技術アピールシート
あいだっくす

株式会社アイダックス

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

無線、レーダー、ミリ波

所在地

[本社]〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-13-5 M&I ビル 2F

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

4名

設立年（西暦）

2001 年

無線研究向け超高速 A/D,D/A システム
http://www.idaqs.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

03-6762-1210

戸部

英彦
E メール

hidehiko@idaqs.jp

 得意な技術・製品

高速 A/D.D/A(1.0GHz ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ),FPGA(Xilinx UltraSCALE)基板の開発設計

 得意な顧客・市場分野

無線、放送、電機メーカーの通信研究所

 生産拠点・研究体制

電子回路設計 1 名、ロジック設計 1 名、システム設計 1 名、RF 設計協力会社あり

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001:2015 取得(初回登録 2011 年)
PR 詳細

１．自社技術：

高速 A/D,D/A,FPGA ボードの設計製造、デジタル信号処理の FPGA や DSP への組込み

２．応用分野：

次世代無線(5G,W-LAN)等の通信方式研究、車載レーダ(79GHz,60GHz)等のミリ波研究

３．製品特徴：

移動体通信など“動く”対象は、データを長時間記録しなければ現象の解析対策が出来ない。
また、無線やレーダの信号は広帯域化が進みデータ量が多く高速なデータ転送が要求される。
弊社では高速 A/D,D/A のデータを長時間 RAID に記録再生するデータ収集再生装置を開発製造
しています。

４．開発体制：

ミリ波のアンテナ、回路設計の得意な協力会社（RF テストラボ：盛岡）があり、RF 部含めて
トータルな装置を提供可能です。

写真１：アイダックス静データ収集再生装置

写真２：79GHz ミリ波アンテナ４素子
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技術アピールシート
あすねっと

株式会社アスネット

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

IT・VR サービス

所在地

[本社]〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-23-1 ＴＳビル 5Ｆ

資本金

1,000 万円

主要事業

IT サービス

Web サイト

設立年（西暦）

2001 年

https://www.asnet.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業プロダクト企画グループ
TEL

70 名

従業員数

03-5338-9080

松浦

E メール

輝尚
tmatsuura@asnet.co.jp

 得意な技術・製品

VR サービス・IT インフラサービス・開発

 得意な顧客・市場分野

IT メーカー、サービス・不動産・官公庁

 生産拠点・研究体制

VR 事業連携パートナー32 社

 特記事項（取得資格・認証等）

プライバシーマーク・時差 Biz2017 年度（東 京 都 ）ワークスタイル部門推進賞
PR 詳細

近年多様化する WEB システムや業務効率化のためのスマートフォン＆タブレットの活用など、お客様に最適なシ
ステムのご提案や運用に関するご相談から、セキュリティ面でより信頼性の高いパフォーマンスを発揮できるネ
ットワークインフラの選定から設計・構築まで IT に関する業務全般において幅広く対応致します。
またVR（バーチャルリアリティ）を活用した製品で企業のブランディングにもお役立ちいただけるVRサービス
「360PRO」（ http://360pro-vr.com/ ）を提供させていただいております。
素材となる写真撮影からコンテンツ制作、VR 専用の自社サーバーからの URL 発行をオールインワンにご提供いた
します。
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技術アピールシート
あすぷろーば

アスプローバ株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

生産スケジューラ

所在地

[本社]〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-9-2 KDX 五反田ビル 3F

資本金

2,000 万円

主要事業
Web サイト

17 名

設立年（西暦）

1994 年

SCM / 生産スケジューリングシステム”Asprova”の研究・開発・販売およびシステムインテグ
レーション・システムコンサルテーション
https://www.asprova.jp

連絡先（部署・氏名） アライアンス営業部
TEL

従業員数

03-6303-9933

周

翊（シュウ
E メール

 得意な技術・製品

生産スケジューラ Asprova

 得意な顧客・市場分野

製造業全般

 生産拠点・研究体制

東京本社

 特記事項（取得資格・認証等）

特になし

ヨク）
shu@asprova.com

PR 詳細

製造業を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、工場においてはより一層の生産プロセス全体の改善と生産
効率向上が求まれています。
生産スケジューラ Asprova は、従来から得意とする山崩し（ディスパッチ、資源負荷平準化）に加え、タイムベ
ースの MRP と「どこ」から「どこ」へとつなぐ紐付けロジックを搭載し、短納期対応・多品種少量化・即時納期
回答・生産能力調整・在庫削減の実現など製造業のあらゆる課題解決を支援し、調達から生産、配送に至るすべ
てのプロセスのひと・モノ・資源をつなげ流れを改善し、在庫削減や資源最大活用を実現します。
国内外ではすでに 2,600 サイト以上の導入実績がありまして、日本の市場シェア 50％以上を占めております。
IoT による計画連動型『現場管理』を推奨していおり、ERP、MES といったシステムとシームレスに連携し、「つ
ながる」工場、「見える」工場、「止まらない」工場の実現にサポートいたします。
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技術アピールシート
あるふぁこーど

