカメラを使った3次元の動作解析、筋力測定器を用いた
股関節・膝関節の筋力測定、動体視力を中心としたスポーツビジョン
トレーニング等、最先端のスポーツ科学にもとづいた測定・トレーニ
ングを小中学生を主な対象として行っています。トップクラスで活躍
する選手の強化はもとよりスポーツの苦手なお子さんにも上達する喜
びを知ってもらうことでスポーツの裾野を広げ、世界に通用する人材
育成を目指しています。体育の面だけでなく、低酸素トレーニングを
行っての富士登山での徳育や小学生の学習、食事・栄養のサポートも
行っています。 

  現在、浜松市内に2つの店舗があり、650名の会員が目標に向かって      
 トレーニングをしています。来春同市に3店目を出店予定。来年度中に 
 関東方面への出店を計画しています。 

①-L 生薬（ハーブ）を用いた健康食品の開発・製造 
・漢方生薬製剤等の一般用医薬品の製造販売 
・生薬（ハーブ）や消化器等をキーワードとした健康食品の製造販売 

 大草薬品株式会社（http://okusa.co.jp/） 
 代表者名/大草 貴之 資本金/1,700万円 
 主たる事業：漢方薬を中心とした製薬業。神奈川県のなでしこブラン

ドに2年連続で選定。 
 連携希望先業種等： 
・弊社の健康食品（煌姫・オーラケア等）の新たな販売先を探しています。 
・生薬（ハーブ）を用いた健康食品のOEMにご興味がある企業を探して 
 います。 
 コメント：弊社は1931年（昭和6年）創業以来、漢方生薬製剤を中心

とした一般用医薬品の製造販売を行って参りました。また、高齢社会
に伴い健康寿命延伸のため、今までの漢方生薬の知識を活かした健康
食品の開発にも力を注ぎ、現在7品目の健康食品の製造販売を行ってお
ります。 

 「平成24年 かながわ中小企業モデル工場指定」 
 「平成25年 エチオピアにて『紫雲膏』の皮膚リーシュマニア症に対 
  する治験に参加」 
 「平成26年 超低分子ヒアルロン酸配合ゼリー『煌姫』が『第1回神奈 
  川なでしこブランド』に認定」 
 「平成27年 口腔ケアサプリ『オーラケア』が『神奈川なでしこブラ 
  ンド2015』に認定」 
 「平成27年 口腔ケアサプリ『オーラケア』が未病市場創出促進事業 
  に参画中」 
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①-M バイリンガル環境を整え、日本と世界をつなぐ架け橋、大使を育
て、グローバルタウンを目指します。 

 株式会社横須賀バイリンガルブリッジ（http://ybschool.jp/） 
 代表者名/代表取締役 井上芙美 資本金/1,000万円    
 主たる事業：英語と日本語をバランス良く学べるバイリンガル保育園

と学童保育 
 連携希望先業種等：・オンライン英会話、英会話教室、英会話スクー

ル、学習塾など座学に対してリアルなコミュニケーションができる場
を創出したい企業 

・英語にまつわる企業、英語を公用語にしたいと思っている企業 
・英語研修等行っている会社、学習塾などで付加価値をつけた学習を検討 
 している企業 
 コメント：横須賀アンバサダーは、横須賀という地の利を活かしてア

メリカ人を中心とした外国人と、日本を繋ぎ真のグローバルタウンを
目指し、横須賀からバイリンガル環境を創造し、そこにない未来を創
ります。 
アメリカと日本の人たちを繋いで、共にプロジェクトを協働し、言葉
や文化の違いを認め乗り越えていく機会をつくり、国際交流を通し、
日米の架け橋となるイベントとグローバル教育を実践し、世界で戦え
る人材を育てます。グローバルな視野をもつ大使を育てていきます。 
国際交流を通じ多くの人たちに横須賀を楽しんでもらう。横須賀を真
のグローバルタウンにし、今、そこにない未来を創っていきたいと
思っています。 
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①-N 世界初！血液検査で脳梗塞リスクを把握 
 株式会社アミンファーマ研究所 
  （http://amine-pharma.com/lab/） 
 代表者名/五十嵐一衛 資本金/7,445万円 
 主たる事業：世界初の血液による脳梗塞リスク評価事業。千葉大学発

