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株式会社カオナビ

戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステム

事業詳細

『カオナビ』は、業種・業態・規模・エリアを問わず 2,000社以上が導入している人事課題解決のためのクラウドシステムです。

組織内に紙やエクセルで散在している社員の経験、評価、スキル、才能などの人材情報をシステム上に一元管理し可視化することで、評価運用や社員

検索など人事業務の効率化から、組織分析や最適な人材配置・抜擢、エンゲージメント向上まで、戦略的なタレントマネジメント業務の実現を支援しま

す。

「カスタマイズの柔軟性」「マニュアル不要のユーザーインターフェース」「セキュリティ」などの使い勝手の良さと、 2000社以上の導入実績で蓄積したノウ

ハウに基づくサポートをご評価いただき、タレントマネジメントシステムシェア 6年連続  No.1（※）をいただいています。

（※ ITR「ITR Market View：人ITR Market View：人材管理市場 2021」人材管理市場 - ベンダー別売上金額シェアで 6年連続1位（2015～2020年度予

測））設立年月
日

2008/05/27

代表者 柳橋 仁機

住所 東京都港区虎ノ門
1-3-1　東京虎ノ門グ
ローバルスクエア  
15F・16F

資本金 1,066,270,000

URL https://www.kaonavi.
jp/

   
 カテゴリー 人事・研修

https://www.kaonavi.jp/
https://www.kaonavi.jp/
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株式会社Shippio

煩雑な貿易業務のデジタル化で業務量を約 50%削減！

事業詳細

日本初のデジタルフォワーダーであるShippioは、荷主様の貿易DX推進をご支援します。
煩雑な貿易業務のデジタル化で業務量を約50%削減！本線動静の取得や貿易書類の管理、見積・発注、納品日・納品
場所調整、請求書管理をShippio（シッピオ）のクラウドサービスで一元管理。ウェブブラウザから利用できるためシステム
導入不要。インターネット環境があれば、すぐに無料のクラウドサービスをご利用頂けます。Shippioによる貿易DXで、貿
易業務の見える化と情報の一元化、脱属人化をカンタンに推進できます。

設立年月
日

2016/06/02

代表者 佐藤孝徳

住所 東京都港区西麻布 3
丁目1番25　2F

資本金 7,400,000,000

URL https://page.shippio.i
o/service01

カテゴリー 仕入れ

https://page.shippio.io/service01
https://page.shippio.io/service01
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Wovn Technologies株式会社

海外戦略・在留外国人対応を成功に導く多言語化ソリューション

事業詳細

WOVN.io suiteは、「世界中の人が、すべてのデータに、母国語でアクセスできるようにする」をミッションに、Webサイト・アプリを最大43言

語・77のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・在留外国人対応を成功に導く多言語化ソリューションです。

大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存のWebサイト・アプリに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム

開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。設立年月
日

2014/03/05

代表者 林 鷹治

住所 東京都港区三田 4丁
目1番27号FBR三田
ビル8F

資本金 5,367,010,000

URL https://wovn.io/ja

カテゴリー その他

https://wovn.io/ja
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アスエネ株式会社

再エネ可能エネルギー、 CO2見える化サービスで脱炭素に貢献

事業詳細

ミッション「次世代によりよい世界を」

再エネ100%クリーン電力サービス「アスエネ」

＜アスエネの３つの特長＞

①再エネ100％と電気代10%削減を両立

②SDGsや地産地消で企業のイメージアップ

③一括管理でカンタン省エネ対策

CO2見える化クラウドサービス「アスゼロ」

＜アスゼロの３つの特長＞

①スキャンするだけ自動でCO2見える化

②シンプルなUIで誰でもカンタン操作

③CO2削減もまとめておまかせ

を展開しております。

設立年月
日

2019/10/01

代表者 西和田浩平

住所 東京都港区虎ノ門 1
丁目17−1 虎ノ門ヒル
ズビジネスタワー  15
階 CIC TOKYO

資本金 382,500,000

URL https://earthene.com
/corporate

カテゴリー SDGs

https://earthene.com/corporate
https://earthene.com/corporate
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株式会社サイダス

見える化、評価、人事戦略をひとつの人事システムで実現！

事業詳細

サイダスはタレントマネジメントシステム『 CYDAS PEOPLE』の開発・販売・サポートを行う IT企業です。働くひとや組織のデータに着目して、多様な組織

課題に対するソリューションを提供しています。

『CYDAS PEOPLE』を使えば、名前や所属、研修履歴や資格情報に至るまであらゆる人材情報をシステム上で一元化可能。配置や育成、納得感のあ

る評価や労務分野のペーパーレス化等、「働く」をサポートする機能を広くカバーしているため、 HRのシステムを複数導入する必要がありません。

組織に合わせて必要な機能をカスタマイズできるので、企業規模・業種・業界問わず、多くのお客様に導入されています。

設立年月
日

2011/10/12

代表者 松田晋

住所 〒105-0014 東京都
港区芝2-1-33

資本金 59,860,000

URL https://www.cydas.c
om/

カテゴリー 人事・研修

https://www.cydas.com/
https://www.cydas.com/
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事業詳細

スパイダープラスは、国交省の電子納品対応の建築図面・現場管理アプリです。祖業の建設業で長年培ったノウハウをもとに開発されました。

タブレット一つで工事写真や図面の管理を効率化し、現場での情報共有をスムーズにします。また、帳票作成などの作業も大幅に時間短縮できます。さ

らに建築・空調衛生設備・電気設備向けの各種検査を効率化する機能も提供しています。

導入企業は全国 1,100社、ユーザー数は 45,000人を突破 (2021年12月現在)。建築業・設備業を中心に、プラントや工場、デベロッパー等のお客様にも

ご利用いただいています。

多くのユーザーに導入効果を実感いただいており、 1人あたり月 50時間の業務時間削減を実現した事例もございます。

当日は是非ブースまでお越しください！

設立年月
日

2000/02/09

代表者 伊藤謙自

住所 〒170-0013 東京都
豊島区東池袋 1丁目
12番5号 東京信用金
庫本店ビル  7階

資本金 2,300,000,000

URL https://spider-plus.co
m/

スパイダープラス株式会社

建設現場の働き方を変える業務効率化アプリ

カテゴリー その他

https://spider-plus.com/
https://spider-plus.com/
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株式会社スマートドライブ

700社以上が導入するクラウド型車両管理サービス

事業詳細

移動データの収集、分析、活用を軸に事業を展開しています。2016年より提供開始した法人向けクラウド車両管理サービ
ス「SmartDrive Fleet」は、営業や配送、サービス提供に使う車両を、Webやスマホでリアルタイムに管理するサービスで
す。交通事故削減や安全運転促進、稼働率などの分析レポート提供によるコスト削減支援、日報の自動化や各種通知に
よる業務効率化など、車両を使った事業活動を幅広く促進します。

設立年月
日

2013/10/01

代表者 北川 烈

住所 東京都千代田区有楽
町1-1-2 日比谷三井
タワー12F

資本金 3,691,000,000

URL https://smartdrive.co.
jp/

カテゴリー MaaS

https://smartdrive.co.jp/
https://smartdrive.co.jp/
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株式会社batton

AI搭載。RPA業界の「パーソナルジム」として結果にコミット

事業詳細

AI搭載のRPA（PC上の作業を覚えて自動化）により、貴社の様々な作

業を自動化いたします。

IT導入は実際に使うのは現場の方。現場の方のITスキルでも使いこな

すことができるのか、きちんと費用対効果を追い続けていけるのか。

battonではご利用のログをこちらから分析して費用対効果が出続ける

ようにご提案いたします。

また、battonのRPAはAI搭載型で、作ったマクロを第三者に受け渡しが

可能。オリジナルでつくっていくこともできますし、既に貴社業界でよく使

われているようなマクロについてはコピペ、シェアでもらってくることもで

きますので、いちいち作り込む必要もありません。

設立年月
日

2019/08/14

代表者 川人寛徳

住所 東京都渋谷区松濤
1-28-2

資本金 8,900

URL https://lp.batton.clou
d/new

カテゴリー AI

https://lp.batton.cloud/new
https://lp.batton.cloud/new
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Chatwork株式会社

ビジネスコミュニケーションをこれひとつで

事業詳細

クラウド型ビジネスチャットサービス「 Chatwork」の開発・運営を行っております。

Chatworkはメール、電話、会議・訪問など、仕事で必要なコミュニケーションをより効率化し、多様な働き方を実現するビジネスチャットです。

ビジネスコミュニケーションに必要な機能が網羅されているほか、 ITシステムが苦手な方でも簡単にご利用いただけるシンプルな操作性が評価され、 33
万社以上の企業様にご利用いただいております。

ビジネスチャットを気軽にはじめていただくために、 Chatworkでは無料のプランもご用意しております。

設立年月
日

2004/11/11

代表者 山本正喜

住所 東京都港区芝公園  
3-4-30-7F

資本金 1,374,906,693

URL https://go.chatwork.c
om/ja/

カテゴリー 人事・研修

https://go.chatwork.com/ja/
https://go.chatwork.com/ja/
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iYell株式会社

最適な住宅ローンを提供する住宅ローンテック企業

事業詳細

「応援し合う地球へ  〜 chain of Yell 〜」をビジョンに夢のマイホーム購入の要となる住宅ローンビジネスを展開。住宅ローンの業務効率化アプリ「い

えーる  ダンドリ」は 2500社以上の住宅事業社に導入され、多くのユーザーに最適な住宅ローンを紹介し続けています。同時に企業文化にも力を入れて

おり、2021年働きがいのある企業ランキング（ Great Place to Work®）に4年連続ランクインを果たす。

静岡銀行との共同事業として、住宅ローンと家づくりを一緒に相談できる工務店紹介サービスの準備を進めている。

設立年月
日

2016/05/12

代表者 窪田 光洋

住所 東京都渋谷区道玄坂
2-10-7 新大宗ビル  1
号館10階

資本金 3,050,000,000

URL https://iyell.co.jp/

カテゴリー 建設・不動産

https://iyell.co.jp/
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株式会社LegalForce

全ての契約リスクを制御可能にする。

事業詳細

株式会社LeagalForceは、テクノロジーを用いて契約業務に携わる皆様をサポートします。

契約審査プラットフォーム「LeagalForce」は、AIにより契約書審査の品質向上と時間削減を実現します。

契約書レビュー業務で直面するリスクの抜け漏れ、レビュー品質、効率化など多岐にわたる課題を解決します。

AI契約管理システム「LegalForceキャビネ」は、クラウド契約管理システムです。

契約書をアップロードするだけで、自動で契約書の登録・管理ができるので、契約書の「検索時間」・「管理工数」を劇的に効率化し

ます。

また、契約期限自働通知などの機能を搭載し、締結後の契約リスクの検知にも対応しています。

設立年月
日

2017/04/21

代表者 角田　望

住所 東京都江東区豊洲
3-2-20　豊洲フロント
6階

資本金 4,191,918,859

URL https://legalforce-cor
p.com/

カテゴリー 事務

https://legalforce-corp.com/
https://legalforce-corp.com/
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SATORI株式会社