株式会社アルファコード
所在地

[本社]〒113-0034 東京都文京区湯島 3-1-3

資本金

1,800 万円

主要事業
Web サイト

システム・ソフトウェア

技術キーワード

AR、VR、MR、ゲーム、アプリ

MS ビル

80 名

設立年（西暦）

2015 年

ネットワークコンテンツの企画・研究・開発及びコンサルテーション
http://www.alphacode.co.jp/

連絡先（部署・氏名） ビジネス開発部
TEL

従業員数

技術分野

佐々木

拓

03-5812-1522

E メール

bd@alphacode.co.jp

 得意な技術・製品

VR ソリューション「VRider」を使用した人材・安全教育 VR や AR・MR・アプリ実績

 得意な顧客・市場分野

製造業界、出版業界、VR 業界

 生産拠点・研究体制

本社が拠点

 特記事項（取得資格・認証等）

ISMS-SR0229/ JIS Q 27001:2014
PR 詳細

【実績】
VR ソリューション「VRider」をはじめ、その他のゲームやアプリも実績多数ございます。
【得意分野】
ゲーム、アプリの企画・開発・運用に加え、インフラの設計・構築・運用までワンストップでご提案可能です
【アピールポイント】
スマートフォン向けアプリやゲームの企画・開発・運用をご提案できます。近年は VR 事業にも力を入れており、高品質・高没入度の最大８K 対応
VR ソリューションパッケージ「VRider」をご紹介いたします。
【8KVR 動画ソリューションパッケージ「VRider」
】
VRider は複数台カメラで撮影した動画を高解像度で円周動画としてオーサリングし、低コストで VR コンテンツの制作が可能です。
本ソリューションは、バーチャルリアリティ用のヘッドマウントディスプレイ向けに最大８K の動画コンテンツの企画・撮影・編集・エンコード・
再生までをワンストップで提供致します。また統合された制作ノウハウと独自開発ソフトウェアを連携できる強みを活かし、今までにない体験を提
供できる高品質・高没入度の VR 動画コンテンツを制作・提供する事を可能にしました。
超高精細 8KVR 動画の VR コンテンツ制作例として、株式会社タダノ様の「安全教育ツール 360°VR」をご体験頂けます。実際に発生した事故を VR を
通して体験、危険に対する感受性の向上だけではなく体験者同士の議論のきっかけにもなります。
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技術アピールシート
いーあいそる

株式会社イー・アイ・ソル

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

IoT、LabVIEW、計測、組込

所在地

[本社]〒108-0014 東京都港区芝 5-33-7 徳栄本館ビル 8F

資本金

3,000 万円

25 名

従業員数

設立年（西暦）

2005 年

計測・制御・組込、IoT 関連分野におけるシステムの受託開発、販売、サービス

主要事業

http://www.ei-sol.co.jp/

Web サイト

連絡先（部署・氏名） 営業部

伊永

沙織

03-6722-5040

TEL

saori.korenaga@ei-sol.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

音・振動含めた計測システム構築～見える化までをトータルで構築

 得意な顧客・市場分野

自動車、自動車部品、精密機器、重工、大学

 生産拠点・研究体制

東京/大阪

 特記事項（取得資格・認証等）

ISMS 認証（ISO27001 を認証基準とする）・EMS 認証・QMS（ISO9001）認証
PR 詳細

製品例

リアルタイム音源可視化装置
リ

サーモカメラを使用した計測システム

業界最高速 25fps・低コスト化・国内販売数 1 位

受託開発例

サーモグラフィ用 LabVIEW ソフトウエア

◇Ｃ
Ｃ様

◇錢高組様

インクジェットプリンタの電位計測効率

【IoT（状態監視）システム】TUNNEL EYE

を大幅に改善したマルチオシロシステム

トンネル工事見える化システム

219

技術アピールシート
いーそる

イーソル株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

組込みソフト・画像処理

所在地

[本社]〒164-8721 東京都中野区本町 1-32-2 ハーモニータワー

資本金

26,500 万円

主要事業
Web サイト

365 名

設立年（西暦）

1975 年

コンピュータ並びに周辺機器のソフトウェアとハードウェアに関する研究開発・製造・販売
http://www.esol.co.jp

連絡先（部署・氏名） EP 事業部
TEL

従業員数

事業推進室

03-5365-1280

佐藤

幸晴

E メール

satou@esol.co.jp

 得意な技術・製品

組込み機器のソフトウェア開発及び画像認識（ディープラーニング）

 得意な顧客・市場分野

製造業、電機

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

ISO 9001:2008 / JIS Q 9001:2008
PR 詳細

・IoT では必要不可欠な組込みソフトウェアの開発／販売
・センサー等の組込み機器で収集したデータをクラウドへアップロード
・組込み機器にディープラーニング機能を実装。データ学習のお手伝い
［適応分野］
ＡＤＡＳ（先進運転支援システム）
マシンビジョン
ロボット
監視カメラ
モバイルアプリ
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技術アピールシート
いんぷりむ