ベンチャー 
 連携希望先業種等：企業健保、介護・保健事業者、自治体等、福利厚 
           生事業者 
 コメント：世界初、血液だけで安価・簡便に脳梗塞のリスクを把握で

きる『脳梗塞リスク評価』を事業化しています。全国200か所以上の医
療機関、及び複数の健康保険組合・共済組合に導入済みで、１年間に
約17,000人の方にご利用いただいております。  

 先進的な当社の未病への取組は各方面でも取り上げられ、日経ビジネス 
 「日本を救う次世代ベンチャー100」に選定（平成24年）、第12回 産 
   学官連携功労者表彰 経済産業大臣賞受賞（平成26年）など、多数受 
   賞。企業健保の医療費削減あるいは、生活（栄養）指導との連携、国民 
   健康保険等の自治体の医療費削減等に関心のある法人、団体からも問い 
   合わせが増えてきております。 
   脳梗塞の発症を未病のうちに捉え、倒れる前にケアすることで、脳梗塞 
   患者の減少、医療費削減に貢献したいと思います。ご興味ある方は是非 
   お立ち寄りください。 

①-O 素材と健康へのこだわり 
 株式会社デリシャス・ハーツ 
 （http://delicious-hearts.com/） 
 代表者名/田口美恵子 資本金/3,000万円 
 主たる事業：甘藷若葉末すいおうの100％天然の粉末の販売 
 連携希望先業種等：料飲メーカー、食品メーカー、健康食品取扱い企

業、Tvショッピング、福利厚生事業者 
 コメント：農薬不使用で栽培されたさつまいもの葉と葉柄の100％天然

の粉末「すいおう」は、機能性に優れていて多方面に効能があり、病
気にならない体作りに有効である 。くせがなく何にでも合せやすい為、
料理に、焼酎のすいおう割にお勧めです。 
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②-A 女性の日常をもっとワクワク。ありたい自分になる。 
 株式会社Medy 
（http://www.medy.co.jp） 
 代表者名/原田 真美 資本金/300万円 
 主たる事業：化粧品のお試しイベント、あなたに合うコスメに出会え

るアプリ（開発中）、PR・マーケティングコンサル 
 連携希望先業種等：美容業界、商業施設 、広告業界、IT・アプリなど 
 コメント：Medy(Media＋Lady)女性の日常にすぐあるMedia（イベ

ント、net）として企業様と女性消費者をつなぎ、一緒に世の中に新
しい価値を創造し続けます。企業様には女性を対象とした商品のプロ
モーション企画、マーケティング調査、商品企画をサポートします。
女性向け商品をお持ちで集客、営業、マーケティング、販売でお困り
の企業様、売上アップへのお手伝いをさせていただきます。         ⬛⬛
イベント事業では『日常にある、ありたい自分を追求する場所に』を
コンセプトに、忙しい現代の女性たちが自分のためだけに時間を使い、
自分磨きができるスペースを提供していきます。購買行動直前の女性
消費者にリーチできるリアルメディアです。さらに他では拾えない女
性たちの生の声を企業様に届けていきます。⬛⬛アプリ事業では、化粧
品について口コミ投稿や投稿した人、口コミした人のコミュニケー
ションができ、また試供、購入も楽にできるものを開発中です。 

②-B 世界最速のファイル転送ソフトウェア登場 
 株式会社ユニゾンシステムズ 
（http://www.unixon.co.jp） 
 代表者名/今村 勉也 資本金/1,000万円 
 主たる事業：メディア（テレビ・ラジオ局）向け基幹システムの開発、

