
都道府県 申請者名称 事業計画名

東京都 株式会社クレッセント バーチャルリアリティによる本格的無重力体感システムの開発

東京都 株式会社しまや出版 “カード販売サービス”を兼ね備えた個人向けトレーディングカードの製作・販売コンサル事業

東京都 株式会社日本ネオライズ 天然酵母を主原料としたスポーツ用マッサージクリームの開発及び商品販売

東京都 ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社 会計事務所向け専門家紹介プラットフォームの提供と運営

東京都 銀座セカンドライフ株式会社 シニア起業家向けの食堂及び商談スペース開設による創業促進

東京都 株式会社都恋堂 女性コミュニティ「iPhone女子部」を活用したマーケティング・コンサルティング事業の展開

東京都 熊井梱包運輸株式会社 社内メール便集配の一括請負サービスの構築

東京都 株式会社FMP 管理栄養士・栄養士による全国飲食店の栄養データ開示プラットフォームの開発

東京都 株式会社川村インターナショナル 機械翻訳活用による多言語展開医療・医薬翻訳サービスの開発

東京都 メテオーラ・システム株式会社 パスワードの革新事業＿一つのパスワードから「二つで一つのパスワード」に乗り換える＿

東京都 アタックス株式会社 勤怠管理システムと給与計算システムのオンラインデータ連携システムの開発

東京都 株式会社シー・アンド・シー・ワークス スマートフォンで撮影した動画を簡単に編集加工するサービスの開発

東京都 ＱＬＣシステム株式会社 リハビリ運動のデータ収集及び見える化（分析）を実現するシステム（商品名ＡＤＬアセスメントシステム）の開発

東京都 株式会社ロイヤルゲート スマートフォンを活用したクレジットカード、電子マネー等マルチ決済端末及びシステムの開発

東京都 リードエンジニアリング株式会社 『服薬サポートシステム』の開発及び実用化

東京都 株式会社トリリオン 温泉・温浴施設専用の『お湯・設備・エネルギー』の運営管理サービスの確立

東京都 株式会社ビズウインド 園児の心身健康維持を支援する保育園向けインターネットサービス

東京都 株式会社ＵＥＮマネージメント 美意識の高い５０－６０代の母親向け結婚式用洋装ドレスのレンタルサービス

東京都 琴河原株式会社 幼児・児童・教員向け　デジタル「美文字レッスン」開発プロジェクト

東京都 株式会社営業モデル研究所 特許取得済みの『食品スーパー版』売上予測システムを小売企業全般版モデルとして再構築（含む特許取得）

東京都 有限会社岩商 （ペット葬祭関連）新しい感覚絆メモリアルブック

東京都 サラウンド株式会社 物々交換インターネットサービス「わらしべ君」。

東京都 株式会社春うららかな書房 美容室のビッグデータ及び電話営業を活用した美容室向け雑誌受注・広告サービスの開発

東京都 株式会社アスピレーション 医師と連携した予防医学訪問検査およびＩＴシステムを活用した健康管理アドバイスサービス『Ａｇｉｎｇ　Ｄｅｓｉｇｎ（エイジングデザイン）』の開発