システム・ソフトウェア

技術分野

株式会社インプリム

技術キーワード

所在地

[本社]〒165-0026 東京都中野区新井 2-3-10 平井ビル 202 号室

資本金

600 万円

主要事業
Web サイト

2名

ノンプログラミング

設立年（西暦）

2017 年

コンピュータソフトウェア及びハードウェアのコンサルティング、企画、研究、開発、販売、保守

https://implem.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 取締役
TEL

従業員数

Web データベース、

森井

康吏

03-5942-6640

E メール

contact@implem.co.jp

 得意な技術・製品

オープンソースの Web データベース「プリザンター」の開発

 得意な顧客・市場分野

情報通信業

 生産拠点・研究体制

弊社のみで開発したもので、共同開発等はありません

 特記事項（取得資格・認証等）

商標登録済み、『第 30 回中小企業優秀新技術・新製品賞ソフトウェア部門』優秀賞
PR 詳細

当社は、大企業・中小企業を問わず組織活動に必要なマネジメントに時間をかけず、かつメンバー全員でマネ
ジメント活動が出来る「マネジメント快適化」をコンセプトに掲げ、現場の生産性向上を目的とした IT サービ
スを提供しております。そのコンセプトをもとに”オープンソースの Web データベース「プリザンター」”の開
発を行っております。
この製品は、企業が持つ複数の業務を Web アプリ化するための機能を提供します。プログラミングせずにデー
タ項目や表示形式を自由に設定したデータベースを作成できるため、業務に合わせた Web アプリを 10 分程度で
作成可能です。エクセルやメールではやりにくかった、多人数による頻繁な更新、バージョン管理、横断的なキ
ーワード検索、自動的な更新通知といった機能を備えています。これらの機能により組織の生産性を向上させ、
「働き方改革」の実現に寄与します。

▼製品紹介ページ
・オープンソースの Web データベース「プリザンター」
https://pleasanter.org/
・プリザンターのクラウド版「Pleasanter.net」
https://pleasanter.net/
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技術アピールシート
えいしーてぃ

エイシーティ株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

構造解析シミュレーションソフト、

技術キーワード

AI

[本社]〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-8-3 渋谷安田ビル 8 階
[立川研究室]〒190-0023 東京都立川市柴崎町 3-11-8 ドゥエール・エモン 205 号室
1,400 万円

従業員数

3名

設立年（西暦）

2002 年

構造、熱、流体、連成解析、及び AI 技術ソフトウェアの開発、販売、受託解析。共同研究。
http://www.actact.co.jp

連絡先（部署・氏名） 技術管理部・取締役
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

03-6868-7304

山縣

延樹

E メール

yamagata@actact.co.jp

 得意な技術・製品

高品質の解析モデリング・解析ソフト技術開発。最先端 AI 技術を用いた構造最適化。

 得意な顧客・市場分野

自動車、機械・精密機械、電子機器、防衛。

 生産拠点・研究体制

立川研究室（大規模計算ができる高速処理コンピュータ（GPGPU 計算が可能）を設置）

 特記事項（取得資格・認証等）

国際学会 ICEP2014 で優秀技術論文賞受賞。H28 ものづくり・商業・サービス開発支援補
助金採択・実施[SPH 粒子法による高精度で欠陥予測ができる鋳造解析ソフトの開発]
PR 詳細

弊社では、広範囲の産業分野において解析シミュレーションソフトウェアーの研究開発、販売、コンサルティン
グサービスを実施しており、「特徴」、「優位性」は以下の通り。


（弊社所有のマルチフィジックス解析ソフト）

製造・設計工程における複雑な材料挙動、
機械特性を精度よくシミュレーションで
きるツールを持っている



ソースプログラムを持っているため、顧
客のニーズに合わせカスタマイズできる



各産業分野で、豊富な解析実施がある



最新の AI 技術による最適形状解析が可能

[解析実施例]
1.プラズマショット現象のシミュレーション
[解析概要]

材料流動、伝熱、

（解析モデルと結果）

材料拡散、相変化等を伴う放電
加工処理現象のシミュレーション
を実施。実験結果（右図）と比較
検証することにより本シミュレー

（実験結果）

ションの妥当性を確認した。
2.金属エンジンブラケットの最適塑性設計計算
[解析概要]

有限要素法を用いて金属性ジェット

初期形状

エンジンブラケットの塑性設計計算を実施。
なお、最新の AI 技術（例：アルファ碁のアルゴ
リズム）を用い、多目的最適化問題（例：重量
とコストを目的関数）を解くことも可能。

解析モデル(CAD データ)
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塑性設計が示す最適形状

技術アピールシート
えいぞうけん

システム・ソフトウェア

技術分野

株式会社映像研

技術キーワード

所在地

[本社]〒207-0015 東京都東大和市中央 4-922-11 トップヒルズ B101

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

4名

設立年（西暦）

電子応用装置設計・製造・販売
http://www.ezk.co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

林

幸夫

042-563-7808

E メール

hayashi@ezk.co.jp

 得意な技術・製品

映像処理技術を基盤とした設計・開発・製造・販売。

 得意な顧客・市場分野

映像処理

 生産拠点・研究体制

東京都東大和市内

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

【デジタル映像処理は当社におまかせ!!】
・3 次元 YC 分離、IP 変換、解像度変換、DVE（特殊効果）等の技術。
・パソコンと接続してビデオ信号（SDI）を発生/取込する装置の開発。
・FPGA による高速信号処理。
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映像処理

1993 年

技術アピールシート
えーあい

株式会社エーアイ

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

音声合成・TTS

所在地

[本社]〒113－0024 東京都文京区西片 1-15-15 KDX 春日ビル 10 階

資本金

4,380 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

設立年（西暦）

2003 年

音声合成システムにかかわるソリューションのご提供
https://www.ai-j.jp/

連絡先（部署・氏名） ビジネスソリューショングループ
TEL

40 名

03－6801-8461

E メール

マーケティングチーム 西村 綾
nishimura@ai-j.jp

 得意な技術・製品

音声合成

 得意な顧客・市場分野

防災無線・IoT・ロボット・館内放送・電話ガイダンス/IVR・CTI

 生産拠点・研究体制

開発センター 京都府相楽郡精華町光台 2-2-2

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

テキストの文章が簡単に肉声に近い音声に！
高品質音声合成エンジン
★AITalk®

AITalk®

3 つの特徴★

１．人間的でなめらか 人に近い自然な音声
２．総勢 15 名以上の話者 感情表現も実現！豊富な音声ラインナップ
３．誰の声でも短時間の収録で音声合成用データに変換
★豊富な提供形態をご用意しています★