見込み顧客を増やすマーケティングオートメーション

事業詳細

マーケティングオートメーション「 SATORI」の開発・運用・導入支援を行っています。

弊社SATORI株式会社は、「あなたのマーケティング活動を一歩先へ」をミッションに掲げ、一人ひとりのマーケティング担当者の成果に向けて、一緒に

歩いていくことを目指しています。

「SATORI」は”見込み顧客を増やす ”、匿名ナーチャリングに強みを持った MAツールです。

個人情報を取得できている ”実名”状態の見込み顧客はもちろん、自社のウェブサイトに訪問している ”匿名”状態の見込み顧客データを管理・活用するこ

とが可能です。

これにより、漏れのない見込み顧客の母集団形成を可能とし、それぞれの興味関心度合いに合わせた適切なコミュニケーションを実現、質のよい案件

を継続的に創出する仕組みとしてご活用いただけます。

当社の見込み顧客を増やすマーケティングオートメーション「 SATORI」の特徴３つ

・匿名客へのアプローチが可能

・マーケティング施策の全体可視化＆評価が可能

・マーケティングオートメーション初心者でも使いやすい国産ならではの UI

設立年月
日

2015/09/01

代表者 植山 浩介

住所 東京都渋谷区桜丘町
23-21 渋谷区文化総
合センター大和田  
11F

資本金 2,719,270,000

URL https://satori.marketi
ng/

カテゴリー 営業支援

https://satori.marketing/
https://satori.marketing/
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株式会社Cogent Labs

最先端の人工知能（ AI）でドキュメント処理を自動化

事業詳細

最先端の人工知能研究・開発と関連ソリューションサービスの提供。

クラウドからエッジまで、最先端でありながら実用的な AIのサービス開発・提供を通じ、知的労働の DXを実現する企業です。職場における生産性の向

上や、熟練労働力不足という課題を、 AIによる製品とサービスの提供を通じてサポートします。認識・自然言語処理技術を通じてドキュメントに関する DX
を実現するプラットフォーム「 Cogent DX」の構築を進め、 IDPサービス「SmartRead」を提供します。

また、独自開発の自然言語処理エンジンを活用した企業内ドキュメント検索サービス「 Kaidoku SmartFind」を提供しています。

設立年月
日

2014/04/01

代表者 エリック・秀幸・ホワイ
トウェイ

住所 東京都港区六本木
3-2-1 住友不動産六
本木グランドタワー  
36F

資本金 4,502,590,000

URL https://www.cogent.c
o.jp/

カテゴリー AI

https://www.cogent.co.jp/
https://www.cogent.co.jp/
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株式会社SmartHR

働くすべての人の生産性向上を支えるクラウド人事労務ソフト

事業詳細

SmartHRは、3年連続シェアNo.1(※)のクラウド人事労務ソフトです。雇用契約や入社手続き、年末調整などの多様な労務手続きをペーパーレ
ス化し、データとして蓄積。また、勤怠管理システムや給与計算システム等との連携により、様々なデータの一元管理も可能に。さらに、
SmartHRに溜まった従業員データを活用した「人事評価」「従業員サーベイ」などの人材マネジメント機能により、組織の活性化や組織変革を
推進。すべての人が働きやすい環境づくりに貢献します。SmartHRは、煩雑で時間のかかる人事・労務業務から経営者、人事・労務担当者、
従業員を解放し、企業の生産性向上を後押しします。※デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ『HRTechクラウド市場の実態と展望 2020年
度 労務管理クラウド部門』※2021年10月14日現在  
 

設立年月
日

2013/01/23

代表者 芹澤 雅人

住所 〒106-6217
東京都港区六本木
3-2-1
住友不動産六本木グ
ランドタワー

資本金 99,900,000

URL https://smarthr.jp/

カテゴリー 人事・研修

https://smarthr.jp/
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Unipos株式会社

ピアボーナスを通じて心理的安全性を高め組織を強くする

事業詳細

Uniposはピアボーナス®を通じて、組織変革を促すWebサービスです。  
称賛文化を醸成して心理的安全性を高め、生産性の向上 / 離職率の改善を実現します。Uniposを介した「貢献の見える化」が称賛文化を生
み、風通しの良い組織風土をつくります。Uniposは以下のような組織のさまざまな課題を解決します。  
 
①エンゲージメント向上  
②理念浸透  
③マネジメント強化  
④心理的安全性の向上  
⑤部署間連携強化  
 
 
 

設立年月
日

2012/11/15

代表者 田中弦

住所 東京都港区六本木
3-2-1 住友不動産  六
本木グランドタワー
43F

資本金 2,871,175,108

URL https://unipos.me/ja/

カテゴリー 人事・研修

https://unipos.me/ja/
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RYDE株式会社

二次交通のDXを推進するモビリティプラットフォーム

事業詳細

RYDE株式会社では 「二次交通をもっとわかりやすくもっと簡単に」をミッションに掲げ、全国の二次交通のDX推進に取り組んでいます。各地
の地域交通が、デジタル化の波に乗り遅れ取り残されてしまうのではなく、デジタル化によって、日本を地域から強く元気にしていくことを目指
しています。「RYDE PASS」の交通事業者様・自治体様への導入によって、全国の様々な地域交通を、わかりやすく、簡単に利用できる社会を
実現し、地域交通の活用を通じた全国各地の活性化に努めてまいります。  
 

設立年月
日

2019/09/01

代表者 杉崎正哉

住所 東京都渋谷区

資本金 5,056

URL https://ryde-inc.jp/

カテゴリー MaaS

https://ryde-inc.jp/
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Arithmer株式会社

Arithmerは数学で社会課題を解決する会社です。

事業詳細

OCRや画像解析、動画解析、自然言語処理、３ Dモデル自動生成、スマートロボットなど、 AIを活用したソリューションサービスの研究・開発を行い、 B2B
ビジネスを展開しています。

社長の大田は、東京大学大学院　数理科学研究科　特任教授も務めさせていただいております。そのような関係もあり、弊社は、数学、物理学、工学な

どの博士課程を経た研究色の強いエンジニアが集まっており、そのメンバーたちによる AIエンジンの開発力など、高度数学を用いた問題解決力が強み

の一つです。

また、幅広い技術分野で展開しているため、お客様の課題に対し複数の技術を組み合わせた課題解決方法をご提示できることが出来ます。

オリジナルエンジンの開発業務だけではなく、 VSRや異常検知 AIシステム、自動採寸 AIシステム、AIチャットボットシステムなど、これまで培ってきた技

術を用いた製品化、汎用サービス化にも取り組んでおります。

弊社HPでも、様々なソリューションを紹介させていただいておりますので、是非ご覧ください。

https://www.arithmer.co.jp/solution

設立年月
日

2016/09/01

代表者 大田 佳宏

住所 東京都港区六本木一
丁目6-1 泉ガーデン
タワー40階

資本金 2,778,840,000

URL https://www.arithmer
.co.jp/

カテゴリー AI

https://www.arithmer.co.jp/solution
https://www.arithmer.co.jp/
https://www.arithmer.co.jp/
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株式会社Studio Ousia

最先端の質問応答を、誰もが簡単に使える形で提供

事業詳細

弊社は自然言語処理に特化した研究開発及びサービス開発をしております。

人工知能に関するトップ国際会議コンペティションでの優勝実績や、弊社の自然言語処理モデルが Huggingface社が提供する Transformersのライブラ

リに日本企業として初めて採用されるなど、高い技術力を誇っており、この技術を誰もが簡単に使える形で提供しております。

現在提供している主なサービスは下記の 3つとなります。

・「 QA ENGINE」

ディープラーニングを用いたクラウドベースの質問応答プロダクト。クライアントごとのデータで機械学習を実施し、高度な質問応答モデルを簡単に構

築。社内問い合わせやカスタマーサポート、テキスト分類で利用。

・「SMART ANNOTATOR」

AIを用いたクラスタリングサービス。意味的類似度でテキストを仕分け。アンケートの分析等に利用。

・「アンサーロボ」

大規模データで事前訓練した質問応答サービス。 FAQデータをアップロードするだけで簡単に質問応答モデルが作成できる。 FAQの検索精度向上、

チャットと連携した自動応答に利用。

上記サービスの他、業界に特化した質問応答モデルの開発も行うことが可能です。

設立年月
日

2007/02/05

代表者 渡邉安弘

住所 東京都千代田区大手
町1−6−1 大手町ビル
4階　FINOLAB

資本金 50,000,000

URL https://ousia.jp

カテゴリー AI

https://ousia.jp/
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リッパー株式会社

低速徐行型の電動モビリティの開発・製造・販売

事業詳細

工場等の施設内の移動や、ショッピングモールなどの商業施設等の館内移動など民間企業でご利用いただける小型モビリティツー

ルです。

大型公園等の園内移動や、地域回遊など観光・商工振興ツールとして自治体・公共団体にもご活用いただけます。緊急帰宅のため

の防災備品としてもご活用いただけます。

従来品と比べると小型で軽量、素材も自然由来のものを活用し、人にも環境にもやさしい乗りものづくりを通じて、脱炭素社内の実

現、SDGsの達成を目指してまいります。

設立年月
日

2020/09/04

代表者 鈴木幹久

住所 静岡県富士市

資本金 6,000,000

URL www.lipper.io

カテゴリー MaaS

http://www.lipper.io
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株式会社A.L.I.Technologies

空中域から社会の仕組みを変えていくエアモビリティ企業

事業詳細

「空中域から社会に仕組み変えるエアモビリティ企業」

私たちが提唱する『空のインフラ』構想とはー

近年、人材不足やインフラ老朽化問題などを受け、ドローンを使った点検業務などのソリューションニーズは高まりを見せ、ドローンソ

リューション市場は、2024年には国内のドローン市場は2,500億円※、グローバルにおける潜在市場は18兆円以上になるとも言われ

ています。(※参照：インプレス総合研究所「ドローンビジネス調査報告書2018」)
このようにドローンソリューションへの注目が集まる中、早期の社会実装に向けた課題として、ドローンによる事故やテロ利用のおそ

れなどが挙げられています。

A.L.I.では、こうした課題をテクノロジーによって根本的に解決するため、ドローンが安全かつ高効率に社会実装するための『空のイン

フラ』構想に向けた具体的な取組みを行っています。

『空のインフラ』が実現するビジョンから逆算して、各特許が多面的に連動した「特許群」を構築しているのが特徴です。

設立年月
日

2016/09/01

代表者 片野大輔

住所 〒105-0011 東京都
港区芝公園3丁目1番
8号　芝公園アネック
ス6階

資本金 100,000,000

URL https://ali.jp/compan
y/

カテゴリー MaaS

https://ali.jp/company/
https://ali.jp/company/
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CBcloud株式会社

「送りたい」と「届けたい」を繋げる  配送プラットフォーム

事業詳細

PickGoの配送パートナー(軽、一般貨物、バイク自転車)をフル活用することで、顧客企業の個別ニーズに応じた物流を構築・提供し

てまいります。一例として、ネットコンビニやネットスーパーなど、従来は難しかった短いリードタイムでの配車や、予測しにくい需要変

動への対応が可能となります。「PickGoエンタープライズ」を通じて、当社は顧客企業の物流費用削減のみならず、売上成長や新た

な事業の創出なども支援してまいります。

設立年月
日

2013/10/25

代表者 松本隆一

住所 〒101-0022 東京都
千代田区神田練塀町
300 住友不動産秋葉
原駅前ビル  16階

資本金 1,700,000,000

URL https://cb-cloud.com/

カテゴリー MaaS

https://cb-cloud.com/
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Sensible 4 Oy

あらゆる天候環境で走れる自動運転

事業詳細

Sensible 4はフィンランド発の自動運転ソフトウェアを開発しているスタートアップです。あらゆる車両をあらゆる天候下でLv4自動運転を可能に
します。事業内容としては主に自動運転ソフトウェアのライセンシング、OEM車両へのインテグレーション、自動運転車両のリースを行っており
ます。特に公共や工業用の自動運転に注力しており、各国のドライバー不足や交通インフラ維持へ貢献しております。今後は日本への本格
進出及び法人設立を予定しております。  
 