東京都 株式会社キネマ旬報社 映画データベース並びに映画鑑賞録サービス「ＫＩＮＥＮＯＴＥ（キネノート）」の外部連携機能開発

東京都 資産税務コンサルセンター有限会社 納税者が自分で作成できる相続関係書類・申告書に関するシステム構築とサービス提供

東京都 レイ・フロンティア株式会社 “無意識”の感覚で自動的に日常生活の運動量情報を取得するフィットネス・ヘルスケア向け対話型アプリケーションの開発

東京都 合同会社日本プリザーブドフラワー協会 アートフラワーレンタルシステム－生花に見えるアートフラワーで生花を飾れない場所を飾る

東京都 アイエムエフ株式会社 高齢者福祉事業所専用、職場環境改善のための調査・分析システムの開発

東京都 株式会社ＭＩ 家電製品への接続だけで導入可能な独居高齢者見守りシステム

東京都 エヌエスティ・グローバリスト株式会社 高齢者や自宅を守るための統合セキュリティ検知システムの開発

東京都 株式会社サイファーポイント 動画ポータルプロジェクト事業

東京都 株式会社ＣＳＧコンサルティング 開示書類作成代行サービスを効率化する入力フォーム・仕組みの開発

東京都 株式会社三旺コーポレーション アトピー性皮膚炎の改善を目的とした副作用のない新規水素サプリメントの開発

東京都 株式会社デジサイン タブレットによる電子署名サービスの開発

東京都 株式会社エレクトリック・マテリアル 「おくすり日記」をベースに自治体向け健康管理アプリ研究開発

東京都 株式会社マチコエ 居住用物件における入居者間での居抜きマッチング・サービス

東京都 株式会社ホロニック 「女性・若者向け理美容院再就職支援システムの開発」

東京都 株式会社フューチャー・デザイン・ラボ 大学キャリアセンター向けオンラインシステムを利用した新しい就職活動支援サービスの開発
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東京都 株式会社川内美登子・植物代替療法研究所 「全国４７都道府県　和ハーブのブランド化による地域活性化事業」

東京都 株式会社ギークフィード 通話や会議での音声を収集しビッグデータとして活用する事業意思決定ツールのサービス提供

東京都 株式会社脇プロセス 大型インクジェットプリンター意匠出力によるマンションリフォーム事業

東京都 株式会社セレモニー 地球環境に配慮した新しい遺体衛生保全システムによるサービスの提供

東京都 株式会社インターブックス 世界に読まれたい日本の本　～日本語本の世界デビューを英語書評で応援する～

東京都 Ｐｒｏｊｅｃｔ７合同会社 ウェアラブルコンピューティング技術を用いた運動リハビリ健康支援システムの開発

東京都 株式会社Ｒｉｄｉｌｏｖｅｒ 旅行商品における地域受け入れ側からの情報更新及びメール配信システムの開発

東京都 株式会社ゼネット ＥＱ（心の知能指数）を軸とした、辞（病）めない教育システムの開発

東京都 まお株式会社 まつ毛エクステ用「国産ツイーザー」の試作開発

東京都 オフィスＫキャリアナビ株式会社 子育て世代と独立開業したい若手芸術家をマッチングするコミュニティスペースの運営

東京都 株式会社ＷＥＳＥＥＫ 生体異常検知による見守り・事故予見サービスの開発および公共化

東京都 カリスタ株式会社 日本全国３６，０００店舗ある鍼灸院向け店舗情報ポータルサイトシステムの開発

東京都 株式会社ファーストアセント 保育園・託児所のＩＴ化ソリューションの試作開発

東京都 株式会社エモーヴ 子供を持つ女性が、安心して働けるシェアオフィスの開設と運営

東京都 株式会社エビリー スマホゲーム業界の意表を突く革新的なクチコミ用マーケティングシステムの提供

東京都 株式会社Ｂｅａｔ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 震災などの災害の危機に対する経済活動維持のライフラインを提供するサービス」