WebAPI（SaaS 型）

サーバー設置型

機器組込み型（SDK）

★例えば・・・こんな所で使われています★

音声対話

防災無線

機器組込み
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ロボット

スマホアプリ

技術アピールシート
えくすぱんど

XPAND 株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

サイン、多言語、バーコード、
空間リンク

[本社]〒355-0028 埼玉県東松山市箭弓町 1-11-7 ハイムグランデ東松山 2F
[都内所在地]〒104-0061 東京都中央区銀座 6-6-1
900 万円

従業員数

5名

銀座凮月堂ビル 5F
設立年（西暦）

2017 年

空間リンク用バーコード「XPAND コード」及び関連サービスの開発・運営
https://xpand.codes/

連絡先（部署・氏名） 南木
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

徹

03-6215-8400

E メール

nanmoku@xpand.co.jp

 得意な技術・製品

空間リンク用バーコード「XPAND コード」

 得意な顧客・市場分野

顧客層：公共施設・大型商業施設・交通機関・コンテンツプロバイダー
市場分野：サイン・標識・看板・屋外広告・モバイル

 生産拠点・研究体制

本社及び銀座支社

 特記事項（取得資格・認証等）

商標・意匠・実用新案登録済、商標国際登録出願済、特許出願準備中
PR 詳細

1.東京メトロの駅案内表示など、鉄道・バスのサインデザインを数
多く手がけてきた専門デザイン会社が開発したバーコード。QR コ
ードなどと異なり、空間へ大きく掲示しても、サインを圧迫せず、
景観を損ねずに、空間とネットをリンクできる。
2 接写が必要な QR コードと異なり、数 m 以上の中遠距離からスキャ
ンできるため、公共空間や商業空間の案内サインと連携させるのに
適している。建築や土木などの大きな構築物にも美しく設置するこ
とができる。
3.QR コードと同じアプリでシームレスに読み取れる。他のアプリで
も使えるライブラリーが供与されるほか、アプリ不要のブラウザー
版バーコードリーダーも提供している。
4.QR コードと同様、他社のアプリやモバイルサイトへ自由にリンク
できるオープンなサービスであるため、既存の情報資産を有効活用
できる。
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技術アピールシート
えすえすゆー

株式会社エスエスユー(Smart Solution Unity)

技術キーワード

所在地

[本社]〒191-0024 東京都日野市万願寺 3-48-7-103

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト
絡先（部署・氏名）
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

従業員数

4名

信号処理、組込み制御、

設立年（西暦）

回路設計

2011 年

組込みシステムのハード／ソフト受託開発／コンサルティング
http://www.ss-unity.com/
SS マネージャー 内村 芳春
042-843-4855

E メール

uchimura@ss-unity.com

 得意な技術・製品

組込みシステム開発時の構成提案／試作、検証、改善提案

 得意な顧客・市場分野

医療／計測／制御分野のメーカ様、IoT 関連機器開発

 生産拠点・研究体制

会津大学と共同研究中

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

当社は、ソフトウェアおよびハードウェア両面で知見のある技術者が、要件定義の段階から検討に参加し、組込みシス
テムのスペシャリストとして、要求仕様の先にあるプラス・アルファまでを提案いたします。また、お客様の方針に沿
った、品質およびコストパフォーマンスを検討し、最適なシステム構成と実装方法の提案、試作、検証、量産試作（一
部量産も含む）まで対応いたします。
★「Think Smart, Act Smart」をモットーに、お客様から信頼を頂けるように努力しています。
【製品紹介１】Smart Iot モジュール(SDL-1)
SDL-1 は WiFi、BLE、USB、RS232C などを介して対象機器と接続することができ、
遠隔メンテナンスやデータ収集など、既存システムの IoT 化を容易に実現します。
各種センサー(温湿度、9 軸ジャイロ、GPS 等)の情報収集評価用にも利用可能です。
【製品紹介２】Smart Rfid モジュール(SRF1356)
SRF1356 は 13.56MHz 帯を用いた近距離型 RFID モジュールです。UART、WiFi、BLE
などの通信インタフェースを用いて既存システムへの機能追加を含め、幅広い用途
に使用する事ができます。
★ 弊社製品のハードウェアおよびソフトウェアのカスタマイズにも対応致します。
★ 計測/通信/制御/医療/交通/緑化などの分野で実績があり、新しい技術分野にも積極的に取り組みます。
主な対応実績（技術要素）
センサー技術

温湿度、振動、音、光、磁力、GPS、加速度、画像、各種生体信号、超音波、レーザー計測

信号処理

特徴点検出、FFT、各種フィルター処理、心電図解析、ディープマイニング

画像処理

高速画像入力、画像計測、パターンマッチング、動体認識

通信

USB、Ethernet、CAN、Bluetooth、Modbus、UART

表示

各種 LED 制御、LCD 制御、OSD、DVI、VGA

電源制御

電源監視／切替(AC/DC、電圧、電流）、バッテリー充放電制御

遠隔制御

遠隔制御送信機／受信機(情報収集／状態制御)、モニタ監視、データ取集

モータ制御

モータ駆動回路、トルク制御、回転数制御、位置制御、加減速制御
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技術アピールシート
えっちあいしー