設立年月
日

2017/02/07

代表者 Harri Santamala

住所 Turuntie 42, 02650 
Espoo, Finland

資本金 6,000,000

URL https://sensible4.fi/jp
-dawn/

カテゴリー MaaS

https://sensible4.fi/jp-dawn/
https://sensible4.fi/jp-dawn/
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Wise Systems Japan合同会社

ラストワンマイルの課題を解決する配送ソリューション

事業詳細

世界の数多くの有名ブランドで導入され信頼を得ている Wise Systemsは、パーフェクトな配送業務を可能にする AIベースの配送経路自動化ソフトウェ

アを提供しています。ダイナミックに変化する市場でラストワンマイルの競争に打ち勝つため、 Wise Systemsのプラットフォームは、配送車輌の効率活

用、パフォーマンスの向上、カスタマーサービスの継続的な改善を実現するとともに、車輌の走行距離や二酸化炭素排出量の削減、ならびに納期遅延

の最小化などに貢献します。

設立年月
日

2021/01/07

代表者 ジェメル・デルバリ

住所 東京都港区赤坂
2-23-1 アークヒルズ・
フロントタワー

資本金 10,000

URL https://www.wisesyst
ems.com/

カテゴリー MaaS

https://www.wisesystems.com/
https://www.wisesystems.com/
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デジタルグリッド株式会社

日本初　民間のP2P電力取引所

事業詳細

再生可能エネルギー（再エネ）は、世界中の消費エネルギーを余裕で賄うことのできるポテンシャルを秘めています。しかし日本は他

国と比べても再エネが普及しづらい体制になっていて、化石燃料などの限りある資源に依存しているのが現状です。

この課題を解決するため、当社は 「電力を生む発電家」と「電力を買う需要家」が直接売買できるシステムを備えたプラットフォームを

提供しています。電力取引に加えて環境価値取引も行うことができます。いま、企業に求められるTCFDを始めとする各種環境設定・

目標達成にもご活用いただけます。

設立年月
日

2017/10/16

代表者 豊田 祐介

住所 東京都千代田区丸の
内2-2-3 丸の内仲通
りビル7階

資本金 3,035,102,747

URL https://www.digitalgri
d.com/

カテゴリー SDGs

https://www.digitalgrid.com/
https://www.digitalgrid.com/
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株式会社スペースリー

研修の効果を実感できる 360度VR活用ソフト

事業詳細

【どこでもかんたん研修VR】

〜研修の効果を実感できる360度VR活用ソフト〜

「スペースリー」は360度写真や動画を使った高品質な研修VRコンテンツを、自社運用で直感的に制作、編集、管理ができるクラウド

ソフトウェアです。

通常の研修に比べて現場に近い体験型研修を実現します。

・空間内で視線の動きや手を伸ばす作業が伴う場面

・大きな音や緊張感など雰囲気が重要な場面

・没入感があり能動的かつ自主的に楽しく学習させたい場面

など、VRは様々な場面で有効的にご活用いただけます。

設立年月
日

2013/08/01

代表者 森田博和

住所 東京都渋谷区渋谷３
丁目６−２ 第二矢木ビ
ル

資本金 267,960,000

URL https://spacely.co.jp/

カテゴリー VR

https://spacely.co.jp/
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株式会社Synamon

エンタープライズ向けメタバース構築支援サービス

事業詳細

Synamonは「XRが当たり前の世界」を実現するため、 VR/ARをはじめとする XRやメタバース領域のコンサルティング・企画提案・研究開発を

行うテックカンパニーです。

直近では、「メタバースを活用したいが、空間構築やユーザー体験設計等をどのように行えば良いか分からない」「プロジェクト全体をどのよう

に企画し、制作をディレクションするべきか不安である」という企業に向けて、高品質なメタバース体験の構築をサポートする「エンタープライ

ズ向けメタバース構築支援サービス」の提供を行っています。

2016年の創業よりエンタープライズ向けに幅広い業界への XR技術を活用したバーチャル空間構築や空間内での体験設計を行ってきた強み

を活かし、プロジェクト立ち上げから開発・運用までワンストップで対応いたします。

設立年月日 2016/08/08

代表者 武樋 恒

住所 東京都品川区西五反田  
7-22-17 9階1号室

資本金 69,142,500

URL https://synamon.jp/

カテゴリー VR

https://synamon.jp/
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アソビュー株式会社

予約管理台帳システム「ウラカタ  予約」

事業詳細

予約管理システム「ウラカタ予約」は、650社以上が導入するネット予約・顧客管理システムです。  
これまで煩雑だった予約対応業務や顧客管理をデジタル化することで、  
１．集客数の向上  
２．予約対応工数の削減  
３．事前決済により、キャンセルの削減  
４．事前決済による、コロナの安全対策ができる  
等を実現することが可能になります。  
初期費用、月額の固定費などもかからないため、お手軽に始めることができます。  
 
 
 
 

設立年月
日

2011/03/14

代表者 山野智久

住所 東京都渋谷区神宮前
2丁目7-7 AURORA
ビル3階

資本金 ー

URL https://www.asoview.
co.jp/aboutus/

カテゴリー 営業支援

https://www.asoview.co.jp/aboutus/
https://www.asoview.co.jp/aboutus/
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タイムリープ株式会社

店頭スタッフと変わらない体験をリモート化する遠隔接客サービス

事業詳細

RURAは店頭スタッフと変わらない体験を「リモート」で行う
ことのできる「遠隔接客」サービスです。受付カウンターに
RURAを置けば、来店されるお客様への接客を遠隔で行え
ます。お客様の来店を感知して、遠隔スタッフ側からお声が
けしたり、お客様側から呼び出すこともできます。お客様の
表情を見ながらタイムラグなく接客が行えるので、ご要望に
対して瞬時に対応できます。画像や動画を見せながらのご
案内や、状況に合ったきめ細かな接客、そして、上質なユー
ザー体験を実現します。また複数の店舗をまたいで接客が
できるのも特徴です。少人数のスタッフで数多くの店舗の接
客をカバーできるので、人件費の削減にも効果を発揮しま
す。

設立年月
日

2019/06/03

代表者 望月亮輔

住所 東京都千代田区岩本
町１丁目９番１号アイ
アンビルヂング３階

資本金 236,978,000

URL https://timeleap.co.jp
/

カテゴリー 営業支援

https://timeleap.co.jp/
https://timeleap.co.jp/
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Baseconnect株式会社

Musubuは140万件を超えるデータを網羅し 本社・事業所データから必要な情報を
活用することで、 法人営業を支援するクラウド型企業情報データベースです。

事業詳細

Musubuは情報収集やリスト作成、案件管理といった幅広い業務を  
サポートし、御社と新しい顧客を結ぶ法人営業支援データベースです。  
 
【Musubuの特徴】
◎ 企業データベースは140万件以上
140万件以上の企業データベースから自社の商品が売れる企業を絞り込んだリストを作成することができます！
 
◎国内最多の絞り込み検索機能 
売上や業界、従業員数を始め、高度な絞り込みが直感的/
スピーディーに検索することが可能になります！
 
◎シンプルで使いやすい画面操作
エクセルやスプレッドシートより簡単に、営業案件の進捗や  
状況を管理して、社内で共有することができます！
 
◎営業前に訪問先の最新情報をチェック
営業前に訪問先の売上や事業内容など
最新のニュースを手軽にチェックすることができます！  

設立年月
日

2017/01/17

代表者 國重 侑輝

住所 〒604-8861 京都府
京都市中京区壬生神
明町1−5

資本金 1,319,000,000

URL https://company.bas
econnect.in/compan
y/

カテゴリー 営業支援

https://company.baseconnect.in/company/
https://company.baseconnect.in/company/
https://company.baseconnect.in/company/
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株式会社coco

「顧客志向」を当たり前に

事業詳細

「顧客志向を当たり前に」をミッションとして掲げ、リアルな店舗の現場接客 DX・SaaS「coco」を運営しています。一流の優れた接客体験が、あらゆる店

舗で受けられる世界の実現を目指しています。

「現場接客DXサービス  coco」では、デジタルアンケート機能を始め、 Googleマップ口コミ獲得や、顧客とのチャット、その他集客強化や、業務効率化の

ための様々な機能がご利用いただけます。

SMS（ショートメール）を中心としたコミュニケーションツールなため、店舗での導入も簡単にできます。アンケートや口コミ集めを習慣にして、集客・サー

ビス改善・スタッフのモチベーションアップなどを支援します。設立年月
日

2013/01/23

代表者 高橋俊介

住所 東京都渋谷区円山町
5番5号 Navi渋谷V 3
階

資本金 300,000,000

URL https://thecoco.jp/

カテゴリー 営業支援

https://thecoco.jp/
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quatre株式会社

プレゼント型　福利厚生サービスプラットフォーム

事業詳細

①企業の福利厚生として、完全コストゼロで導入できる「エアプレ」を運営

→メーカーの商品が無料でもらえる web型サービスを提供しており、オフィスにいなくても自宅までプレゼント商品が届く福利厚生サービス。

　企業は導入費用がかからず、社員の福利厚生を充実させることが可能です。

②体験価値創出プロモーションプラットフォーム「エアカタログ」を運営

→オフィス、フィットネスジム、ホテルなど、ロケーションを活用した試食、試飲、商品体験など、リアルプロモーションを支援。

　オフィスの社員食堂を活用した食品プロモーションやフィットネスジムの会員向けに特別座談会を実施する化粧品プロモーションなど、

　幅広い業種、ターゲット層に対応した　企画内容をご提案いたします。設立年月
日

2014/12/17

代表者 横町享之

住所 東京都品川区上大崎
4-3-14-704

資本金 70,000,000

URL https://quatre-re.jp/

カテゴリー 営業支援

https://quatre-re.jp/
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株式会社RevComm

電話営業を可視化する音声解析 AI搭載型のクラウド IP電話

事業詳細

▼事業内容

AI × Voice × Cloudを活用したソフトウェア・データベースの開発

▼ソリューション

MiiTel（ミーテル）は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電話です。

電話営業や顧客対応の内容をAIがリアルタイムで解析し、成約率を上げ、解約率と教育コストの低下に繋げます。

また、顧客管理システムとの連携により、顧客名をクリックするだけで簡単に発信できたり、着信時に顧客情報を自動表示し、生産

性向上に役立てます。

会話内容は顧客情報に紐付けてクラウド上で自動録音されるので、振り返りたい録音データにいつでも・どこでも・すぐにアクセス
することができ、教育目的やコンプライアンス目的など、多業界で幅広くご活用いただいております。

設立年月
日

2017/07/07

代表者 會田 武史

住所 東京都渋谷区渋谷
1-3-9

資本金 935,000,000

URL https://www.revcom
m.co.jp/

カテゴリー 営業支援

https://www.revcomm.co.jp/
https://www.revcomm.co.jp/
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Sansan株式会社

出会いからイノベーションを生み出す

事業詳細

Sansan株式会社から「TECH BEAT Shizuoka」に出展している製品のご紹介です。
弊社は、「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、法人向けクラウド名刺管理サービス「Sansan」お
よび個人向け名刺アプリ「Eight」、クラウド請求書受領サービス「Bill One」を開発・提供しています。
Sansanは社内の名刺を一括管理することで、企業の成長を後押しする名刺管理サービスです。
数名規模から大手まで、7000社に活用されています。

