
No 企業名 事業内容 昨年度7月参加 昨年度Agri参加

1 株式会社オプティマインド
配送ルートの最適化を実現するクラウドシステムを構築、各社の配送
システムの一機能として組み込むことで、効率性と生産性向上を実現
する。

○

2 AI inside 株式会社

シェアNo.1 AI-OCR「DX Suite」他、人工知能事業を展開。
「世界中の人・物にAIを届け、豊かな未来社会に貢献する」という
ミッションのもと、誰もが特別な意識をすることなくAIを使い、その
恩恵を受けられる社会の実現を目指している。主力製品であるAI-
OCRサービス「DX Suite」は、高い読取精度と使いやすさから
2020年3月時点で1000契約以上を有し、あらゆる企業の生産性向
上に貢献。

○ ○

3 株式会社Studio Ousia カスタマーサポート、社内ヘルプデスクの効率化を実現。 ○

4 BASE株式会社
ECサイトの立ち上げ～運営に係る総合サービス（決済・融資含む）
を提供。

○ ○

5 株式会社SmartHR
社会保険や労働保険等の各種手続き、手書き郵送、Exel等のアナログ
な業務を、テクノロジーを活用することで自動化し、バックオフィス
部門の業務性産性の向上を実現。

○

6 株式会社ヤプリ アプリ開発プラットフォーム「yappli」の企画・運営。 ○

7 Wovn Technologies株式会社

既存Webサイトやアプリに後付けできるため、言語毎の開発は行わず
Web・アプリの多言語化を実現。開発費用や人的費用を大幅削減、エ
ンジニア無しでWeb・アプリ内のテキスト翻訳・修正が可能であり、
更新情報をリアルタイム翻訳する。また、翻訳やプロモーションを始
めとしたグローバルビジネスを支援する。

○

8 Hmcomm株式会社

産総研独自のディープラーニングによる音声認識処理技術により、要
素技術の研究・開発、ソリューション・サービスを提供。
音声認識・自然言語処理ソリューションのプラットフォーム「Vシ
リーズ」としてコンタクトセンターAI化を実現する。
「VContact」、AI音声自動応答ツール「Terry」、AI業務日報・報
告書作成ツール「VCRM」などを展開。
異音検知解析処理を用いたプラットフォーム「FAST-D（Flexible
Anomaly Sound Training and Detection）」を基盤としたソ
リューションを提供。

○ ○

9 株式会社スタディスト

クラウド型のマニュアル作成・共有プラットフォーム「Teame
BIZ」は、企業のマニュアルを改革することで、生産性を向上させる
ソリューションを提供。マニュアル作成時間の大幅な削減と、人材育
成の効率化、顧客満足度の向上に繋げる。

○

10 株式会社アンドパッド
建設・建築現場のプロジェクト管理ソフトウェア「ANDPAD（アン
ドパッド）」を提供。
木造新築住宅の検査アプリ「ANDPAD検査」を提供。

11 株式会社スペースリー

空間をVR化し配信管理するクラウドソフト「Spacely（スペース
リー）」の開発・販売。
VR活用のヒントが見つかるメディア「Spacely Tips」
アート作品のオフィス向けレンタルサービス「ClubFm（クラブエフ
マイナー）」運営。
スマートフォンに取り付けて使うコンパクトな折りたたみ式VRグラ
ス3D Stylee「カセット」の開発・販売。

○

12 株式会社アプトポッド

高速の双方向データストリーミングを実現するエクストリームIoTフ
レームワーク「intdash」の提供。
aptpodのアプリブランド「Visual M2M」を展開。「intdash」を
バックエンドとした直観的な可視化Webアプリ「Visual M2M Data
Visualizer」、スマホ内蔵機能を利用したデータ計測アプリ「Visual
M2M Motion for iOS」を提供。
自動車産業におけるデータ計測・解析までのワークフローをワンス
トップで提供する「Automotive Pro」の提供。
車両データ計測における2チャンネルのCANバスに対応するCAN-
USBトランシーバー「Synchronized CAN Transceiver (SCT)」
の開発。