株式会社エッチ・アイ・シー

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

スマートフォンアプリの開発

所在地

[本社]〒108-0014 東京都港区芝 4-11-5 田町ハラビル 6 階

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

39 名

設立年（西暦）

1990 年

ソフトウェアの受託開発
http://www.hic-soft.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 開発部
TEL

従業員数

鳥居

03-6435-1101

一仁
E メール

Kazuhito_torii@hic-soft.co.jp

 得意な技術・製品

各種言語に精通したベテラン技術者が多数在籍しており、様々なシステム開発に対応しております。

 得意な顧客・市場分野

メディア産業、各種メーカー、インターネット関連、教育関連

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

ISO27001（ISMS 認証）、2017 年 E ラーニング大賞受賞アプリの制作
PR 詳細

【弊社の紹介】
1990 年の設立以来、一貫して受託開発業務に従事しており、当時では珍しかったシステム系の開発とエンタテインメント
（ゲーム）開発を同時に開発できる企業として長く営業してきました。

昨今は、スマートフォン向けアプリケーションの開発に強みを持っており、センサーから収集した情報の見える化、蓄積
分析などの IoT 分野での開発実績や、Fintech 分野でのバンキングアプリの受託開発など、分野を特定しない
受託開発ならではフットワークを利用して新規分野、異分野での開発実績を蓄積しております。

また、エンタテインメント系の開発でも BtoC 分野で必須の受け入れやすい UI や UX などに関する知見や発想にて 2017 年の
e ラーニング大賞受賞アプリの制作を弊社で受託しております。

受託開発が中心ということで、自社でアピールできる目新しい新規技術は保有しておりませんが、受託開発専業企業という
特色にて培ってきたプロジェクト実績と、経験豊富なエンジニア、経験に伴うエンジニア目線でつまずきそうなポイントや
開発の効率化に伴う提案などを弊社特有のスキルとして御社に提供できればと考えております。

弊社に開発相談を行った結果、後悔することなく❝良い仕事ができた❞と最後におっしゃっていただけるように日々精進を
重ねております。

【対応言語】

Kotlin,Java,Swift,Go 言語,Objectiv-c,C/C++,C#,JavaScript,Puby,PHP,Python 等
【クラウド】

AWS
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技術アピールシート
えなじーぱーとなー

システム・ソフトウェア

技術分野

株式会社エナジーパートナー

技術キーワード

コールセンターシステム、

所在地

[本社] 〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-29-6 エルツ 6 ビル 8F

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

17 名

設立年（西暦）

2011 年

CTI のクラウドコールセンターシステム構築、ソフトウエアカスタマイズ
http://www.eng-partner.com/

連絡先（部署・氏名） 経営管理 G
TEL

従業員数

CTI、CRM 連携

嶋﨑

03-5291-1941

真理
E メール

kanri@eng-partner.com

 得意な技術・製品

クラウド型 CTI サービス・コールセンターシステム

 得意な顧客・市場分野

電話での受発信を扱う業務

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

届出電気通信事業者、一般派遣事業者、プライバシーマーク（ 17000995（04））、
ISO27001(2013 年取得)、ISO9001(2013 年取得)
PR 詳細

●「salesforce」連携、その他外部 CRM 連携も簡易 API を用意
弊社 CTI システム（CT-MAX）は、WEB システ
ムであれば連携機能を実装しております。
「salesforse」との連携は、多数の実績が
あります。
画面からのクリック発信も可能です。
他 CRM との連携開発についても素早く柔軟に対
応できる製品です。

●拡張性が高く、容易なカスタマイズ
CT-MAX の特徴として、
・業務（電話番号）毎、発信リスト毎で CRM 画面の項目追加やレイアウト変更が可能
・スクリプトボタンにより javascript の組み込み
・セカンダリ URL 機能で簡易に外部 WEB アプリケーションと連携
自由に画面レイアウトを変更でき、スクリプトボタンやセカンダリ URL 利用により、自社でちょっとした開発
も可能となります。そのままでも十分利用できる機能となっていますが、多様化する業務ではカスタマイズが容
易なクラウドであることが、長く利用いただけるポイントとなります。

●音質とサポート体制
どんな PBX（電話制御）を利用しているかで、音声品質や繋がり易さに大きな差が出てきます。
PBX 性能が高い製品であれば、ベストエフォート型の回線でも十分な音質が保てます。
逆に低い製品ですと、QOS サービスで音声劣化する場合もあります。
CT-MAX の BrekekePBX は、数千席まで同時利用が可能で、大手通信キャリア・金融機関等含め、多数の導入
実績もあり、信頼性の高い製品となります。また、Asterisk（アスタリスク）製品と異なり、弊社技術者がサポ
ートする製品となります。
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技術アピールシート
えぬぴーしー