設立年月
日

2007/06/11

代表者 寺田親弘

住所 〒150-0001 東京都
渋谷区神宮前 5-52-2 
青山オーバルビル  
13F

資本金 6,333,000,000

URL https://jp.sansan.co
m/?argument=7FEkn
pAF&dmai=a611b00
c706d4a&_ebx=36v
51663la.162727251
8.7j4z5ut

カテゴリー 営業支援

https://jp.sansan.com/?argument=7FEknpAF&dmai=a611b00c706d4a&_ebx=36v51663la.1627272518.7j4z5ut
https://jp.sansan.com/?argument=7FEknpAF&dmai=a611b00c706d4a&_ebx=36v51663la.1627272518.7j4z5ut
https://jp.sansan.com/?argument=7FEknpAF&dmai=a611b00c706d4a&_ebx=36v51663la.1627272518.7j4z5ut
https://jp.sansan.com/?argument=7FEknpAF&dmai=a611b00c706d4a&_ebx=36v51663la.1627272518.7j4z5ut
https://jp.sansan.com/?argument=7FEknpAF&dmai=a611b00c706d4a&_ebx=36v51663la.1627272518.7j4z5ut
https://jp.sansan.com/?argument=7FEknpAF&dmai=a611b00c706d4a&_ebx=36v51663la.1627272518.7j4z5ut
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株式会社助太刀

建設業の人手不足を解消するマッチングプラットフォーム

事業詳細

スマホやPCで気軽に繋がりを増やせるサービスで建設業界の人手不足解消のお手伝いをします！電話連絡メインだった業界で、より効率的に人手を

探し、事業拡大につなげていただけます。

◯助太刀：全国 16万事業者が登録するマッチングサービス。メッセージ機能を中心に気軽に連絡がとりあえ、職人や協力会社の繋がりを広げられま

す！

◯助太刀社員：助太刀内に求人広告を掲載できます。業界経験者をメインターゲットに、 81職種に分けてピンポイントに職人を募集できます！

設立年月
日

2017/03/30

代表者 我妻陽一

住所 〒 150-0036 東京都
渋谷区南平台町 2-17
日交南平台ビル 5F

資本金 90,000,000

URL https://suke-dachi.jp/
company/

カテゴリー 建設・不動産

https://suke-dachi.jp/company/
https://suke-dachi.jp/company/
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スタジオアンビルト株式会社

スマホひとつで建築家に間取りを依頼できる Webサービス

事業詳細

注文住宅を検討中のお客様がスマートフォンで建築家に間取りを依頼できるWebサービス、madree(マドリー)を営しています。サイト

上に用意されたフォームからアンケートに答えるだけで、１週間程度で複数の建築家が作成した間取りが5〜10案届きます。

間取りの作成は登録している全国7,000名以上の建築家・デザイナーが行なっています。建築家・デザイナーはオンラインで間取りの

仕事を受注できます。オンラインで完結できる仕組みとなっておりますので、いつでもどこでも好きな時間に図面作成のお仕事をする

ことが可能です。

設立年月
日

2017/06/01

代表者 森下敬司

住所 名古屋市西区那古野
2丁目14-1
なごのキャンパス 2-5

資本金 204,510,770

URL https://studiounbuilt.
co.jp/

この仕組みによりマドリーユーザーはこれまで営業マンなど

の非専門家が作成していた間取りに比べて、設計のプロで

ある建築家・デザイナーが作成した質の高い間取りを日本

中どこにいても受け取ることが可能になります。わざわざ住

宅展示場に足を運ぶ必要もなくなりました。また、施工する

ハウスメーカー・工務店にとっても間取り作成を行う設計者

などの人手不足の解消、ニーズに近い間取り作成による間

取り修正作業の省力化による生産性の向上が期待されま

す。

カテゴリー 建設・不動産

https://studiounbuilt.co.jp/
https://studiounbuilt.co.jp/


37

株式会社フォトラクション

建設の世界を限りなくスマートにする

事業詳細

Photoruction(フォトラクション)は生産性と品質向上を目的とした建設業向けクラウドサービスです。写真や図面、工程表、タスク、検

査など豊富な機能で技術者が本質的な仕事に集中できる環境を提供します。国内外約10万を超える建設プロジェクトで導入されて

おり、最大で10倍を超える業務効率化を実現しました。Photoruction BIMや、クラウド経由で業務を代行する建設特化のBPOサービ

スをリリース。建設BPOはデータをアップロードすると、貴社専用オペレーターとAIが業務を代行します。

設立年月
日

2016/03/14

代表者 中島貴春

住所 東京都中央区築地五
丁目４番１８号　汐留
イーストサイドビル  ６
階

資本金 ー

URL https://www.photoruc
tion.com/

カテゴリー 建設・不動産

https://www.photoruction.com/
https://www.photoruction.com/
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ユアマイスター株式会社

「見える化」と「自動化」で、「現場」も「事務」もカンタンに。

事業詳細

ビルメンクラウドは、ビルメンテナンス業界の DXを実現し、情報の一元管理や業務の自動化により "人手不足 "の解消に取り組む業務支援サービス

従来はマンパワーで対応していたビルメンテナンス関連業務をシステムに置き換え、

業務効率化や高収益化を実現する

現場スケジュールの共有、出退勤連絡など細かな作業から、報告書作成など負担の大きな業務まで、幅広いアナログ業務をシステムが自動化し、現場

も事務も『カンタン』に。

設立年月
日

2016/08/08

代表者 星野 貴之

住所 〒 154-0005 東京都
世田谷区三宿 1丁目
13-1　東映三宿ビル 5
階

資本金 4,000,000,000

URL https://corp.yourmyst
ar.jp/

カテゴリー 建設・不動産

https://corp.yourmystar.jp/
https://corp.yourmystar.jp/


39

BPM株式会社

“国内初”メンテナンス現場を支援するクラウド型 CMMS

事業詳細

【クラウド型 CMMS「Qosmos」の開発】

Qosmosは建物のメンテナンス業務や設備保全業務に特化した業務管理クラウドサービスです。

「やさしいDX」をコンセプトに、 DXの第一歩である "現場情報のデータ化 "を支援するツールとして、各種専門工事業や設備点検作業など、建物・設備管

理に関する幅広い業界にてご活用いただいています。

現場の使いやすさを重視した機能設計となっており、現地調査・作業報告における情報共有、報告書作成の負担軽減、対応履歴・点検結果データを活

用した生産性向上を支援しております。設立年月
日

2011/04/01

代表者 桐原 康輔

住所 東京都渋谷区本町２
丁目２７番１号

資本金 207,000,000

URL https://bpm-gr.co.jp/

カテゴリー 建設・不動産

https://bpm-gr.co.jp/
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株式会社GoldKey Co.,Ltd

不動産とITを繋ぎ、高付加価値サービスを提供する

事業詳細

遊休スペースを有効活用し、利用者の満足度を高めオーナー様の収益に貢献する IoTサービスを提供しています。

昨年から感染症時代を見据え、消防法をクリアしたテレワークブースを開発、販売開始し、オフィスのみならず、シェアオフィスやマンションエントランス、

商業施設等に設置。

スマートロックと連携して利用者から集金し、オーナー様に還元する取り組みを行っています。あらゆるスペースの運営・管理者の方の負担を減らし、収

益に貢献してまいります。

設立年月
日

2012/06/05

代表者 木全 雅仁

住所 愛知県名古屋市東区
東桜2丁目15番26号  
朝日ビル２F

資本金 210,000

URL https://goldkey.co.jp/

カテゴリー 建設・不動産

https://goldkey.co.jp/
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株式会社Polyuse

未来のインフラを支える建設用３Dプリンター

事業詳細

モルタルを積層造形する建設用３Dプリンターの研究・開発・サービス化を実施。これまでに国内初の実利用土木構造物や国内初の国との実証
実験など国内をリードする形で推進している。対象構造物は土木、建築どちらにも展開でき、海外の類似品と比べても圧倒的な導入コストを下げ
て、現場に適応しやすい形状への変更もおこなっている国内の建設用３Dプリンターのリーディングカンパニー。ゼネコンやプレキャスト工場など
と共同で実利用の検討を行い現場との距離が近いこともあり、既に複数の実施工も実施している。  

設立年月
日

2019/06/27

代表者 岩本卓也

住所 東京都港区浜松町２
丁目２番１５号

資本金 6,090,000

URL https://polyuse.xyz/c
ompany/

カテゴリー 建設・不動産

https://polyuse.xyz/company/
https://polyuse.xyz/company/
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WealthPark株式会社

不動産オーナー様と管理会社をアプリでつなぐ業務支援システム

事業詳細

WealthParkは、オルタナティブアセットのデジタルインフラを目指すスタートアップITベンチャーです。現在はまず、オルタナティブア

セットのなかのひとつである不動産業界で非流動資産プラットフォーム構築に挑戦しています。具体的には不動産オーナー様と管理

会社をアプリでつなぐ業務支援システムを提供しておりまして、 不動産管理会社にはクラウド型システムを、オーナー様にはモバイ

ルアプリやWEBサイトを提供することで、収支報告や売買提案などのやり取りが簡単かつスピーディになります。

設立年月
日

1967/07/13

代表者 川田 隆太

住所 東京都渋谷区恵比寿
1-20-18 三富ビル新
館3階

資本金 100,000,000

URL https://wealth-park.c
om/ja/business/

カテゴリー 建設・不動産

https://wealth-park.com/ja/business/
https://wealth-park.com/ja/business/
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クロスマート株式会社

飲食店と卸売業者をつなぐ受発注サービス「クロスオーダー」

事業詳細

飲食店様と卸売業者様をつなぐ受発注サービス「クロスオーダー」は、これまでFAXや電話が主流だった受発注
業務を、LINEとOCRを活用することで業務効率化を実現するサービスです。サービス開始から約2年で利用店舗
数は10,000店舗を超え、外食産業の受発注インフラとして拡大しております。

飲食店様は普段利用しているLINEから簡単に発注ができます。
卸売業者様はLINE発注を導入した飲食店様に対して、LINEのプッシュ通知でオススメ商品を案内することがで
きます。設立年月

日
2018/07/24

代表者 寺田佳史

住所 東京都中央区八重洲
1-5-20 東京建物八重
洲さくら通りビル 3階

資本金 100,000,000

URL https://xmart.co.jp/

カテゴリー 仕入れ

https://xmart.co.jp/
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株式会社homula

ブランドと小売店を繋ぐ卸売マーケットプレイス

事業詳細

ファッション・雑貨ブランドと小売店を繋ぐ卸売のマーケットプレイス。小売店は後払い・返品可能な仕入れ方法により在庫リスクや余計な手
間、資金繰りの心配無く優良ブランドの仕入れが可能です。ブランドにはオンライン展示会機能、卸売営業サポート機能、決済機能を提供す
ることで展示会受注から在庫品、既存先から新規取引先までワンストップで効率的かつ与信リスクなく卸売の売上拡大をサポート。全国の小
売店との取引を加速させます。  

設立年月
日

2019/10/15

代表者 福地峻

住所 東京都千代田区丸の
内2-3-2-412B

資本金 100,000,000

URL https://www.homula.j
p/

カテゴリー 仕入れ

https://www.homula.jp/
https://www.homula.jp/
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株式会社スマイルワークス