パッケージソフトウェアの開発・販売 
 連携希望先業種等：メディア、ヘルスケア、エンターテインメント

（ゲーム）、製造 
 コメント：四半世紀にわたり、放送局向けの基幹システムを開発し、

提供してきました。そのメディア業界で鍛えられたノウハウと実績を
基に開発したのが、高速ファイル転送ソフトウェア「STORM®」で
す。FTPの25倍もの転送速度を持ち、国内に限らず世界中どこからで
も、高速に、安全に、確実にファイル転送を行う事が可能です。メ
ディア業界、ヘルスケア業界、エンターテインメント業界、製造業界
などへの導入が進んでおり、ビッグデータ、4K映像などファイルの大
容量化が進む現在にあって、今後さらに多数の業界で利用が始まると
予想されています。当社は、誰もが待ち望んでいた「STORM®」で
新たな市場を切り拓いてまいります。 
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②-C みんなで、みまもる。これからの見守りサービス。 
 株式会社otta 
（https://www.otta.me/） 
 代表者名/山本 文和 資本金/3,870万円 
 主たる事業：スマホアプリと専用端末を利用した「みまもり」サービ

ス 
 連携希望先業種等：電力・通信事業者 
 コメント：私たちは、地域の人の笑顔を守り、住みやすい街をつくる

ことを目指し、次のミッションへ取り組みます。「インターネットと
テクノロジーの力で、安心・安全な地域を実現する」 

②-D UAV（ドローン）産業化を広島より実現。レーザー計測スター
ト。土砂災害被災地でも活用。 

 ルーチェサーチ株式会社 
（http://luce-s.net/） 
 代表者名/渡辺 豊 資本金/300万円 
 主たる事業：無人ヘリコプター（ドローン）を用いた各種計測事業 
 コメント：当社は無人ヘリコプター（ドローン）を用いて、各種計測

事業及び画像解析技術を使ってきました。広島土砂災害での活動は
NHKをはじめマスコミで大きく取り上げられ、また首相官邸内会議室
での第一回目のロボット実現会議でデモ飛行を行いました。このたび
当社の独自技術により高い安定力・ホバリングで、重量物であるレー
ザースキャナーを搭載した最先端の機体によるサービスを世界 初で
始めました。無人ヘリコプターによるレーザー計測は、有人飛行機よ
り低く飛び写真測量ではできなかった木の下の地形までわかる、高密 
度で高詳細のデーターが低コストで取れます。この時代の最先端を行
く技術を広島から世界に向け産業化を目指しております。 



②-E 食品分野で社会のインフラを目指す 
 株式会社まわた 
（http://mawata-cake.com/） 
 代表者名/田添 くみ子 資本金/300万円 
 主たる事業：食品表示作成サポート「chefplus」 
 連携希望先業種等：食品関連企業（製造・流通）、食品コンサルティ

ング、データサービス 
 コメント：菓子製造業として13年の中で培ってきた、消費者から頂い

た意見や食品の選び方を元に、消費者目線で事業を考えています。
「食品表示検索」で消費者と製造者企業をつなげ、食の安心安全を正
確な情報で提供します。 

②-F 上質の油にこだわったラー油漬けの奈良漬 
 べっぴん奈良漬 
（http://www.beppin-naraduke.com/） 
 代表者名/五十嵐 裕希 資本金/－ 
 主たる事業：食品製造、卸、小売 
 連携希望先業種等：駅構内・空港・新幹線ワゴンサービス 百貨店・

ご当地催事 食材として扱ってもらえるレストラン・駅弁空弁のお弁
当屋・学食 

 コメント：日本の伝統的な奈良漬を娘に食べさせたくて作った奈良漬
は上質の油にこだわったラー油漬けの奈良漬です。もともとバスガイ
ドをしていた私は奈良のお土産物としてデザインにも味にも全国で自
慢の出来る奈良の一品にしたいという思いがありました。「T-1グラ
ンプリ」と呼ばれるお漬物の大会では西日本グランプリ、全国準グラ
ンプリを獲得しました。ご飯のお供はもちろん、パンやお豆腐のトッ
ピング、チャーハン等の炒め物の調味料としても美味しく召し上がれ
ます。ありそうでなかった奈良漬を是非一度お召し上がりください 
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②-G "ものづくり日本"の心で、産業機器・医療機器に感動を！ 
 株式会社プリンシプル 
（http://www.prin-mie.co.jp/） 
 代表者名/中西 高義 資本金/500万円 
 主たる事業：製造業-産業機器、医療機器事業 
 連携希望先業種等：医療機器のOEM企業、販売企業 
 コメント："ものづくり日本"の心で産業機器、医療機器、メンタルヘ