株式会社エヌ・ピー・シー

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

真空、組立、搬送、検査装置

所在地

[本社]〒110-0015 東京都台東区東上野 1-7-15 ヒューリック東上野一丁目ビル 5F

資本金

281,270 万円

主要事業
Web サイト

166 名

設立年（西暦）

1992 年

太陽電池製造装置の製造、工場用生産装置の製造、研究機関用装置の製造など
http://www.npcgroup.net/

連絡先（部署・氏名） 装置関連営業部
TEL

従業員数

03-5817-8830

古田
E メール

furuta.takahiro@npcgroup.net

 得意な技術・製品

真空ラミネーター、搬送装置、供給装置、組立装置など

 得意な顧客・市場分野

太陽電池製造メーカー、自動車業界、食品業界など

 生産拠点・研究体制

松山工場（愛媛県松山市西垣生 2889）

 特記事項（取得資格・認証等）

東証マザーズ上場、各国安全規格対応（国内：ISO、海外：CE、NEC など）
PR 詳細

真空包装機の製造・販売を目的として事業を開始し、真空技術を応用して真空ラミネーターを開発。太陽電池関
連で真空ラミネーターが評価され、電極付装置、搬送装置、検査装置などの製造を手掛けるようになる。装置納
入数は 2,000 台超。装置製造技術を活かし、自動車業界（部品組立装置や塗布装置など）、食品業界（梱包装置
や搬送装置など）、ディスプレイ業界（貼り合せ装置など）を始めとする業界に自動化・省力化装置を供給。
【松山工場】

（延べ床面積：35,991.49m2 / 大型装置・ライン単位での組立も可能）
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技術アピールシート
えぬぶいてぃー

株式会社 NVT
所在地

[本社]〒190-0022 東京都立川市錦町 3-1-25

資本金

6,700 万円

主要事業
Web サイト

システム・ソフトウェア

技術キーワード

Web サービス開発

MARU ビル 4F

2名

設立年（西暦）

2015 年

製造業向けクラウド見積 Web サービス TerminalQ の開発・管理・運営
https://nvtnet.co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役社長
TEL

従業員数

技術分野

名取 磨一

042-595-7090

E メール

k.natori@nvtnet.co.jp

 得意な技術・製品

中小製造業を対象とした Web サービス開発

 得意な顧客・市場分野

中小製造業

 生産拠点・研究体制

東京都立川市錦町 3-1-25 4F

 特記事項（取得資格・認証等）

IT 導入補助金の対象ツール
PR 詳細

プロダクトの概要
TerminalQ は、製造業を対象としたクラウド型の見積支援サービス
機能（右図）
データベース機能、見積機能、経営分析機能、パートナーリンク機能
の４つの機能を有する
（詳細は https://terminal-q.com/terminalq を参照のこ
と）
特徴・用途
クラウドサービスの強みを活かした、場所や時間を選ばない見積支援
システムであり、見積時間の短縮、売値の適正化、外注業務の効率
化、経営分析などのニーズに応える。
HP など
・

プロダクトのランディングページ
https://terminal-q.com

・

プロダクトの Facebook ページ
https://www.facebook.com/terminalq.tq/

収益確保手段
・

有料ユーザに対する月額課金（無料ユーザには機能制限あり、詳細は https://terminal-q.com/price 参照のこと）

基本利用料 10,000 円/月、１アカウント毎に 6,000 円/
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技術アピールシート
えむえすでー

システム・ソフトウェア

技術分野

株式会社 MSD

IoT、AI、センサ,介護・福祉機器、
技術キーワード

医療機器、センシング等の高齢者見守り技術、
予防・保全技術

所在地

[本社]〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-16-2

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

4名

設立年（西暦）

2013 年

屋内位置即位を応用した施設・プラント・医療・介護におけるソリューション提供
http://www.m-sd.co.jp/

連絡先（部署・氏名）
TEL

03-5835-1521

E メール

yagi@m-sd.co.jp

 得意な技術・製品

屋内位置情報を使ったソリューション提案・開発・運用

 得意な顧客・市場分野

医療・介護業界、屋内施設における所在確認及び動線と分析

 生産拠点・研究体制

ハードウェア：東京エレクトロニツクシステムズ株式会社、TDK 株式会社、トーカイ株
式会社、福岡大学及びその他病院・クリニック・介護施設と共同研究中

 特記事項（取得資格・認証等）

屋内における無線通信端末装置が所定の位置に移動したことを認識する仕組みの特許取
得（その他出願中 26 件※共同出願含む）
、テクノエイド協会推奨貸与（介護保険対象商
品）商品５製品
PR 詳細

１．屋内位置情報システムのソリューション提供
複数年にわたり、医療・介護業界における人のうごき動線と滞在時間から、アラートの発報（ナースコール
連携）やコストの見える化を対応してきました。
２．バイタル連携ソリューション
ウェアラブデバイスによるバイタル情報と屋内・外位置情報ソリューションの提供が可能です。
ウェアラブルデバイスは、医療用（駆動日数：約 10 日）とヘルスケア用（駆動時間：約 14 日）があり、位
置情報との連携によるソリューションのご提案から開発、運用、サポートまで対応可能です。
３．研究・開発
顧客ニーズに応える、新規サービスの調査・研究・開発
ケア市場：医療・介護
➡� 転倒・転落検知、他
集合住宅市場：富裕層
➡� 新型コンシェルジュサービス
新市場：オフィス、プラント等
➡� 業務改善・効率、安心・安全
４．強み
単に、位置情報を提案するのではなく、顧客のニーズや課題・問題点に対して、様々なシステムや機器との
連携・連動を考慮し、顧客にマッチした提案を行うことが可能です。
５．デバイス
受信機