○

13 株式会社souco
ネットで倉庫を貸したい企業と借りたい企業をマッチングするサービ
ス「souco (ソウコ)」の提供。

○

14 株式会社エクサウィザーズ

AIの学習済みモデルプラットフォーム「exaBase（エクサベース）」
など、機械学習を用いた画像・データ解析技術に基づくソリューショ
ンの提供。
産業用ロボットと人工知能を用いたソリューションの提供。
人工知能を用いたクラウド型の人事支援サービス「HR君」の提供。
戦略的な人員配置計画の立案を支援する「HR君haichi」の提供。
自治体ごとの介護データを用いた要介護度予測AIの開発。など

○

15 株式会社Geolocation Technology

IPアドレスから位置情報を特定するIP Geolocation(位置情報認識技
術)を強みとし、位置情報・企業情報・脅威情報などを紐づけたデー
タベース「SURFPOINT」を開発。
SURFPOINTを土台としたAPIサービス・ウェブ解析サービス等を企
業向けWebサービスとして提供。

○

16 株式会社Scalar 分散台帳技術の研究開発及びソフトウェアの提供。 ○
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No 企業名 事業内容 昨年度7月参加 昨年度Agri参加

17 株式会社スマートドライブ

法人向けクラウド車両管理サービス「SmartDrive Fleet」など、世
界中の交通・移動データを収集・解析し、事故のない社会、移動がよ
り効率的で快適な社会をつくっていくためのサービスやプラット
フォームを開発・提供。「移動の進化を後押しする」をビジョンに
「グローバルで最も利用されるモビリティデータプラットフォームに
なる」をミッションに掲げる。

○

18 株式会社スカイディスク

スマートファクトリー化向けAI簡易診断パッケージを提供。
スマートフォンで機械の異常を診断できるアプリ「スマート聴診棒」
を提供。
温度や加速度など14種類の中から3つを選択して自由に取り付けられ
る着脱式センサ「GINGA Box」、センサデータ分析プラットフォー
ム「GINGA Cloud」、設備機器の故障を事前に予測する機械学習を
活用したAI (人工知能) 分析サービス「SkyAI (スカイエーアイ)」 の
開発、提供。
自動車部品の製造で不良品が発生する時期や原因を特定し、結果とと
もに判断理由を説明するAIを開発。

追加可能な14種類のセンサ
赤外線(温度)、三軸加速度、焦電、湿度、照度、ジャイロ、気圧、
AC電源、ガスセンサ(CO2)、圧電、磁気、音、接点、GPS

○

19 株式会社ブルックマンテクノロジ
1秒間に2000回シャッタ撮像および出力が可能な超高速センサと、
月明かり（0.01Lux）程度の暗い場面から明るい場面も白とびがな
く撮れる超高感度イメージセンサを開発。

○

20 ブライトコーブ株式会社

ブライトコーブの動画配信プラットフォーム「Video Cloud 」に
は、動画のアップロード・配信から、動画ポータルサイトの作成、動
画コンテンツの一括管理や視聴分析を行うための機能が包括的に含ま
れている。簡単な操作で、オンライン動画の配信を可能にする。
インターネット上で、動画を利用したブランディングやマネタイゼー
ション、カスタマーエンゲージメントの強化を行いたい企業(テレビ
局、新聞社、一般企業など) を中心に、日本国内ではおよそ数百社が
導入。

21 株式会社LIGHTz

スペシャリスト思考のAI化と実務適用支援。
次世代情報メディア開発、ロボットの社会適用モデル開発。
【スペシャリストの思考をAI（人工知能）化】し【先駆者の知を次世
代につなぐ】 ための支援を行う。 製造業における「技術・技能継承
コンサルティング」の経験を元に確立した技術で技術伝承を支援。