ルス産業で感動をスローガンとして開発型中小企業を目指しています。
コア技術である計測・制御・通信技術をベースに機械設計(3D設計)か
ら電気・電子回路設計技術で各種OEMの開発、製造まで出来る企業で
す。 

②-H 伊勢型紙のアクセサリーを三重県から世界へ！ 
 鈴鹿ネオジャパネスク 
（http://suzukaneojapanesqu.wix.com/katagami） 
 代表者名/市川 由紀子 資本金/12万円 
 主たる事業：伊勢型紙アクセサリー制作販売 
 連携希望先業種等：製造メーカー、百貨店、空港関係土産物店、資金

提供投資家 
 コメント： 鈴鹿の伝統工芸・伊勢型紙を使って、アクセサリーを

作っています。和の伝統に洋風のビジューを組み合わせたアクセサ
リーは、古いものの良さを見直すだけでなく、新しい魅力がある商品
です。これを手作業だけでなく、メーカーさんに頼んで生産する体制
をとりたいと考えています。それを、空港の土産物店や百貨店などに
卸し、海外の人にも販売することを目指しています。海外に向けて、
日本の良さをアピールできる商品になると思っています。また、都心
や海外から、鈴鹿への観光の流れを作り地域に貢献できる企業になる
ことを目指しています。それらに向けて、資金提供をお願いしたいと
考えています。 
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②-I 高速データ圧縮ソフト 
 株式会社カタナコーポレーション 
（http://www.catana.co.jp/） 
 代表者名/藤田 信夫 資本金/1,000万円 
 主たる事業：データ圧縮ソフトウェア開発・販売、組み込みソフト

ウェア開発 
 連携希望先業種等：品質管理等、膨大な画像データを取り扱う部署 
 コメント：世界最速レベルを誇る高速データ圧縮ソフト CvcApi。 
  ZIP・PNG・JPEG2000等の一般的な圧縮形式に比べ、数倍～50倍の 
 速度という極めて高速に、映像・信号データを劣化させる事なく完全 
 に圧縮保存でき、ストレージコストの削減・無線など低速回線での高 
 品質データ通信でお役に立ちます。 
 ・画像検査装置の全数データ蓄積 
 ・プラント計測データ等のビッグデータ蓄積 
 ・車載カメラ画像のロギング 
 など、膨大なデータを取り扱うシーンで採用していただいています。 

②-J ピアノ鏡面塗装技術で新たな感性を 
 株式会社ピアックス 
（http://www.piax.co.jp/） 
 代表者名/小原 敏夫 資本金/1,000万円 
 主たる事業：木工塗装業（ポリエステル鏡面塗装・ウレタン・カ

シュー漆等） 
 連携希望先業種等：建築・内装・デザイナー・インテリア 
 コメント：ピアノ鏡面塗装が得意な木工塗装一筋５２年の会社です。

ピアノ鏡面塗装は、ピアノはもちろん、キッチンやテレビ台・スーパ
ブランドの特注家具などにも施されています。また、ピアノ塗装内に
写真や落ち葉などの実物を埋め込む技術を確立いたしました。 0.1～
0.2mmのものなら埋め込むことが可能です。直接空気に触れないこ
とから、色褪せや酸化にも強く、中に埋め込まれたものを美しい状態
のまま残すことができます。 2008年：「写真絵画いれ込み塗装仕上
げのピアノ板」にする技術にて、実用新案権を取得。 2012年：「ピ
アノ鏡面塗装技術を活用した高級インテリア商品の開発・販売」にて
経営革新計画の承認を得る。 2013年：いわしん・がんばる起業応援
ネットワークが主催する「第12回 ビジネスコンテスト」最優秀賞受
賞 2013年：浜松市より、代表取締役小原敏夫が「浜松ものづくりマ
イスター」に認定される。 
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②-K 横須賀のGlobal企業 
 株式会社芝技研 
（http://www.shibagiken.co.jp/） 
 代表者名/福島 健太郎 資本金/1650万円 
 主たる事業：ガラス・セラミックス等の硬脆性材料加工・機械販売 
 連携希望先業種等：自動車関連業界（弊社のガラス・セラミックスな