送信機
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技術アピールシート
えむそふと

株式会社エム・ソフト
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

システム・ソフトウェア

技術キーワード

画像処理、AR

[本社]〒110-0015 東京都台東区東上野 2-18-10 日本生命上野ビル 6F
[都内所在地]〒110-0005 東京都台東区上野 6-16-20 松村ビル 2F
10,000 万円

従業員数

300 名

設立年（西暦）

1987 年

ソフトウェア受託開発、プロダクト・サービス（AR/VR サービス、映像切り抜きサービス）
https://www.msoft.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 新事業推進部
TEL

技術分野

宮本

03-5812-4440

淳生
E メール

sales_info@msoft.co.jp

 得意な技術・製品

画像・映像ソリューション、AR ソリューション及び企画・提案・アプリ開発

 得意な顧客・市場分野

観光業界、不動産・建築業界、店頭・イベントデモ

 生産拠点・研究体制

上野事業所、筑波大学と共同研究中

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 取得、ISO/IEC27001 取得、プライバシーマーク認定
PR 詳細

■AR を活用した空間メモアプリ

「STag」
□メモを貼る

□メモを共有

■観光 AR アプリケーション

「かんぷら」

観光向けに特化した８つの機能
□エアタグスポット
□ルート案内
□AR 動画
□スタンプラリー
□ビーコン機能
□プッシュ通知機能
□フォトフレーム
□多言語表示
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技術アピールシート
おのでんきせいさくしょ

技術分野

株式会社小野電機製作所
所在地

[本社]〒142-0051

資本金

1,000 万円

技術キーワード

システム・ソフトウェア
メカトロ・組込み機器開発
(研究用ロボット・試験装置の受託)

東京都品川区平塚 2-4-17
従業員数

23 名

1947 年

設立年（西暦）

研究用ロボット、宇宙関連実験装置、研究用医療機器の受託開発、精密機械部品の加工

主要事業

http://www.ono-denki.com

Web サイト

営業部

連絡先（部署・氏名）

03-3783-6781

TEL

E メール

eigyou@ono-denki.com

 得意な技術・製品

「機構設計～加工～組立～組込み機器開発～動作確認」の受託

/

精密機械加工

 得意な顧客・市場分野

大学工学系研究室、公的研究機関、民間企業の研究開発部門（研究用ロボット）

 生産拠点・研究体制

本社・第 2 工場

 特記事項（取得資格・認証等）

中小企業新事業活動促進法による「経営革新計画承認企業」
「経営力向上計画に係る認定」

(東京都品川区)

PR 詳細

【得意な技術】
 製造部門の機械加工のノウハウを生かし、3 次元 CAD/CAM と CAE（機構・構造解析）を使用した高性能に特
化した機構設計と組立・調整
 NC フライスや汎用旋盤も利用した「多品種少量生産」と「コストダウン対応」
 同時 5 軸複合旋盤・同時 5 軸マシニングセンタなどによる難形状・微細形状の加工
 長年の熟練技能のノウハウとして、手作業（接着、圧入、はめあわせ）と難削材の加工
【製品の優れている点】
 宇宙・海洋・災害救助・医療・福祉・VR の分野において様々な納入実績があるため、使用用途に応じて最適
な製品を開発・納入できる。
 自社内一貫生産のため、納入後のメンテナンス・改良の対応が迅速である。
【PR】
 自社内にて「機械設計～基盤開発・ソフトウェア開発～配線・組立・調整～実機評価」まで対応可能なため、
積極的な提案をし、コストダウンや納期短縮を実現させます。
 昭和 13 年の創業を基盤とし、現在は、民間企業研究開発部門、大学工学系研究室、公的研究機関と多くの
取引実績があります。
以下は納入実績品の一例です。
宇宙・航空関係：

介護・福祉関係：

月面走行車輪（地上実験用）

移動支援ロボット（研究用）

機構設計・機械加工・組立/調整

機構設計・機械加工・組立／調整・配線

海底・海洋関係：

医療関係：

海底探査ロボット（実機）

触覚鉗子付外科手術支援ロボット（研究用）

機構設計・機械加工・基板開発

機構設計・機械加工・組立／調整・配線

組立／配線・ソフトウェア開発

【特記事項】
平成 14 年 11 月
平成 23 年 6 月

宇宙開発事業団

品質管理功労賞

受賞

宇宙航空研究開発機構（JAXA）から「IKARABOS 成功記念の感謝状」
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技術アピールシート
おふぃすめいぷる

オフィス・メイプル
所在地

[本社] 〒166-0003

資本金

－

技術キーワード

観光、インバウンド、
商店街、まちづくり

東京都杉並区高円寺南 3-46-9 プラザ U401
3名

従業員数

設立年（西暦）

2009 年

まちづくり・商店街活性化、IT システム企画・開発、プライバシーマークコンサルタント

主要事業
Web サイト

https://www.office-maple.net/

連絡先（部署・氏名） 上原
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

正

03-5929-9436

Tadashi_uehara@office-maple.biz

E メール

 得意な技術・製品

商店街・商店関連業務分析

 得意な顧客・市場分野

商店街・商店街を中心としたまちづくり、地域活性化

 生産拠点・研究体制

エンデバーネットワークス株式会社

 特記事項（取得資格・認証等）

なし
PR 詳細

多言語（16 か国）翻訳対応の商店街向けホームページでページ内の個別の案内をスマホ・タブレットでお
店がリアルタイムに更新できるホームページ CMS（商店街版・観光地版）です。
杉並区商店会連合会の青年部企画として、廉価な仕組みを商店街加盟の利点となるよう開発いたしました。
以下、４つの基本機能がベースとなっています。
１．