○

22 株式会社SenSprout

遠隔灌水制御システム、土壌水分センサ、ビニールハウスソリュー
ションの開発、販売。
東京大学発の技術を応用し、電子回路を印刷できる技術、プリンテッ
ド・エレクトロニクスを用いた、土壌センサー及びソリューションを
企画・開発。

○

23 株式会社アダコテック

製造業/社会インフラの検査を自動化する画像解析AIサービス。
産総研特許に基づいた独自の画像解析AI技術を用いて検査を自動化す
るサービスを提供。一般的なAIとの違いとしては、①少量の正常デー
タのみでモデルを作ることができ、②汎用的なパソコンで動作し、③
計算ロジックが説明可能であること(ブラックボックス化しない)。ほ
ぼ100%の精度の検査を、素早く導入することができ、Tier1自動車
部品メーカー複数社が導入。静止画による検査検品のほかに、動画に
よる生産設備の異常検知や、社会インフラの検査・異常検知での実績
もあり。

○

24 株式会社タベテク
プラズマ低温殺菌庫の開発。
プラズマ技術により農業の技術革新を行う。

○

25 株式会社ファームフェス

農場区画契約仲介WEBプラットフォーム運営、法人向け農業コンテ
ンツ提供。
企業向け農地シェアリング「RE FARM」事業、「企業版ふるさと納
税」事業を通して、都市と地域の新しい関係を作り、持続可能な社会
の実現を目指す。

○

26 株式会社ベルデザイン

いつでも、どこでも、だれでも、気持ち良く電源にアクセス出来るストレス
フリーな世界へ。そんなライフスタイルを実現するベルニクス発の独自テク
ノロジー（Real Power Demand Technology（RePoD））によるソ
リューション事業を展開。
人々と空間の真ん中に存在するベルデザイン社の製品・サービス”POWER
SPOT”は電源も熱源も供給できるまったく新しいプラットフォーム。これ
さえあれば、スマホやノートPCの充電、照明の点灯、飲み物の温めまで可
能。これがあれば、人々が集いコミュニケーションを活性させ、楽しく創造
的な時間を過ごすことが可能。
ワイヤレス給電を使った製品開発支援、お茶・コーヒーなどの共同PRなどで
協業が可能。

○
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27 株式会社ムスカ

昆虫（イエバエ）の力を借りて、世界人口の増加により引き起こされ
る社会課題と環境問題を解消する昆虫テクノロジー企業。
約50年間、1,200世代に及び優良種を選別交配したイエバエの種を
活用し、1週間で有機廃棄物を飼料と肥料に分解する超効率バイオマ
スリサイクルシステムを開発。生成される飼料については、魚類を用
いた実験により耐病性付与及び増体効果が、肥料については、主要な
植物病原菌に対する抗菌作用が、いずれも大学との共同研究により確
認された。価値の低い廃棄物から高い機能性を持つ飼料及び肥料を効
率的に生成するこのシステムをいち早く商業化し、究極の持続可能な
循環型社会の実現を目指す。
フードクライシス（食糧危機）、プロテインクライシス（タンパク質
危機）、フードロス、有機廃棄物処理の解決に貢献。

○

28 トレジャーデータ株式会社

2011年、米国にて創業。ビッグデータをリアルタイムで収集、格
納、統合するデータマネージメントソリューションを提供。個客理
解・コミュニケーションをするために、購買データやWeb・モバイル
アプリ閲覧データに加え、センサーデータなど様々な非構造化データ
に対応。
多くのマーケティングツールと連携し、エコシステムを形成し、デー
タの分析、活用を推進する「カスタマーデータプラットフォーム
(CDP)」を提供。
日米を中心に350社以上の顧客を持ち、同社のプラットフォーム上で
は毎秒150万件の高速でデータが処理されている。2018年8月に英
Arm社のメンバーに加わり、IoTソリューションも展開開始。