クラウドサービスを通じてビジネスの生産性向上を支援します

事業詳細

クラウドERP「SmileWorks（スマイルワークス）」は、販売・仕入・在庫管理、給与・賞与計算・年末調整・マイナンバー管理、経費精算や財務会計など、

バックオフィス業務を統合的に効率化させるクラウド ERPシステムです。 　

SmileWorksの給与計算機能は、勤怠情報入力から各種保険や税金の計算、給与・賞与明細書の作成、随時改定・定時決定・源泉徴収票・賃金台帳

等各種届出表の作成まで、給与計算業務をトータルにサポートします。

オプションをお申込みいただくと、各社員が自分の給与明細・賞与明細を WEB上で閲覧・印刷することができます。クラウドソフトなのでスマートフォン・

携帯電話を使用していつでもどこでも閲覧が可能です。

また、給与計算機能のデータをボタン操作ひとつで財務会計機能に取込むことができます。自動で振替伝票が作成できますので、手間なくシームレス

な業務が可能になります。設立年月
日

2003/07/25

代表者 坂本　恒之

住所 東京都千代田区神田
猿楽町2-8-16平田ビ
ル７階

資本金 107,848,485

URL https://www.smile-w
orks.co.jp/

カテゴリー 事務

https://www.smile-works.co.jp/
https://www.smile-works.co.jp/
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株式会社BEARTAIL

支出管理の業務効率化・ペーパーレス化を実現するサービス

事業詳細

弊社はペーパーレス経費精算システム「レシートポスト」、請求書オンライン受領
・処理サービス「インボイスポスト」の提供を通じ、経理部門の電子化による生産
性向上、デジタルトランスフォーメーション（DX）、ペーパーレス化を支援しており
ます。電子帳簿保存法やインボイス制度などの法対応も可能でございますの
で、ぜひご興味いただけますと幸いです。  
 
【レシートポスト】  
「領収書を撮影してポストに捨てる」2ステップで完了する経費精算です。  
通常の経費精算システムで可能な領収書のデータ化だけでなく、領収書原本の
回収から提出状況の点検、保管までを組み合わせ、申請者及び経理部門の作
業負荷を大幅に軽減可能なサービスです。  
 
【インボイスポスト】  
「オフィスに紙の請求書が届かない」ことをコンセプトとした、完全ペーパーレス
化が実現可能な請求書サービスです。  
紙や電子データなど形式は問わず請求書を一括で弊社が受領代行し、請求書
の基本情報のデータ化から紙原本の保管までを弊社で代行。会社様に一切請
求書が届くことがなくなるサービスです。  
 

設立年月
日

2012/06/26

代表者 黑﨑 賢一

住所 東京都千代田区神田
駿河台2-2 御茶ノ水
杏雲ビル5F

資本金 100,000,000

URL https://beartail.jp/

カテゴリー 事務

https://beartail.jp/
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freee株式会社

だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォーム

事業詳細

だれもが自由に自然体で経営できる環境をつくるために、「統合型経営プラッ

トフォーム」を開発・提供します。

バックオフィス業務を統合することで、自動化と業務全体の効率化。

さらに経営全体を可視化することで、これまでにないスマートかつ最適なアク

ションまで実行できるプラットフォームへと進化させていきます。

また外部サービスとも連携したオープンプラットフォームとして、多様なビジネ

スニーズに対応。ユーザーネットワークの中における相互取引の活性化も強

化していきます。

プラットフォームの提供のみならず、スモールビジネスに携わる人の環境その

ものをより良くしていく取り組みを行うことで、世の中の変化を促します。

設立年月
日

2012/07/09

代表者 佐々木大輔

住所 東京都品川区西五反
田2-8-1 五反田ファー
ストビル  9F

資本金 9,606,030,000

URL https://corp.freee.co.j
p/

カテゴリー 事務

https://corp.freee.co.jp/
https://corp.freee.co.jp/
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株式会社TREASURY

安心で安全な電子契約サービスを安価に

事業詳細

・士業向けコンサルティング事業  
全国の弁護士、税理士、会計士、司法書士、社労士事務所に向け、電子帳簿保存  
法、電子署名法、マイナンバー運用といった変遷の激しい法務・税務に関する最新の  
動向情報や対応手法、戦略に関するコンサルティングを提供します。  
 
・ITコンサルティング事業  
各種業界団体や企業に対し、委員会活動・GR 活動（ Government relations ）を通じて得た最新の制度変遷、既定の変更等を弁護士・会計士と
いった専門家が正確に分析・理解し、変化に対応する為のシステムを企画立案、開発、提供迄行います。  
 
・SaaSツール提供  
新たな商習慣として昨今急速にニーズが拡大している「電子契約」「eKYC 」「公的個人認証」の分野において、安心で安全な電子取引を実現する
クラウドサービスを開発し士業に普及を進めております。  

設立年月
日

1996/08/26

代表者 山下　誠路

住所 東京都渋谷区神宮前
1-5-8　神宮前タワー
ビルディング 14階

資本金 310,000,000

URL https://treasury.jp

カテゴリー 事務

https://treasury.jp
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株式会社アクティブ アンド カンパニー

人事を戦略に変える。 HRオートメーションシステム「サイレコ」

事業詳細

組織活性化に特化した組織人事コンサルティングファーム。組織人事コンサルティング並びに、クラウド型HRオートメーションシステム
「sai*reco（サイレコ）」を提供。組織・人事コンサルティング領域における品質認証：ISO/9001（業界初）を取得。書籍には「タレントマネジメント
概論」「HR Standard 2020」などがある。グループ会社では、人事業務・給与計算のアウトソーシングも行っており、組織人事領域におけるワン
ストップソリューションを実現している。  

設立年月
日

2006/01/05

代表者 大野 順也

住所 東京都千代田区九段
南3-8-11飛栄九段ビ
ル5F

資本金 684,850,000

URL http://www.aand.co.j
p/

カテゴリー 人事・研修

http://www.aand.co.jp/
http://www.aand.co.jp/
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株式会社シーベース

サーベイとフィードバックによる気づきで人と組織を育てる

事業詳細

弊社の主力サービスである「スマレビfor360°」は、上長・同僚・

部下など複数の視点から「対象者の日常行動に対する評価」

を集計し、本人と他者の認識ギャップを可視化させる360度評

価（多面評価）の導入を支援するクラウドサービスです。本人

の課題をより具体的に認識できるフィードバックレポートの提

供と、その結果を改善計画やアクションプランに落とし込むこと

ができるシステムを組み合わせ、企業の一貫した人材育成を

支援します。
設立年月
日

2000/06/29

代表者 深井 幹雄

住所 東京都新宿区新宿
2-8-8 アイ・アンド・
イー新宿ビル 7F

資本金 50,000,000

URL https://www.cbase.c
o.jp/

カテゴリー 人事・研修

https://www.cbase.co.jp/
https://www.cbase.co.jp/
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株式会社スタディスト

手順が見える、伝わる、拡がるマニュアル作成・共有システム

事業詳細

「伝えることを、もっと簡単に。」というミッションのもと、スマートフォンやタブレット、 PCで簡単に業務マニュアルや手順書を作成できるクラウド型マニュア

ル作成・共有システム「 Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」を提供しています。

企業や組織に欠かせないマニュアルの共有基盤として、製造、小売、飲食、宿泊、金融など、規模や業種を問わず、全国約 2,000社に導入されていま

す。

導入事例は以下をご参照ください。 https://biz.teachme.jp/casestudy/

設立年月
日

2010/03/19

代表者 鈴木　悟史

住所 東京都千代田区神田
錦町1-6 住友商事錦
町ビル  9F

資本金 51,000,000

URL https://biz.teachme.j
p/

カテゴリー 人事・研修

https://biz.teachme.jp/
https://biz.teachme.jp/
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株式会社タレントアンドアセスメント

戦略的な採用を実現する  対話型AI面接サービス『SHaiN』

事業詳細

当社は設立時より、採用に特化したコンサルティングを軸に事業展開しております。

優秀な人材を確保するための科学的かつ客観的根拠に基づき独自開発した科学的面接手法（構造化面接手法）である『戦略採用メソッド』を構築し、ク

ライアントごとに採用面接プロセスを戦略的に構築し、採用力を強化するためのソリューションを提供しています。

また、2017年からはこの『戦略採用メソッド』根幹に持つ、対話型 AI面接サービス『 SHaiN』を開発。採用面接において時間のかかる「情報収集」を AIが
代行し、その面接内容をもとに専門のスタッフが「資質評価」の面接評価レポートを作成する、世界初 *の対話型AI面接サービスです。「遠隔地受検者へ

の面接機会の提供」「面接評価レポートの有効活用」「採用担当者や面接官の面接工数の削減」といった部分が評価され、 2021年11月末現在で 330社

以上の企業様にご利用いただいております。

*自社調べ設立年月
日

2014/10/01

代表者 山﨑 俊明

住所 東京都港区虎ノ門  
4-1-1 神谷町トラスト
タワー23F

資本金 201,900,000

URL https://www.taleasse
.co.jp/

カテゴリー 人事・研修

https://www.taleasse.co.jp/
https://www.taleasse.co.jp/
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株式会社ベター・プレイス

社会を支える人たちの資産形成を、仕組みと ITの力でサポート

事業詳細

●福祉はぐくみ企業年金基金の運営受託業務

確定給付年金制度であるはぐくみ基金（福祉はぐくみ企業年金基金）の加入事務業務委託機関として、加入事務業務から、制度設計をはじめとする導

入支援、各種サポートなどを行っています。

●はぐONE for DC
「はぐくみ基金」で活用されている企業年金事務の DXツールである ”はぐONE”を企業型確定拠出年金（企業型 DC）導入企業に向けに最適化。事務効

率・加入率向上サービスを提供予定です。

●確定拠出年金法に定める運営管理機関業務

確定拠出年金法に定める運営管理機関業務をはじめとして、「企業型確定拠出年金」（企業型 DC）の制度設計や導入支援、各種サポートを行っていま

す。

●福祉業界向けの ITシステムの開発・提供

おもに福祉業界にかかわる事業主様や従業員様向けに、ワークスタイルや生産性の改善につながる IT・システム開発及び導入支援を行っています。

設立年月
日

2011/10/17

代表者 森本新士

住所 〒160-0002 東京都
新宿区四谷坂町９ −９ 
三廣ビル  9F

資本金 197,668,000

URL https://bpcom.jp/

カテゴリー 人事・研修

https://bpcom.jp/
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株式会社MyRefer

社員が自社をおすすめする仕組みを作る、リファラル採用クラウド

事業詳細

株式会社MyReferは、“アイデアとテクノロジーで日本のはたらくをアップデートする ”をビジョンに掲げる、日本にリファラル採用を生み出した HRTechス

タートアップです。エンゲージメントと採用を結びつけるプラットフォーム「 MyRefer（マイリファー）」を提供しています。

「MyRefer」は、人事担当者の負担や手間をかけずにリファラル採用を導入できる、国内初のクラウドサービスです。

また、「タレントプール」「社内異動（最適配置）」「出戻り採用（アルムナイ）」「従業員エンゲージメントデータ分析」などの MyRefer独自機能を通して、自

社とつながりをもつステークホルダー全員がファンになるための施策を支援するプラットフォームを展開しています。

アルバイト、新卒、中途、インターン採用の領域を問わず展開可能になっており、

初めてリファラル採用を実施する企業でも安心して導入できるよう、制度設計から運用までを専任のコンサルタントがサポートします。

既にリファラル採用を実施している企業様でも、さらにリファラル活動を活性化させるためのメソッドをお伝えし、採用成功をご支援します。

設立年月
日

2018/05/28

代表者 鈴木 貴史

住所 東京都新宿区神楽坂
4-8 神楽坂プラザビ
ルG階

資本金 867,504,198

URL https://i-myrefer.jp/

カテゴリー 人事・研修

https://i-myrefer.jp/
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株式会社OKAN