どの加工品を見て頂ける場をつくりたい） 
    その他、個別面談希望先 
 コメント：航空宇宙・半導体・情報通信・光学業界の先端技術を支え

る加工会社です。航空宇宙関連では大型光学部品の加工、半導体分野
では、IoT、ビックデータには欠かすことができない最先端の半導体
製造に使用される消耗部品の加工、情報通信関連では、弊社の深孔加
工を活かした、次世代の光ファイバ（マルチコアファイバ）の試作開
発、光学業界では（米国・カナダ・中国・インドなどの）国際協力に
よってハワイ島に実現される、30メールの直径の光学赤外線・次世代
超大型天体望遠鏡（TMT プロジェクト）に使用される主鏡の形状加工
などを手掛けています。また、福島第一原子力発電所の燃料デブリ取
り出しの加工技術に関しても研究を進めています。弊社が36年間培っ
た、機械制御技術、加工技術で新たな商品開発、提案などで連携させ
て頂ければと存じます。 

 【得意技術】硬脆性材料（ガラス・シリコン・セラミックス）精密加工、 
   小径孔加工（φ0.1～）、深孔加工（φ3×1000L等） 

②-L 最高のスイングを引き出せるメイドインジャパンのゴルフシャフト 
 有限会社三貴 
（http://www.sankiplanaria.co.jp/index.html） 
 代表取締役社長/新井晴雄 資本金/300万円 
 主たる事業：機械設備設計施工／ステンレス・アルミ設計特殊製作 
 連携希望先業種等：シャフト＞スポーツ、レジャー商品に強い商社。

アジア、各国 
 製造業＞国内でアルミ厚板製缶を必要としている企業 
 コメント：昭和５３年、神奈川県横須賀市で産声を上げた町工場「有

限会社三貴」車両部品や配管、現在ではステンレス、アルミ特殊製作
を手掛けてます。 

 物作りの精神にこだわり続ける一方で常にその技術を新しい分野へと
拡大させてきました。 
そして、数年振りに運命的に竿師の巨匠と出会います。 
三貴はゴルフ好きだったのでゴルフの会話になり、１つの会話から“ゴ
ルフシャフトつくろうか！”この遊び心がきっかけに作り手の心に火が
付きました。 
ゴルフシャフトの原点である釣竿の理論を最大に引き出し、最高に飛
び、最高にカッコいいゴルフシャフト作りを夢見ました。 
そして、実現したのが日本の匠が結集したゴルフシャフトです。その
名はサンキプラナリアです。 
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②-M 導電性ダイヤモンドを広く世界に！ 
 株式会社MPS 
（http://www.mpstudio.jp/index.html） 
 代表者名/高橋 善則 資本金/1,000万円 
 主たる事業：導電性ダイヤモンド、気相合成ダイヤモンドの製作 
 連携希望先業種等：廃水処理装置、オゾン水製造装置、センサー等の

製造会社、メッキ業界 
 なお、同社は電子ビーム溶接機械の販売も行っており重工業企業との  
 繋がりはあるが、自動車業界のつながりはない。（ホンダのみ）トヨ  
 タ、日産等の企業との連携も可能であれば希望 
 コメント：弊社は10年前より熱フィラメントCVD法による気相合成ダ

イヤモンドの開発に取り組み、このほどホウ素をドープした導電性ダ
イヤモンドを安定して製造することに成功しました。 

 導電性ダイヤモンドは、ダイヤモンドの持つ優れた化学的安定性に  
 電気を通すという性質を付加したもので、廃水処理、オゾン水の製造、 
 メッキ用電極などの電極材料としての用途の他に、高感度のセンサー 
 材料としての応用も期待されています。現在製造可能な電極の大きさ 
 は200×200mmです。当社は導電性ダイヤモンドだけではなく、通常 
 の気相合成ダイヤモンドの製造も行っており、大学だけではなく、民 
 間企業との共同開発も多く行っています。 