○

29 株式会社Voicy

声と個性が活字を彩るクラウド放送局アプリ「Voicy（ボイシー）」
を展開。
 記事の読み手として参加する「パーソナリティ」は、個性を活かし
た音声コンテンツを発信することにより、自分だけのチャンネルを放
送することができ、聞き手として参加する「リスナー」は自分の耳に
合うパーソナリティの放送を楽しむことができる。
 導入費月10万円ほどで、企業トップらのメッセージを社員が聞ける
音声社内報サービス「VoicyBiz」の提供。

30
株式会社FUTURE VALUES
INTELLIGENCE

受託型ソリューション提供サービス
共同研究フレームワーク提供サービス
解析ソリューションパッケージ開発

31 GROUND株式会社

ロジスティクスオペレーションに関わる最先端技術開発と導入支援。
 ロボット技術を使ったウェアハウスオペレーションの最適化支援。
 海外eCommerceサイトにおける販売インフラ提供。
 自律型協働ロボット（Autonomous Mobile Robot、以下
「AMR」）「PEER(ピア)」を中国の大手ロボット企業と共同開発。

32 株式会社タレントアンドアセスメント
AI面接サービス「SHaiN（シャイン）」を主軸とした採用コンサル
ティング事業の展開。

33 株式会社FullDepth

温度･湿度、人感、電力等のセンサにより得られる環境･物理的情報を
BluetoothやWi-Fi等に代表される無線通信を介して収集するシステ
ム（センサネットワーク）ならびにこれらのデータを記憶･解析･表示
するためのクラウドサーバを用いた、センサネットワークシステムの
開発･製造･コンサルティングのサービス提供および販売
 ROV: Remotely Operated Vehicle (水中ドローン、水中遠隔ロ
ボット) の開発。
 遠隔操作で水中を自由に動き回り、浅海から深海における海中の海
洋 構造物、海洋生物などの様子をフルハイビジョンで撮影すること
が可能。
 ASV: Autonomous Surface Vehicle (自動・遠隔制御船型ロボッ
ト) の開発。
 ROV や AUV の基地局(母船)となり、各種データの回収や充電を行
う。予め設定された航行プログラムによる自動航行や衛星ネットワー
クによる遠隔航行が可能。
 AUV: Autonomous Underwater Vehicle (自立潜行・遠隔制御型
深海ロボット) の開発。
 カメラやセンサーなどを搭載した自立潜行するロボット。ASV と連
動することが可能。

34 株式会社 ASM

ポリロタキサンの一種で、環状高分子を化学修飾することにより様々
な工業用途で使用できるよう 相溶性・溶解性などを改良した樹脂原

®料「セルム スーパーポリマー」を用いた超分子材料「SeRM （セル
ム）」シリーズを展開。
 東京大学の研究成果である「史上初の架橋点が動く高分子材料」
（スライドリングマテリアル:SRM）を事業化するために設立。

35 株式会社アロマビット

小型ニオイセンサーを主体とする電子機器・システムの開発、製造、
販売。
 同センサーを用いた製品ならびに革新的なニオイサービスの企画、
開発、販売。

36 Arithmer株式会社
OCR・画像解析・自然言語処理・3Dモデル自動生成・スマートロ
ボットなど高度数学を活用したAIによるソリューションサービスを
BtoB向けに展開。

37 WealthPark株式会社 収益不動産のポートフォリオ管理
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38 株式会社レトリバ
「AI技術でコトバの森を活用し、企業の生産性向上に貢献する」を
ミッションに、自然言語処理、機械学習、深層学習をコアテクノロ
ジーとした検索・分類・抽出を行うソリューションを提供。

39 イネーブラー株式会社 高精度位置情報、高精度時刻同期システム

40 アクシスモーション株式会社
【Spotgig】「軽作業＆短時間の人材リソースマッチング」
【不動産管理現地代行サービス】写真撮影等

41 株式会社フォトンラボ 計測サービスの提供および計測機器の製造販売。

42 株式会社シンカ
完全クラウド型CTI「おもてなし電話サービス【シンカCTI】」を開
発・販売。

43 株式会社Cogent Labs

クラウドからエッジまで実用的なAIのサービス開発を行うスタート
アップ。
 手書き文字の読取りに高い識字率を誇るAI OCR「Tegaki」、自然
言語を理解し非構造的な言語情報を言語依存せず構造化し解析する
「Kaidoku」や、時系列データをもとに将来を予測する「TSF」を
実サービスとして提供。加えて、カスタムAIコンサルティングおよび
開発を行う。