立地・規模に関わらず、いつでも利用できる社食オフィスおかん

事業詳細

オフィスおかんは働き方改革・健康経営などの取り組み

の一環として、食生活の支援を通して、働く人と企業に起

こる様々な問題解決することができるサービスです。

オフィスに冷蔵庫・自販機と専用ボックスを設置し、健康

的なお惣菜をはじめ、ご飯・カレーなどを常備することで、

手軽に健康に気遣った食事をとっていただけます。お食

事は1品100円で、オフィス内でいつでも購入することが可

能。

食のサポートだけにとどまらず、「従業員のロイヤリティ・

満足度の向上」「社内コミュニケーション活性化」「女性の

育休復帰率向上」など、従業員の課題を解決する新しい

アプローチのツールとしてご活用いただいています。

設立年月
日

2012/12/10

代表者 沢木恵太

住所 東京都豊島区南池袋
1-16-15ダイヤゲート
池袋10階

資本金 479,151,160

URL https://office.okan.jp/

カテゴリー 人事・研修

https://office.okan.jp/
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株式会社PR Table

「働く人」から企業の魅力を伝える広報・ PR支援サービス

事業詳細

talentbook（タレントブック）は、コンテンツの「つくる・届ける・分析する」課題を解決し、「働く人」から企業の魅力を伝える広報・PR支

援サービスです。企画・制作・分析の効率化支援ツールとしての「talentbook CMS」と、オウンドメディアより“見られる”「talentbook 
MEDIA」の機能を提供することで、“リソース”と“デリバリー”を解決するオールインワンサービスです。採用広報や企業広報などを目

的として、業種・業界問わず、累計1,000社にご導入いただいております。

設立年月
日

2014/12/12

代表者 大堀海

住所 東京都千代田区麹町
4-8-1 ザモックアップ
麹町312

資本金 418,130,000

URL https://product.talent
-book.jp/

カテゴリー 人事・研修

https://product.talent-book.jp/
https://product.talent-book.jp/
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株式会社アペルザ

製造業の製販分離を解消し、受発注業務を変えていく SaaS
事業詳細

製造業の営業DXを支援する事業を運営しております。アペルザ.COMは売り手の見込客を創出するプラットフォームを展開してお

り、アペルザクラウドは見込客を育成していくマーケティングオートメーション機能や受発注業務を改善するWebFAXを提供していま

す。

今回の、TechBeatで製造業にいまだに根深く存在しているFAX業務の課題を解決するWebFAXを主にご案内する形で出展させてい

ただきます。FAX業務の課題は、「場所の制約」（複合機がないとできない）、「業務の属人化」（紙ベースだと誰が対応しているかわか

らない）、「データ化の遅れ」（過去に遡って分析できない）があげられます。その課題を解決するために様々な機能を製造業のお客様

に寄り添って作り上げました。設立年月
日

2016/07/01

代表者 石原誠

住所 神奈川県横浜市中区
山下町23番地 日土
地山下町ビル 13F

資本金 1,000,000,000

URL https://www.aperza.c
om/corp/

カテゴリー 製造業

https://www.aperza.com/corp/
https://www.aperza.com/corp/


58

株式会社スカイディスク

最適ワークス｜AIが最適な生産計画をサクッと立案・月額 5万〜

事業詳細

"スカイディスクは 2013年の創業以来、製造業を中心に 130社・300以上のDX支援に取り組んできました。

これまで得た知見・ノウハウを活用し、中小規模の企業様も導入しやすい SaaSプロダクトとして AI生産スケジューラ「最適ワークス」を開発・提供してい

ます。

誰かの仕事を奪うためではなく、そこで働く一人一人の力を Boost（拡張）させるために、これからも AIを活用したDX支援にチャレンジしていきます。 "

設立年月
日

2013/10/01

代表者 内村安里

住所 〒810-0073　福岡県
福岡市中央区舞鶴
2-3-6 赤坂プライムビ
ル4F

資本金 100,000,000

URL https://saiteki.works/

カテゴリー 製造業

https://saiteki.works/
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ラトナ株式会社

次世代のデータ活用を担うエッジ AI/IoTプラットフォーム

事業詳細

【ラトナの事業内容について】

当社は、産業界の抱える課題にフォーカスするエッジコンピューティング ×マイクロサービス開発を主軸としています。

開発にあたり、オープンソースを積極的に活用するとともに、自社で開発したリソースは、 GitHub上にオープンソースとして公開しています。

当社のGitHubにおけるオープンソースリポジトリ数は、 300を超え、日本企業トップクラスを誇ります。

この高い技術力を軸とし、 SI事業や教育事業、コンサルティング事業等の幅広い事業を手掛けております。

【AION™について】

AION™は、当社が提供する主にエッジコンピューティング向けの、 OS領域からAI・IoTのアプリケーションリソースまでフルラインナップで揃えたオープン

プラットフォームです。

特筆すべき点は、マイクロサービス指向のアーキテクチャと、エッジ上における Kubernetesを用いたコンテナオーケストレーション技術です。本技術につ

いては、特許も取得しております。

【特許技術を活用したエッジコンピューティング向けプラットフォーム「 AION™」の活用例】

〈製造業向け〉

・検品エッジ AI
エッジ × テンプレートマッチングにより、高速で正確な検品を実現します。

〈小売業向け〉

・物流向け在庫管理

QRコードを利用した誰でも使いやすい在庫管理システムです。

・旅館/ホテル向け顔認証チェックインチェックアウト

エッジ端末上で顧客管理、予約管理を完結することができ、セキュリティに優れています。

設立年月
日

2018/04/06

代表者 大田和響子

住所 東京都渋谷区神宮前
6-12-18 WeWork 
Iceberg 3F 

資本金 616,600,000

URL https://www.latona.io
/

カテゴリー 製造業

https://www.latona.io/
https://www.latona.io/
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株式会社MENOU

AIをもっと身近に　ノーコード AIで目視検査課題を解決

事業詳細

■MENOU-TE(ノンプログラミングAI作成アプリケーション)
通常AIシステム開発には、AIエンジニアと呼ばれるエンジニアが案件毎に最適なAIをプログラミングし、システム開発を行います。し

かし、AI開発には高度な知識が必要となるため膨大な予算(数千万～数億)がないと取り組むことすらできません。

そこで弊社のMENOU-TEは、これまでAIエンジニアが行っていた作業、「データ整形」「AIモデル構築」「AI評価」「AI組込」を1つのア

プリケーションにパッケージとしてまとめ、さらにGUI操作のみで必要な作業ができようにしております。そのため、AIエンジニアがいな

くてもソフトさえあれば「誰でもAI開発」が可能になるため従来の十分の一程度の価格でAI自動化の取り組みが可能な環境を提供で

きるようになります。

また、「タスクコネクション」という機能実装しており、人と同じような判断フロー(「Aだったら」「Bの処理」)をGUI上で設定し、単一のAI
だけでなく複数のAIを組み合わせて高度な判断を行える仕組みを持っております。そのため、他社AIでは表現できない人と同様な複

雑な検査にも対応することが可能であるという強みを持っています。

■MENOU-IN(目視検査自動化AI導入サービス)
当サービスは上記MENOU-TEをAI部分に使用することで、AI開発のコストを大幅に下げることができ、競合ベンダーと比べ安価にAI
システムを提供できるという強みがあります。

また、通常のAIベンダーはAIのみを担当するだけのサービスがメインであるため、撮像ができていることが前提でサービス提供する

必要がありますが、当サービスは撮像部分から提案するサービスですので間口を広げられるメリットもあります。

設立年月
日

2019/06/14

代表者 西本励照

住所 東京都中央区日本橋
本石町2-1-1

資本金 114,580,000

URL https://menou.co.jp/

カテゴリー 製造業

https://menou.co.jp/
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METRONジャパン合同会社

データの力で、省エネ・脱炭素に向けたソフトプラットフォーム

事業詳細

METRONは、工場設備のデータ分析をもとに、既存のユーティリティー設備・生産設備のエネルギー消費の見える化から、設備運転

の一層最適化された、省エネへの提案が可能なソフトウェアプラットフォームです。

データとエネルギー、そして生産工程を専門とする人材を活用しながら、リアルタイムに分析・統合された情報を表示し、総合的に生

産工場の省エネ・脱炭素に協力しています。

業界を問わず、お客様が120社以上あり、日本でもソニー様との協業が実績にあります。

設立年月
日

2017/01/01

代表者 Scott Cerreta

住所 パリ（日本支社は東
京）

資本金 6,000,000,000

URL https://www.metron.
energy/ja/nttfacilities/

カテゴリー 製造業

https://www.metron.energy/ja/nttfacilities/
https://www.metron.energy/ja/nttfacilities/
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株式会社Mujin

すべての人に産業用ロボットを

事業詳細

Mujinは、Dr. ロセン博士が開発し、10年以上にわたり世界中で1000以上ものロボットに適用されてきた、世界一の産業向けモーショ

ンプランニングAI技術をもとに、知能ロボットコントローラ「Mujinコントローラ」を中心とする高付加価値自動化ソリューションを提供し

ている会社です。

Mujinコントローラは、 弊社のコア技術を搭載した世界唯一の「汎用的知能ロボットコントローラ」です。主要メーカーのロボットに接続

することで、ティーチング(プログラミング)を必要としない自律動作を可能にし、これまで人力で行わざるを得なかった複雑な工程の自

動化を実現します。

設立年月
日

2011/07/06

代表者 滝野一征

住所 東京都江東区辰巳
3-8-5

資本金 100,000,000

URL https://www.mujin.co
.jp/

カテゴリー 製造業

https://www.mujin.co.jp/
https://www.mujin.co.jp/
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株式会社RUTILEA

稼働状況をデジタルツイン化し、最適なメンテナンス指示を実現

事業詳細

デジタルツイン上の最適化と AIによる自動化によって企業の労働生産性の向上と労働力不足の問題を解決します。その一例として、作業スケジュール

最適化システムがあります。

このシステムは稼働状況に合わせて最適化された作業スケジュールを算出することで、設備停止をなくし、作業者の移動経路の短縮や早すぎるメンテ

ナンス等の防止を実現します。工場内の稼働状況をデジタルツイン化し、最適なメンテナンス指示を実現します。

設備停止による製造ラインの遅れは、膨大な数の設備が稼働する工場において重大な損害を与えます。そして、勘と経験に基づく作業指示では、完全

に設備停止を防ぐことはできません。

【理由】

１．工場内の稼働状況をリアルタイムに把握することが出来ない。

２．何百台も存在する設備に対し、最適な作業スケジュールを算出することが出来ない。

３．複数の作業者に一度に指示することが出来ない。

本システムは、デジタルツイン上で工場を再現し、作業指示を工場内のネットワークとスマートフォンを通じて AIが行うことにより設備停止時間を大幅に

削減することが可能です 。

設立年月
日

2016/09/16

代表者 矢野貴文

住所 京都府京都市左京区
下堤町82 恵美須ビ
ル 1階/3階

資本金 347,495,000

URL https://www.rutilea.c
om/

カテゴリー 製造業

https://www.rutilea.com/
https://www.rutilea.com/
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Team Cross FA（株式会社FAプロダクツ）

コネクテッド・インダストリーズを世界へ

事業詳細

製造業のDXから生産ラインの開発・実装までを包括的に支援するコンソーシアム「Team Cross FA（チームクロスエフエー）」。FAプ

ロダクツは幹事企業の1社としてスマートファクトリー実現の総合支援、スマートエネルギー実現の総合支援の2事業を展開していま

す。特にデジタル技術を活用し、工場を全体をデジタルシミュレーションすることで、未来予測を実施、費用対効果をしっかり検証しな

がらの生産現場の最適化や自動化検討を行うサービスは静岡県内でも多くの企業に提供させていただき、実績を上げております。

設立年月
日

2011/08/04

代表者 貴田　義和

住所 東京都港区新橋 5丁
目35番10号 新橋ア
ネックス2階

資本金 87,500,000

URL https://fa-products.jp/

カテゴリー 製造業

https://fa-products.jp/
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アクプランタ株式会社