②-N デザイン思考でココロの時代の商品を提案 
 株式会社アカリネ 
（http://www.acarine.jp/Acarine_Inc/Welcome.html） 
 代表者名/森宮 祐次 資本金/700万円 
 主たる事業：照明音響製品の開発、販売、デザイン受託業 
 連携希望先業種等：家電メーカー、PBを持つ小売業、インテリア業界、

ホテル・旅館など 
 コメント： 
■先駆者：アカリネは、照明と音響を一体化させた商品：アカリネ001  
 を2010年から開発・販売し、この市場を開拓。同製品は、平成24年 
 度関東地方発明表彰において「特許庁長官奨励賞」を受賞。大企業の 
 多い関東において、ひとりメーカーの受賞は快挙。現在は、大手メー 
 カーから類似コンセプトの商品が数多く発売されている。アカリネの 
 製品は単なる工業製品ではなく、日本の和紙や銀糸などの伝統的な素 
 材を用いながらも現代のライフスタイルにマッチする用途開発を得意 
 とする。そのビジョンは、「ココロの時代」の商品づくりだ。 
■事例：照明と音響の究極的融合は、LED電球型Bluetoothスピーカーで 
 ある。アカリネが審査請求中の同特許を小売業に「実施権」を供与、 
 PB商品として11月発売開始。 
■ビジネス：デザイン思考によるプロトタイピング開発提案ソリュー  
 ションを提供します。展開領域は、家電のみならず、インテリアや 
 Only OneのPB商品開発まで幅広く対応できます。 
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③-A 「釣り×IT×デザイン」がコンセプトです 
 ウミーベ株式会社 
（http://umee.be/） 
 代表者名/カズワタベ 資本金/－ 
 主たる事業：釣果共有カメラアプリ「ツリバカメラ」、釣り情報サイ

ト「釣報 [ツリホウ]」の開発運営 
 連携希望先業種等：釣り・アウトドア関連企業、広告代理店等 
 コメント：ITやデザインの活用があまり為されていない釣り業界です

が、市場規模は関連消費を合わせ4500億円と小さくありません。弊
社はこの領域において、メディアやコミュニティを運営しています。
「釣報 [ツリホウ]」は開設半年で月間100万PVを突破し、国内最大級
の釣り情報サイトとなっています。 

③-B みんなの「キテネ」が、明日の行き先 
 株式会社リーボ 
（http://reevo.jp） 
 代表者名/松尾 龍馬 資本金/9,330万円（資本準備金含む） 
 主たる事業：地方観光集客サービス 
 連携希望先業種等：地方自治体、旅行代理店、広告代理店、航空会社、

鉄道会社、レンタカー事業者、大型レジャー施設 
 コメント：全国1,000以上の魅力あるスポットを紹介し、毎月

2,000~3,000のスポットがInstagramの#kiteneで投稿され続け、急
成長しているローカルドライブメディア「キテネ」と、毎月650万PV
を誇る訪日外国人向け旅行メディア「Japan Travel」により、地方自
治体や観光・レジャー施設の国内・訪日観光客の集客を支援します。
最近のトレンドであるInstagramに関しては、いち早く関係性を築い
た国内外のInstagrammerとのネットワークを活かしたクリエイティ
ブ制作、Instagram運営代行も準備。さらに、全国240社約10,000台
のレンタカーをネットワークする「キテネCars」により、実際にそう
した地域への観光客の足を確保。情報発信と交通手段を合わせてワン
ストップ提供する、新しい地方観光集客サービスです。 

テーマ③ 観光ビジネスの促進 
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③-C アニメ等、メディア・コンテンツによる企画プロモーション 
 デザイン事務所 アトリエアクア 
（http://www.atelier-aqua.jp/） 
 代表者名/吉田 明宏 資本金/－ 
 主たる事業：グラフィックデザイン他、デザイン関連業務全般漫画、