44 Talknote株式会社

社内コミュニケーションを活性化し、人・組織の課題解決をサポート
するエンゲージメントクラウド「Talknote」の運営・開発。
 社員の離職意向などに繋がる可能性のある気持ちの変化を早期に発
見する機能「アクションリズム解析」の特許を2017年12月に取得
（特許第6259947号）。

45 株式会社ヘッドウォータース

システムコンサルティング、システムインテグレーション、開発のア
ウトソーシング。
 ロボット関連事業、ペッパーなどの人型ロボットを操作するアプリ
ケーションを開発、人工知能（AI）と接続しロボットの動作プログラ
ムの作成を支援するクラウド型サービスを提供。
 ナレッジ共有クラウドサービス「PocketWorkMate」を提供。

46 アスタミューゼ株式会社
自動で80カ国の新事業や新製品・投資情報のデータを収集データ
ベースへ蓄積している。

47 株式会社ナイトレイ
ロケーションインテリジェンス事業（地域の課題分析を簡単にするク
ラウドサービスの開発提供等）

48 デザミス株式会社

採食・飲水・反芻・動態・横臥・起立」などの主要な行動を記録し、
蓄積したデータをもとに予測することで、より合理的な牧場経営を可
能にし、慢性的に不足している労働力を補い、ロスコストを削減する

®「U-motion 」の開発、運営。

49 株式会社QDレーザ

量子ドット（Quantum Dot）を用いた光通信用量子ドットレーザと
光増幅器技術の開発・製造・販売。
 視覚支援用の網膜に直接映すウェアラブル情報端末「レーザアイ
ウェア RETISSA」を開発 (東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス
研究機構と共同開発)。
光インターコネクト向け低消費電力・高温動作量子ドット光源の開発
(2013/04 NEDOイノベーション実用化ベンチャー支援事業に採
択)。

50 株式会社Hubble
契約書等の法務ドキュメントのやりとりに最適化したクラウドサービ
ス。

51 ユニファ株式会社 保育施設向けフォト事業・IoT事業

52 株式会社ネイン

音声通知に対応したB2C向けヒアラブルデバイス「Zeeny」を企
画・開発・販売。Zeenyで培った技術を応用したアプリ・サービスを
国内外の音響機器メーカーに提供。
アプリと連携することで、LINEやメール、Twitterのテキスト通知を
音声で読み上げるワイヤレスイヤフォン「APlay」を開発・提供。
ヒアラブルデバイスを活用した音声UIによる、ビルメンテナンスや建
設現場等に向けた音声点検サービスを高砂熱学工業株式会社と共同開
発。フィールドワーカー支援ソリューション事業として、高砂熱学工
業と取り組んでいる建設・ビルメンテナンスに加え、今後は、製造・
電鉄・電力・道路・医療・介護などの手が離せない、目が離せない
フィールドワーカーにおいて、ヒアラブルx音声UIによる音声オペ
レーション、音声コミュニケーションによって作業効率を10%以上
向上することを目指す。
また、旅行者向けAR情報配信サービス事業として、すべての旅行者
がストレスなく快適に移動し、観光を満喫できる環境となるソフトイ
ンフラを構築するため、3Dセンシング、地図、コンピュータービ
ジョン技術と、ウェアラブル開発技術を融合し、新たな位置測位技術
を開発。スクリーンから解放された情報配信の新たな形を創造。具体
的には、駅構内、商業施設や観光施設における、音声ARによる直感
的な誘導、多言語案内への活用、より直感的な決済方法の実現を目指
す。