植物の乾燥・高温・塩害耐性を高めるバイオスティミュラント資材

事業詳細

私たちは、植物科学で地球温暖化や食糧問題などの地球課題に取り組む、日本

発のアグリバイオ・ベンチャーです。弊社で研究・開発・販売しているバイオスティ

ミュラント資材「Skeepon（スキーポン）」シリーズは、科学的根拠に基づき生み出

されました。

植物は、水分が足りなくなると体内で「酢酸」を作り出します。この酢酸は、植物自

身の乾燥に耐える力「乾燥耐性」を引き出す役割があります。このメカニズムは、

弊社代表の金らが理化学研究所での研究により発見したものです（Kim et al., 
2017, Nature Plants）。しかし、単純に酢酸を与えるだけでは、植物の「乾燥耐

性」を引き出すどころか、酢酸の刺激で植物に強烈なダメージを与えてしまう課題

がありました。そこで弊社では、独自技術によりこの課題を解決し、酢酸を有効成

分として、植物が持つ力を効果的に引き出す製品を開発しました。それが、

“Skeepon（スキーポン）” シリーズです。現在は、農作物向け製品「Skeepon（ス

キーポン）」と、芝生向け製品「Skeepon Turf」を販売しています。

設立年月
日

2018/02/07

代表者 金鍾明（Kim, Jong- 
Myong）

住所 東京都文京区湯島
2-16-9 ちどりビル3F

資本金 ー

URL https://ac-planta.com
/

カテゴリー 農業

https://ac-planta.com/
https://ac-planta.com/
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株式会社IT工房Z

5分ではじめるスマート農業

事業詳細

「中小規模の生産者さんの生産量底上げを図る」

◆私たちのターゲットとなるビニール・ガラスハウスなどの施設園芸に関わる生産者さんは、おおよそ18万戸

(2014年調べ)。
また別の調査では農業の全生産者における中小規模生産者の割合は...何と80%(場合によっては90%)以上

とも言われています！

(おそらくこれは施設園芸の生産者にも当てはまると思います)

◆農業分野における生産量の底上げを図る試みが色々と行われていますが、私たちは「現状の把握」こそ何

よりもまず最初に取り組むべき事だと考えています。

◆現状の把握の一環として、これまで温度や湿度・CO2、日射量などの生育環境を計測(圃場の環境モニタリ

ング)し、それを活用した農作物の栽培管理を行う試みが進んできていますが、現状は規模の大きな生産者に

限られています。

◆それに対して中小規模の生産者さんはこれまでのようにカンと経験に頼った管理がほとんどです。

私たちが調べた所、圃場の環境モニタリングでさえ、普及とは程遠い状況です(おそらく数%です)。

◆私たちはこの状況を改善し、中小規模の生産者さんでも簡単に現状把握できる、「計測するのが当たり前」

という状況にしたいと考えています。そのために圃場の環境モニタリング分野でトップシェアを目指し、農業の

分野でデータを使った「スマート農業」の推進の一翼を担いたいと考えています。

設立年月
日

2011/07/01

代表者 座光寺勇

住所 愛知県名古屋市中区
丸の内2-2-5
丸の内ヒビノ・オフィ
スラインズ  4A

資本金 30,000,000

URL https://itkobo-z.jp/

カテゴリー 農業

https://itkobo-z.jp/
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株式会社TeaRoom

「お茶」という文化価値で、課題解決をサポートする。

事業詳細

弊社は、『対立のない優しい世界を目指して』という理念を基に、日々活動をしております。その中でも我々のミッションは数々の『お茶』の体験
を通して、日本文化の価値を再び世界へ証明することになります。茶業界の現状の課題として、日本茶は世界に誇れる文化でありながらも、
実態としては日本茶業は衰退産業であり、川上では茶農家減少や耕作放棄地の増加、川下でみられる茶の需要低下という問題が発生して
います。そこに対して生産の構造改革とマーケットの拡大を両輪で行うことにより、その問題の解決を目指しています。弊社の強みの１つが、
独自のグループ体制を有していることであり、川上の生産工程から販売まで、全てを管理し柔軟な開発とスピード感のあるご提案を可能にし
ています。お茶というものは、人々の日常の生活はもちろん企業活動等あらゆる場面で存在しており、現在では大変有り難いことに、様々な企
業様と様々なかたちで協業をさせていただいております。  
 

設立年月
日

2018/05/28

代表者 岩本　涼

住所 東京都渋谷区千駄ヶ
谷5-16-16 千駄ヶ谷
フラワーマンション
1003

資本金 9,300,000

URL https://tearoom.co.jp/

カテゴリー 農業

https://tearoom.co.jp/
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株式会社アストロスケール

宇宙版ロードサービス（軌道上サービス）の実現に取組む民間企業

事業詳細

宇宙には、直径 10cmを超えるスペースデブリ（宇宙ごみ）が 36,500個以上、それよりも小さいものは数億個存在しています。これらはピストルの弾丸の

10倍以上の速さ（秒速 7~8km）で地球を周回しており、小さなデブリでも巨大な運動エネルギーをもちます。スペースデブリ同士あるいはスペースデブリ

と衛星の衝突が繰り返されると、数十年以内に宇宙が不可逆的に使えなくなる深刻な状況です。弊社は、このスペースデブリ除去の課題に技術・経済・

政策面からアプローチし、宇宙版ロードサービス（軌道上サービス）の実現に取り組む企業です。メインのサービスとしては①運用終了時の除去（ EOL）

②大型デブリ除去（ ADR）があります。①運用終了時の除去（ EOL）とはこれから打ち上がる民間衛星事業者の衛星に、車の牽引フックのような役割を

果たす弊社の「ドッキングプレート」を搭載していただき、衛星運用終了時にデブリとならない様に弊社の捕獲機が回収しに行くというサービスです。②

大型デブリ除去（ ADR）とは、既に宇宙空間に打ち上がり破棄されているロケットの上段部分を回収・除去するサービスです。
設立年月
日

2013/05/04

代表者 小山貴義

住所 東京都墨田区太平
2-8-11斉征錦糸町ビ
ル3F

資本金 10,000,000

URL https://astroscale.co
m/ja/

カテゴリー その他

https://astroscale.com/ja/
https://astroscale.com/ja/
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株式会社シルバコンパス

多くの人が対話サービスを積極的に活用できる映像対話システム

事業詳細

Talk-With（視覚情報や共感要素を備えたＡＩ映像対話サービス）  
 
ロボットやCG（バーチャルヒューマン）に感じる違和感が排除され、かつ決して暴走しない安全な手法で「自然な対話」を再現することで、より
多くの人が対話サービスを積極的に活用する機会を創出します。ユーザーは話すだけで、専門家の分身映像から知識や体験を共有すること
ができ、双方の生産性を上げることが可能となります。  
同時に会話によるストレス解消を目指す「対話ケアサービス」を通して、多くの人たちに新たな癒し体験を創出します。誰でもいつでも話すだけ
で様々なサービスの恩恵を受けられるインターフェースを使用することで、専門家の分身から得がたい知識や体験を共有したり、共感による
癒しや会話による健康を得たりすることもできます。また、自らの分身を創り日常業務を軽減したり、様々な用途に活用することができます。  
 設立年月

日
2019/09/12

代表者 安田晴彦

住所 静岡県浜松市中区和
地山3-1-7浜松イノ
ベーションキューブ
210号室

資本金 24,000,000

URL https://silvacompass.
co.jp/

カテゴリー その他

https://silvacompass.co.jp/
https://silvacompass.co.jp/
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トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社

世界初！排泄予測デバイス「 DFree（ディー・フリー）」

事業詳細

超音波技術を活用し、膀胱の尿のたまり具合をとらえることで、トイレのタイミングを事前にスマートフォン等へお知らせします。

ご自身あるいは介助ありで、トイレに行ける（座位が保てる）にも関わらず、失禁してしまっている方を対象に、トイレのタイミングをお知らせすることで、ト

イレでの排尿成功回数を増やす（失禁回数を減らす）ことを支援する機器です。

利用者さまの自立支援をサポートすることで、 QOL（生活の質）向上と介護者の負担軽減を実現します。

設立年月
日

2015/02/18

代表者 中西敦士

住所 東京都港区虎ノ門一
丁目４番５号　文芸ビ
ル５階

資本金 100,000,000

URL https://www-biz.co/

カテゴリー その他

https://www-biz.co/
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株式会社ビットキー

ID連携・認証と権利処理のデジタルキープラットフォーム

事業詳細

テクノロジーの力で、あらゆるものを安全で便利で気持ちよく「つなげる」。  
 
「Connect」が、わたしたちの事業ミッションです。「Home（暮らし）」「Workspace（働く）」「Experience（心が動く、非日常の体験）」の3つの事業領
域において、独自開発のデジタルコネクトプラットフォームを通して、あらゆることがコネクトした体験を生み出すべくプロダクト・サービス開発、
価値提供を進めています。デジタルとリアルの「分断」という社会課題の解決を通して、人々の体験をもっと安全で、便利に、気持ちよいもの
に。 
 

設立年月
日

2018/05/16

代表者 江尻祐樹

住所 東京都中央区京橋
3-1-1 　東京スクエア
ガーデン9F

資本金 12,036,920,300

URL https://bitkey.co.jp/

カテゴリー その他

https://bitkey.co.jp/
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ACALL株式会社

働きやすさ、を実装する。

事業詳細

WorkstyleOSは様々な場所で働くワーカーやワークスペースを繋げ、オフィスワークとリモートワークを伸縮自在に両立す
るハイブリッドワークを実現するクラウドサービスです。
入退館管理や会議室・座席予約管理などのオフィスDXとリモートワーク連携により、業務の効率化や利便性の向上を高め
ることで、これまでに6,000社以上の企業様のワークスタイルに関する課題を解決してきました。働き方の選択肢を拡げる
ことで、人々の「くらし」と「はたらく」を自由にデザインできる世界を目指します。

設立年月
日

2010/10/08

代表者 長沼 斉寿

住所 兵庫県神戸市中央区
加納町4丁目2番1号 
神戸三宮阪急ビル  
13階

資本金 840,000,000

URL https://www.workstyl
eos.com/

カテゴリー その他

https://www.workstyleos.com/
https://www.workstyleos.com/
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株式会社Geolocation Technology

IPアドレスからユーザの地域、組織、回線などの情報を提供

事業詳細

現代のインターネット環境を支える「 IP Geolocation」技術の研究開発をもとに、「 BtoBマーケティング」「地方創生」「オンライン不正検知」「インターネット

資源管理」事業を行っています。

当社のソリューションは自治体や官公庁含め全国の企業で導入され、国内外のメジャーな ITツールとの連携や情報拡張による活用、デジタルマーケ

ティング、RegTech、サーバセキュリティなど、広くインターネット環境に関わっています。

また地域活性化を目的としたデジタルスタンプラリーの提供も行っており、観光促進やイベント集客などに活用されています。

設立年月
日

2000/02/21

代表者 山本 敬介

住所 静岡県三島市一番町
18-22 アーサー
ファーストビル 4F

資本金 220,496,000

URL https://www.geolocat
ion.co.jp/

カテゴリー その他

https://www.geolocation.co.jp/
https://www.geolocation.co.jp/
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株式会社MARS Company カテゴリー その他
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株式会社Photosynth