アニメコンテンツ版権キャラクターのライセンス管理、企画・製作・
販売 

 連携希望先業種等：地方自治体、遊園地等レジャー施設、デザイン会社 
 海外展開にて【ジャパン・ブランド】を活用したい企業 
 コメント：アトリエアクアでは、アニメ・マンガなどのメディアコン

テンツを効果的に活用して、自治体や地域、一般企業向けに、町おこ
しイベントの開催や、アニメタイアップ商品の開発、商品広告などの
企画・制作を行っております。また、奈良元林院地域の伝統文化の伝
承を支援する活動にも取り組んでおります。 

 地域の活性化やビジネスに役立てていただくために、さまざまな規模  
 や用途に沿った専用のプロモーション企画をご提案させていただきま  
 す。 

③-D 天平衣装により奈良の観光をプロデュース 
 天平楽座 
（http://www.nara-tenpyorakuza.com/） 
 代表者名/加藤 陽香 資本金/－ 
 主たる事業：天平ガイド・天平婚 天平衣装レンタル 
 連携希望先業種等：観光業、自治体の観光担当、婚礼サービス関連企

業。 
 コメント：平城遷都１３００年を機に、日本の歴史や文化が平成の時

代へと続いたことへの感謝の気持ちと日本のはじまりは奈良であるこ
とを伝えていきたい、そんな思いから、天平楽座を立ち上げました。 

 天平楽座は、バスガイド・観光ガイド・添乗員として、現役で観光地 
 にて活躍し、旅のスペシャリストを目指しているメンバーを主体とし 
 ております。よって、奈良県の観光資源を活用・発掘し、世界・全国 
 へ、観光客誘致案の提供と、わたくしどもがおもてなしサービスを率 
 先して行いたいと思っております。 
 観光のすべてにおいてのノウハウを、持ち合わせている力を結集すべ 
 く、奈良県の行政や寺社仏閣、ホテルや旅館、観光施設、地域住民の 
 皆様と力を合わせて、また「まちおこし」をしておられる諸団体様の 
 プロデュースなど、具体的に奈良県の観光資源を活用する盛り上げ隊 
 として活躍して参ります。 
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③-E 三重(MIE)に出会う(MEET) =MIETS  
～三重を旅する新たなカタチ～ 

 株式会社アーリー・バード 
（http://ebird.co.jp/） 
 代表者名/三田 泰久 資本金/1,000万円 
 主たる事業：経営コンサルティング、人材紹介、販促デザイン、旅行業 
 連携希望先業種等：健康保険組合、旅行会社、各種会員組織など 
 コメント：“企業支援と観光まちづくりで三重を笑顔に”を経営理念とし

て、“経営”“人材”“販促”“地域”の四つのジャンルでサポート事業を展開
しています。地域サポートの事業では『三重(MIE)に出会う(MEET)』
をテーマにした体験型旅行MIETS(ミーツ)を立ち上げ、『旅』を通じて
三重の“人”“仕事”“自然”“地域”と出会うことを目的としたプログラムを
企画していきます。 

③-F 外食ｘITによる新時代の外食企業 
 有限会社こころ 
（http://cocoro-inc.net/） 
 代表者名/渡邉 一博 資本金/300万円 
 主たる事業：外食事業（業態開発、店舗展開・運営） 
 連携希望先業種等：IT企業、青果業者（農家生産者含む） 
 コメント：静岡県、愛知県を中心にデザイナー空間と独創的な創作料理

の自社業態「居酒屋ダイニングてんくう」を主体として計１０店舗を展
開し、運営中。 

 創業者が大手IT企業出身であり、自社開発のITシステムを活用した高 
 効率運用を実現。自社の外食業務ノウハウを直接IT開発できる強みを 
 持つ。今後は、ITシステムの自社利用のみならず外販にも進出予定。 
 下記３件の経営革新計画を取得 
 １） 2014年8月14日取得 
 「システムの自社開発による、IT化と低コスト・高効率運営をコンセ 
 プトとした居酒屋事業の展開」 
 ２） 2015年3月10日取得 
 「セルフオーダー式飲食店の待ち時間解消とリピートを促進するシス 
 テムPOSを連動させたオンライン予約システムの開発・導入」 
 ３） 2015年７月８日取得 
 「外国人来店者向けのメニュー多言語化システム等の開発及び導入」 