53 株式会社MARS Company

従来の冷蔵庫の3倍から10倍の鮮度を保持することが可能な食品の
「長期鮮度保持」「熟成（旨味向上）」などを可能にしたNTPシステ
ム搭載電磁場式冷蔵庫「蔵番 kuraban」シリーズの開発、提供。
マイナス1度、塩分濃度1%の魚が凍らないぎりぎりの温度をキープ
できる鮮魚輸送用の氷「sea snow」の開発、販売。



No 企業名 事業内容 昨年度7月参加 昨年度Agri参加

54 ダブルフロンティア株式会社
シェアリングエコノミー型買い物代行サービス「Twidy（ツイ
ディ）」の運営。
「電気・水道・ガス・“ツイディ”」をビジョンに掲げる。

○

55 トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社

「バイタルテクノロジーで “Live Your Life” を実現する」をビ
ジョンに掲げ、超音波センサーを用いて膀胱の変化を捉えることで排
尿のタイミングをスマートデバイスに通知することができる排泄予測
デバイス「DFree（ディー・フリー）」を開発。DFreeは個人向けの
「Personal」と、介護施設などの法人向けに複数人の排尿タイミン
グをクラウドで管理などができる「Professional」の2ラインで展
開。

○

56 パイフォトニクス株式会社
光パターン形成LED照明「ホロライト・シリーズ」の開発・製造・販
売。

○

57 CBcloud株式会社

荷主とフリーランスドライバーを直接つなぐサービスで、15,000人
以上（2019年10月15日時点）のフリーランスドライバーが登録。
物流業界には、数多くの中間プレイヤーが存在しており、荷主とドラ
イバーの間では、情報の取り次ぎのみが行われるため、コミュニケー
ションや費用面において非効率的な状況が発生。
PickGoは荷主とドライバーを直接つなぐことで、この多重構造を打
破することを目指す、唯一の配送マッチングプラットフォーム。荷主
には、見積金額がすぐにわかり配車のスピード・配送状況がリアルタ
イムにわかる点や、突発的に発生する「緊急便」や、日時指定した単
発の依頼ができる「スポット便」、定期的に同じドライバーに配送し
てもらえる「定期便」など様々な用途で利用できる点が評価されてい
る。各種メーカーの工場や配送センター、個人宅まで荷物を届ける
サービス事業者など様々な業種業態、大手企業から中小企業まで幅広
く利用されている。

58 株式会社タイミー

応募面接不要かつボタンひとつで働きたい時間に好きなだけ働ける
マッチングサービス「タイミー」の展開。

フ ゚ し ゙第二の故郷をみつけようをコンセ トに、労働を通 現地の人々との
ヒ ゙ふれあいの機会を提供するサー ス「タイミートラベル」の提供。

59 株式会社アイデミー オンラインでAIを学べるパッケージ商品の開発。

60 株式会社トリプルアイズ
「Technology First」を合言葉に、先端技術を活用した「WEB開
発」、「基幹／情報システム」、「インフラ基盤」等の製品開発や技
術サービスを提供。

61 株式会社NeuralX, inc
コロナの影響でジム・スタジオに行くことが難しい中、家での運動ソ
リューションが未だ確立していない問題を解決するため、在宅にて受
講できるフィットネスプラットフォームを提供。

62 ツクリンク株式会社

建築業界に特化したクラウドソーシングサービス「ツクリンク」の企
画・開発・運営。
 建築系案件の発注先及び受注先の募集をユーザがサイト上に登録す
ることにより、業者間のマッチングを実現。

63 株式会社BearTail

レシートを撮って送るだけで99%の精度でデータ化するクラウド型
家計簿「Dr.Wallet (ドクターウォレット)の開発、提供。
 中小企業をターゲットにしたクラウド経費精算サービス「Dr.経費精
算」の開発、提供。
 出張手配・管理システム 「Dr.Travel」の開発、提供。
 必要書類をアップロードするだけで、申告は、税理士が実施する
「Dr.確定申告」の開発・提供。
 対象商品記載のレシート送付で特典付与される「Receipt
Reward」の開発・提供。