東京都 キズナジャパン株式会社 在宅ワーク向け「ワークスタイル革新アドバイザー」創出事業

東京都 株式会社パイプドビッツ 超高齢社会を視野に入れた、手書き文字電子化サービスとデータベースクラウドサービスの連携による顧客情報管理クラウドサービスの実現

東京都 株式会社エクスプラウド 録画映像とライブ映像の同時配信を特徴とする子育て女性向けｅラーニングシステムの開発

東京都 株式会社グローバルトラストネットワークス 外国人留学生向けアプリ「留学生便利帳」を活用した携帯電話レンタルサービス

東京都 株式会社イエノナカカンパニー 「外国人向け宿泊施設」事業者に向けた総合支援システムの開発

東京都 株式会社ファミリアリンク 保育園、幼稚園向けｆａｍｉｌｉａｒ　ｌｉｎｋによる写真共有サービスの実現

東京都 ＡＴＴＡ有限会社 ２４時間３６５日安心安全を届けるテレビ電話コミュニケーションシステムの開発

東京都 株式会社オリタニ クリーニング事業者向け、作業効率向上・高付加価値付高機能ハンガーの開発

東京都 ユースタイルラボラトリー株式会社 マスートフォンを利用した飲食店の当日予約アプリケーションの開発

東京都 アーリスト株式会社 ペットオーナー向けライセンスビジネス「ＴＨＥＤＯＧ　ＦＡＣＴＯＲＹ」

東京都 株式会社リトルネロ ひとり暮らしの高齢者向けコミュニケーションプラットフォームの開発

東京都 株式会社フォーチュン バイリンガルを対象としたグローバル人材就職・転職ポータルサイトの展開

東京都 株式会社ベストソリューションズ カタログ通販、雑誌社向け台割表情報共有システムの構築

東京都 アルテ芸術文化振興会株式会社 オペラ歌手のための「アルテリーベ若手育成プログラム」の開発

東京都 和田優喜子 エステティシャン・アロマセラピスト資格取得者のための、独立・開業支援スクール＆通信プログラム

東京都 濱田隆史デザイン事務所 視覚障害者が楽しむことが出来るボードゲームの開発と販売

東京都 株式会社グッドストーン 日本国内における多層階霊園の展開と墓石の販売

東京都 株式会社アスモ 有料老人ホーム入居紹介におけるマツチング検索システムの開発プロジェクト

東京都 株式会社仕事旅行社 「職業体験サービス」に特化したギフト用商品の試作・開発とシステム構築事業

愛知県 株式会社ＤＲＡＧＯＮ　ＡＧＥＮＣＹ 画像認識技術を活用した医療介護分野における見守りシステム

愛知県 株式会社Ｆｏｒｅｓｔ　Ｈｉｌｌ 高齢者の外出が楽しくなるサービス・場を提供する『笑みんぐｉｎフォレストヒル』事業の実施

愛知県 株式会社川平屋 家族イベント演出による親子三世代の生涯顧客の創造事業

愛知県 株式会社ナゴヤ保缶化学工業社 独自開発の遠隔監視システムを用いた設備予知保全サービスの実現

愛知県 株式会社サイエンスインパクト 地域や観光地のイラストマップと、スマートフォンＧＰＳとを組み合わせた観光情報提供サービスの開発
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愛知県 株式会社オーバーカム 安全・安心・迅速で利便性の高いｉＰｈｏｎｅ修理サービスと、安定品質のｉＰｈｏｎｅ部品の仕入れサービスの提供

愛知県 株式会社アルメディア 携帯電話へ標準搭載する、地域のお得な情報が手に入るアプリケーションの開発

愛知県 株式会社三恵社 不可能とされてきた幼児向け絵本の少部数発行、書店流通のための試作開発

愛知県 株式会社クリエイトエンターテインメント 災害時にＵＳＴＲＥＡＭを利用した情報発信を行うための「災害時情報発信パッケージ」の試作開発

京都府 株式会社ワン・トゥー・テン・デザイン スポーツ・音楽分野等における（多人数参加型）イベント共有体験システムの開発

京都府 有限会社市與 開発現在保有不動産の２階にＨＡＣＣＡＰキッチンを創設して、確かな産地の原材料を用いた青果素材の加工品を作る。

京都府 株式会社オットー 町家旅館向けいつでもどこでもあなたの言葉のコンシェルジュシステムの開発

京都府 リッジクリエイティブ株式会社 マンガ・アニメと融合するプロジェクションマッピングの高度化による潜在顧客の開拓

京都府 株式会社ゴビ スマホとＩＣタグを使った聴診トレーニングシステムの開発

大阪府 有限会社中井レストラン企画 おしゃれにビールを楽しむ「お・と・な」のビアガーデン受託事業

大阪府 株式会社ダイビ 高性能“かがり製本機”導入による大学アルバム事業の拡大と取引業界・雇用の拡大

大阪府 クリザール・ジャパン株式会社 切り花日持ち保証販売の日持ちを事前判定する迅速分析サービス

大阪府 株式会社アスタリスク 病院向けモバイル端末取付型小型バーコードリーダーの試作開発

大阪府 小北動物病院 動物病院における、再生医療サービスの迅速な提供

大阪府 株式会社中央ビジネスグループ 介護、料理、医術におけるコツがつかめる教材シリーズの開発

大阪府 有限会社ジーアム スマートフォンを活用した外国人観光客向け多言語対応おもてなしロボットの開発

大阪府 株式会社パワフルケア 保育士の成長を促進させる「ＲＩＣシステム」の開発と販売

大阪府 株式会社ジェイ・リンクス 外国人旅行者向け多言語交通手段ポータルサイトを通じた日本国内観光促進事業

大阪府 株式会社エムビジュアル 訪日外国人向け「多言語おもてなし総合サービス事業」
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