テーマ③ 観光ビジネスの促進 
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③-G 360VR動画を活用 
 株式会社クロスデバイス 
（http://www.crossdevice.co.jp） 
 代表者名/早川 達典 資本金/1,500万円 
 主たる事業：広告制作・ICTシステム開発・360VR事業 
 連携希望先業種等：観光関連事業者、商社、小売り業、広告代理店 
 コメント：『idoga(イドーガ)』は360VRパノラマ映像制作の先駆者

として、イベント・展示会・コンサートなのどエンターテイメント分
野から、文化遺産・史跡紹介などの観光分野、スポーツ分野まで、幅
広く360動画を活用した新しいVR体感ソリューションを企画から配信
までワンストップで提供しています。 

 最近では、BtoBtoC向けに、音楽イベントやスポーツ中継における本 
 格的な360パノラマ生配信『idoga Live』を独自開発。また、誰でも 
 気軽に360映像を楽しめる時代に合わせたBtoC向けの『見守りカメラ  
 ice360』を販売いたします。 
 今後、VR関連トータルの市場規模は、2020年までには1500億ドルに  
 なるとも言われています。これからも360動画の導入実績No.1の 
 『idoga』ならではの様々なソリューションを時代と共に開発して参り 
 たいと考えておりますので、協業パートナーの方のご連絡をお待ちし 
 ております。 

③-H 世界中の道を地域資源に変える、ランナー向けWEBサービス 
 株式会社ラントリップ 
（http://corp.runtrip.jp） 
 代表者名/大森 英一郎 資本金/100万円 
 主たる事業：ランニングコースを見つけるWebサービス 
 連携希望先業種等：スポーツブランド、旅行会社、地方自治体 
 コメント：弊社は、サーファーがいい波を求めて旅をするサーフト

リップのように、ランナーがいい道を求めて旅をするライフスタイル
「ラントリップ」というカルチャーを普及させるため、ランナー向け
のWEBサイトを運営をしています。（https://runtrip.jp） 

 このサイトでは、世界中のランナーが自慢の道を投稿しあい、それら 
 の情報を簡単に検索することができます。この機能により、ランナー 
 は旅先などの見知らぬ地域で魅力的なランニングコースを簡単に見つ 
 けることができるようになり、地域にとってはこれまで観光資源がな  
 かったようなエリアでも、「道」を集客コンテンツとして活用するこ 
 とが可能になります。 
 また、コース付近にある宿泊施設や温浴施設に対して、ランナーの着 
 替えや荷物置きなどの「拠点」として送客することを目指しています。 
 国内1,000万人のランナーの“移動”を促進することで、新しい形のス  
 ポーツツーリズムを提案していきます。 

テーマ③ 観光ビジネスの促進 
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③-I お手軽 デジタルサイネージ 
 株式会社テレマ 
（https://www.telema.co.jp/） 
 代表者名/三輪 剛 資本金/900万円 
 主たる事業：各種ソフトウェア開発、テレマデジタルサイネージ、ス

ポーツビジネス向けＣＲＭを展開中！ 
 連携希望先業種等：複数店舗展開中の事業者様 
 コメント：テレマで《デジタルサイネージ》を始めてみませんか？ 
 《デジタルサイネージ》とは、屋外や店頭などに設置された液晶ディ 
 ス プレイやプロジェクタなどの映像表示装置で、新しい形の広告媒体 
 として利用が拡大しております。 
 テレマサイネージの３つの特徴 
 ・視覚的で操作しやすい画面（スマホ対応） 
 ・セキュリティ対応 
 ・お手頃価格（￥３、０００） 
 誰でも簡単にお手軽に始められる、安定した全国規模のコンテンツ配 
 信と管理を行うことができます。☆CEATEC JAPAN 2015 出展 

テーマ③ 観光ビジネスの促進 
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会場レイアウト図 
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ブースレイアウト図 
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５階会議室（ピッチ会場） 

会場レイアウト図 