64 ハートコア株式会社

Webテクノロジーを利用したコンテンツマネジメント・ソリューショ
ン『HeartCore』シリーズの開発及びグローバル販売・保守。
 エンタープライズ市場では、日本一の出荷数、導入企業数を誇る
CMS。

65 株式会社QBIT Robotics
飲食店のコーヒー抽出ロボット開発など、サービス業、製造業関連で
の協働ロボットを組み合わせたシステム構築。

66 株式会社RevComm 電話営業や顧客対応を可視化する音声解析AI搭載型のクラウドIP電話

67 株式会社助太刀

建設現場と職人をつなぐマッチングアプリ「助太刀」を運営。
 多重請負の構造や独自の商慣習などにより、出会うことが難しかっ
た個人事業主の職人や工事会社が職種・居住地から最適なリコメンド
機能により簡単に出会うことが可能。
 助太刀は無料プランの他、より受発注を加速させたい個人向けに検
索機能などが利用できる「助太刀プロプラン」や工事会社・工務店向
けに様々なニーズに対応した「助太刀ビジネス」「助太刀エンタープ
ライズプラン」の有料プランを提供。
 マッチング以外にセブン銀行、クレディセゾンとのアライアンスに
よりフィンテック事業を展開。助太刀アプリの機能として、工事代金
の即日受け取り申請ができる銀行口座不要のファクタリングサービス
「助太刀Pay」やその日の工事代金を即日チャージでき利用できる
VISAプリペイドカード「助太刀カード」を提供。
 また助太刀アプリからカメラとチャット機能のみでカンタンに工具
の修理依頼ができる「助太刀ストア」サービスを提供。
 「建設現場を魅力ある職場に。」というミッションを掲げ、あらゆ
る面でICT化が遅れている建設業界で、様々なサービスをワンストッ
プで利用できるプラットフォームを提供することで「建設現場を魅力
ある職場に」していくことを目指す。



No 企業名 事業内容 昨年度7月参加 昨年度Agri参加

68 モーションリブ株式会社
力触覚技術「リアルハプティクス」を搭載したICチップ
「AbcCore」を開発。

69 tripla株式会社

ホテル・旅行業界特化型ITサービスを展開。
 AIとオペレーターが5言語で問合せ対応するコンシェルジュサービス
「triplaチャットボットサービス」を提供。
 宿泊予約システムの「triplaホテルブッキング」を提供。

70 株式会社オープンロジ

EC業者などの荷主が、スマホやPCから物流業務を外注できるプラッ
トフォーム。倉庫業者に対しては、オープンロジの提携倉庫となって
もらい、荷主とのマッチングとクラウドWMS（倉庫管理システム）
の提供を通しEC倉庫化・業務効率化を支援。

71 ココン株式会社

IoTデバイスやモバイルアプリにおける、サイバーセキュリティに関
する研究、コンサルティング、ソフトウェア開発。
 「古今東西愛されるサービスで時代のターニングポイントを創
る。」をミッションとし、「時代の羅針盤となる。」をビジョンに掲
げる。

72 ClipLine株式会社

「「できる」をふやす」をミッションに掲げ、サービス産業の生産性
を双方向動画で改善し、OJT改革へ導く多店舗展開企業向けのクラウ
ド型サービスマネジメントプラットフォーム「ClipLine（クリップラ
イン）」を展開。
 OJTを１対１ではなく、1対多人数へ拡張し、24時間いつでもどこ
でも新人がひとりでトレーニングできる環境を構築するほか、遠隔で
の店舗マネジメントにも利用される。
 一橋大学の野中郁次郎名誉教授が提唱した「SECIモデル」を基本概
念として開発され、現場のベストプラクティス（暗黙知）を形式知と
して全店舗に水平展開することが可能とする。この仕組みは「映像音
声クリップを利用した自律的学習システム」として特許を取得済（特
許第6140375号）。
 2014年10月にサービスを開始し、外食・小売企業の導入から始ま
り、介護福祉・薬局・美容など幅広い分野で活用される。
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