工事不要、初期費0円のスマートロック型入退室管理システム

事業詳細

「Akerun入退室管理システム」は、既存のドアにペタッと貼り付ける
だけで設置できる後付け可能なクラウド型入退室管理システムで
す。 
 
ドアのつまみ（サムターン）に上から貼り付けるだけで利用できるた
め、工事不要、初期費用0円〜で、簡単にご利用いただけます。  
 
一般的な入退室管理システムで必要となる「高額な初期費用」や
「原状回復費用」を抑えることができ、低コストでご導入いただくこと
が可能です。  
 
入退室履歴の可視化・鍵の権限発行・剥奪、入室制御がクラウド上
でリアルタイムに反映されるため、いつでも最新の情報を確認する
ことできます。  
 
また、お手持ちの交通系ICカードや社員証、スマートフォンなどをデ
ジタルな「合鍵」として登録することができるので、物理鍵が不要と
なります！ 
 
曜日や時間帯ごとの鍵権限を設定したり、遠隔で合鍵を発行・剥奪
するしたり、解錠することも可能となるため、柔軟な鍵管理を実現し
ます。 
 
ぜひ、一度ご利用してみてください。  
 

設立年月
日

2014/09/01

代表者 河瀬航大

住所 東京都港区芝  
5-29-11 G-BASE田
町15階

資本金 3,450,000,000

URL https://akerun.com/

カテゴリー その他

https://akerun.com/
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株式会社Spider Labs

ウェブ広告不正対策ツール

事業詳細

株式会社Spider Labsは、2011年設立の、世界最高水準のアドベリフィケーション対策ツール「 Spider AF」を提供しております。

Spider AFは、広告主の貴重な広告費を掠め取る「アドフラウド」、低俗なメディアへの広告出稿による「ブランド毀損」、競合や個人による嫌がらせ目的

のコンバージョンなど、 web広告で起きる不正に幅広く対策できます。

「アドフラウド」とは、 Web広告を狙ってクリックや CVを偽装し、企業様の貴重な広告費を掠め取る行為のことを指します。その被害額は年々増加してお

り、中には20%もの広告予算が無駄になっていた、というケースもございます。

Web広告での「ブランド毀損」とは、ヘイトニュースやアダルトコンテンツなど、低品質なサイトに広告が表示されることで、広告主のブランドイメージを低

下させてしまう問題のことを指します。

これらの問題への対策のニーズが高まっている一方で、これらを広告主様自身で発見し対策することは非常に難しいです。全てのクリックのデータを取

得し、多方面から分析しなければ、アドフラウドには気づけませんし、無数の広告配信面のコンテンツを一つ一つ確認しなければ、ブランド毀損は見逃さ

れてしまいます。

設立年月
日

2011/04/11

代表者 大月聡子

住所 東京都港区南青山
7-10-3南青山STビル 
4F

資本金 364,540,000

URL https://spideraf.com/

「Spider AF」は、対策の難しいこれらの問題を、簡単に解決でき

ます！

広告のLPにタグを設置するだけで導入可能です。初期費用等も

頂いておりません。

「被害に遭っているかどうかわからない」「対策するメリットがイ

メージできない」という企業様向けに、 1ヶ月間の無料トライアルを

ご案内しております。

まずは気軽にサービスを使っていただき、その効果を確かめてい

ただければと思います。

カテゴリー その他

https://spideraf.com/
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株式会社StockBase

企業の災害備蓄品や食品寄付を促進するプラットフォーム

事業詳細

災害備蓄食等の物品を有効活用したい企業と、近郊の受取団体をマッチングするプラットフォーム事業です。

企業が”寄付”をするとなった際、通常かからない業務負担や、必要以上のコストがかかってしまう場合があります。

StockBaseを使えば、”簡単に・最低限のコストで・最適な”寄付を実現することが可能です。また提供企業のSDGs促進にも貢献し、

報告書等のPR題材を提供します。

プラットフォームに登録している団体に向けて、弊社独自の寄付品申込サイトを公開しており、「本当に必要な人へ、必要な分だけ届

ける」ことができます。

企業の「有効活用したい」という想いと、団体の「ありがとう」の想いを繋げるサービスです。
設立年月
日

2021/04/01

代表者 関芳実

住所 神奈川県横浜市中区
相生町3-60

資本金 640,000

URL https://www.stockba
se.co.jp/

カテゴリー その他

https://www.stockbase.co.jp/
https://www.stockbase.co.jp/
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株式会社subsclife

初期費用不要、月額（経費計上）で移転やレイアウト変更致します

事業詳細

何かと手間のかかるオフィス移転・増床・減床やレイアウト変更・オフィス家具の購入を、初期費用不要／月額払い（経費計上）、一括払いでワン
ストップ対応いたします。  
内装・設計デザインから家具のコーディネーション、既存家具のお引き取りまで全てお任せください。固定資産の削減やフレキシブルオフィスの
実現もsubsclifeまで。複数拠点・複数店舗を有する企業さまのファシリティーマネジメントも対応いたします。  
提案できる国内外の家具は600ブランド11万種にのぼるため、どのような空間であっても提案可能です。お取引実績も多数ございますので、お気
軽にご連絡ください。  
 
 
 

設立年月
日

2016/11/09

代表者 町野 健

住所 東京都渋谷区神宮前
4-3-15 東京セントラ
ル表参道

資本金 364,010,000

URL https://subsclife.com/

カテゴリー その他

https://subsclife.com/
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株式会社TENT

試してそのまま買えるレンタルプラットフォーム

事業詳細

シェアリングエコノミーやサブスクリプションサービスの登場により「買わない購入」が標準化されいます。

そんな中で、誰もが簡単に始められるレンタル＆サブスクリプションプラットフォーム「カウリル」と、レンタルサービス事業者向けのレンタル管理・在庫管

理ツール「ZAIKA」を運営しています。

これらのソリューションを介し販売以外の新たな流通を確立させることで、時代とニーズに合った様々な買い物体験を、企業・消費者双方に提供してい

ます。

設立年月
日

2017/07/03

代表者 松田基臣

住所 東京都新宿区新宿
6-7-22

資本金 100,000,000

URL https://tent-inc.jp

カテゴリー その他

https://tent-inc.jp/
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株式会社TRUSTDOCK

デジタルアイデンティティで、過去と未来をつなぐ

事業詳細

株式会社TRUSTDOCKは、マイナンバーカードなどを使った公的個人認証をはじめ、犯罪収益移転防止法の eKYCが可能なデジタル身分証アプリと、

あらゆる業法に対応する KYCのAPI基盤サービスを提供する、日本で唯一の KYCの専門業者です。 eKYC/KYC導入数No.1のリーディングカンパニーと

して、国内外を問わず、デジタルアイデンティティ＆ eKYC基盤の構築に向けて安心・安全なデジタル社会のインフラ構築を推進していきます。

設立年月
日

2017/11/01

代表者 千葉 孝浩

住所 東京都千代田区平河
町 2-5-3 Nagatacho 
GRiD

資本金 99,000,000

URL https://biz.trustdock.i
o/

カテゴリー その他

https://biz.trustdock.io/
https://biz.trustdock.io/
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VALT JAPAN株式会社

仕事を通じて就労困難者の社会参加を促す社会課題解決事業

事業詳細

民間企業や自治体と、働きたいという意思のある就労困難者をつなぐプラットフォームを展開している。企業から業務を受託し、

ヴァルトジャパンがその業務のレギュレーションを再構築し、就労困難者へ再委託する。ディレクションまで行う事で、安心して業務

が実施できる環境を提供している。IT系業務、清掃、物流加工業務を中心に業務の受発注を行っており、これまでの案件実績は

1300案件を超える。就労支援施設との連携も増加しており、国内最大級の障がい者特化型BPOサービスとなっている。設立年月
日

2014/08/01

代表者 小野貴也

住所 東京都千代田区霞が
関1-4-1日土地ビル
２F　SENQ内

資本金 119,873,786

URL https://www.valt-japa
n.com/

カテゴリー その他

https://www.valt-japan.com/
https://www.valt-japan.com/
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イタリア大使館

イタリア進出、イタリア企業との協業を支援します！

事業詳細

イタリア大使館貿易促進部の投資デスクではイタリアでの駐在員事務所、支店、現地法人開設、イタリア法人との合弁事業、M&Aなどを検討され
ている日本企業の支援をしております。小さな事業でも是非ご連絡ください。ご相談に際してはなんらの費用もかかりません。連絡先、サービス
内容、等については　fdi.tokyo@ice.it にどうぞ。  
 
１）有望なイタリアのスタートアップのご紹介。  
２）投資案件（インフラ・プロジェクト、不動産開発、ベンチャー企業、等）や現地パートナー企業のご紹介。  
３）投資インセンティブ、法務、税制、規制、各種手続きの概要のご案内。  
４）在イタリア日本商工会議所に登録している弁護士事務所、会計事務所、コンサルティング会社のご案内。  
５）投資セミナーなどのイベント開催、各セクターの報告書、投資ガイドブックなどの資料のご案内。  

設立年月
日

1890/01/01

代表者 エリカ・  ディジョヴァン
カルロ  (貿易促進部  
部長)

住所 〒107-0062 東京都
港区南青山 1-1-1 新
青山ビル西館 16階

資本金 ー

URL https://www.ice-toky
o.or.jp/

カテゴリー その他

https://www.ice-tokyo.or.jp/
https://www.ice-tokyo.or.jp/
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オーストラリア　クイーンズランド州政府駐日事務所

オーストラリア クイーンズランド州内のスタートアップを支援

事業詳細

クイーンズランド州政府駐日事務所では、日本企業とのマッチングなど側面支援を通じて、州内のスタートアップ企業の海外進出のサポートを
行っています。農業における労働力不足に対しての取り組み、遠隔医療、脱炭素対策など日本と共通する課題解決のため幅広いイノベーション
企業の紹介を行っています。  
 
今回は、脳の損傷をVRで探知するデジタルヘルス分野の企業、脱炭素対策のためのプラットフォームを提供する企業の２社とともにイベントに参
加させていただきます。  

設立年月
日

1901/01/01

代表者 安達健

住所 東京都港区虎ノ門
４－３－１

資本金 ー

URL https://www.tiq.qld.g
ov.au/

カテゴリー その他

https://www.tiq.qld.gov.au/
https://www.tiq.qld.gov.au/
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15th Rock Ventures

海外と国内で投資するベンチャーキャピタル

事業詳細

15th Rock Venturesは、投資領域をHuman Augmentation (人間拡張）とITに定め、投資活動を行っているベンチャーキャピタルです。Human 
Augmentationとは、身体能力を向上させることで、これまで不可能であった様々なスキル習得を可能にすることです。弊社はHuman 
Augmentationへの投資を通じて、人生における選択肢を増やし、人生100年時代の豊かな社会を実現することを目指します。  
 
また15th Rock Ventures は、Spirete（スピリート）株式会社というスタートアップスタジオを兄弟組織として保有しています。Spireteは、大企業の
人材を組織の垣根を越えて結集し、企業・大学研究者による起業や、シード・アーリーステージのスタートアップの成長を促すプログラムを運営し
ています。  
 
 
 
 

設立年月
日

2019/05/10

代表者 中島　徹

住所 東京都千代田区神田
小川町3-28-5　axle
御茶ノ水  101号室

資本金 ー

URL https://www.15th-roc
k.com/

カテゴリー その他

https://www.15th-rock.com/
https://www.15th-rock.com/