インバウンド対応としての多言語機械翻訳機能（国内翻訳会社提供）

２．

各ページの案内内容をスマホ・タブレットで更新

３．

スマホアプリ連携
・ビーコン（発信機）とＧＰＳ、NFC チップでのご来客の位置測定機能による道案内や近くの個店
の情報発信、クーポン発行、イベント等においてもポイントラリーや移動する目標の追跡などで、
まちめぐりを促す機能と連携できます。

４．

複数商店街をまとめた地域ごとの特徴のあるポータル機能と検索機能

杉並区高円寺の５商店街の多言語ポータルをリリースしたほか、アートイベントでのポイント取得や東京
高円寺阿波おどりでの阿波おどり連追跡を実施しました。
こちらが、高円寺単独商店街（パル商店街振興組合）のポータル HP です。
http://pal.kouenji-street.tokyo/
高円寺は 7 商店街をまとめたポータルとして以下があります。
http://高円寺.tokyo/
全国の商店街、観光地が対象の製品となるため、本製品を地域活性化ツールとして展開、導入をしていた
だける企業、団体様を募集しております。杉並区商店会連合会青年部を通して全国の商店街との橋渡しも
可能ですが、加盟店のそれぞれの情報の収集や商店街のプロジェクト体制や使い方の加盟店への周知など
のコンサルティングが必要です。
製品を代理店価格で提供させていただき、導入コンサルタント等で活用いただけないかと考えています。
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技術アピールシート
がいあしすてむそりゅーしょん

株式会社ガイア・システム・ソリューション
所在地

[本社]〒141-0031

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

東京都品川区西五反田 2-25-2

ソフトウェア検証

飯嶋ビル 5F

10 名

従業員数

画像処理、

技術キーワード

設立年（西暦）

1996 年 1 月

調査・コンサルティング、米国 Sension 社製注目度計測技術のライセンス販売
米国 CodeDx 社製、セキュアプログラミング検査支援ツール販売
http://www.engagement.style

連絡先（部署・氏名） 営業統括部
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

岡崎

Corporate: https://codedx.com/

幹夫

03-5434-7148

okazaki@gaiaweb.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

カメラを使った注目度測定技術の研究・開発 / CodeDx ツール製品販売

 得意な顧客・市場分野

教育、広告宣伝 / 車載（自動運転）
、通信、エンタープライズ

 生産拠点・研究体制

日本、米国

 特記事項（取得資格・認証等）

特許

第 6055535 号

他、特許取得、特許出願中多数
PR 詳細

●技術１：人の注目度をカメラで数値化

●技術２：数週間の作業を数分に短縮！

 スタンフォード大学発の技術をベースに人の注目度を非接
触に計測します
 注目度は人の興味や関心、集中等の度合いを知るための指
標となります

セキュアプログラミング検査支援ツール

セキュアプログラミング検査に必要な
複数ツール結果のレビューに困っていませんか？
TOOLS

 必要なのは標準的なデジカメ/ウェブカメラとソフトウェ

コーディング・ルール

QA・C
LDRA
Coverity
Compass/
ROSE
など

アだけ

：

 顔画像は一切記録しないためプライバシーを侵害しません
designed by Benzoix - Freepik.com

A

D
C

B

活用例

SERIOUS
LEVEL1
SEV-HIGH
Code Dx

E

MLK
MEM-LEAK
MEMORY

Standards mapping
Severity

Error

CWE

…

Critical

Pointer error

123

…

High

Array bounds error

476

…

Low

Memory Leak

…

…

 IoT デバイスや組込み製品の、セキュリティの確保は非常に重
要となっています
 セキュアプログラミング検査時に、全ての検査項目を単独で
カバーするツールは無い為、現場では、複数のツールを使っ
て総合的な検査を行わなければならない状況にあります
 しかし、検査結果はツール毎に異なっており、エラーの呼称

教育：
生徒の注目度計測で教師の
パフォーマンスを客観的に評価

視聴率：
視聴者の注目度計測
で真の視聴率を測定

も様々であるため、複数のツールを使った場合の検査結果レ
ビューには、膨大な時間とコストが必要となっています
 Code Dx Enterprise は、様々なテストツールの結果を１つに
統合された結果セットとして自動で統合し、品質やセキュリ

小売り：
消費者の商品に対する注目度計測で
パッケージ方法や陳列方法を改善

ティの問題を一括管理するため、レビューの為の作業や結果
の判断までの時間を劇的に短縮します
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技術アピールシート
がなしす

ガナシス株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

企業用業務アプリケーション

所在地

[本社]〒165-0026 東京都中野区新井 5-29-1 西武信用金庫新井薬師ビル 502 号

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

20 名

設立年（西暦）

2006 年

ソフトウェア常駐 SES・受託開発、ソフトウェアソリューション事業
http://www.ganasys.com

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

任

昇均

03-6454-0461

E メール

sales@ganasys.com

 得意な技術・製品

Java による業務アプリケーションの開発

 得意な顧客・市場分野

システム開発

 生産拠点・研究体制

東京

 特記事項（取得資格・認証等）

特定労働者派遣事業許可[特 13-304936]
PR 詳細

ネット DE フォト。写真注文管理システム！
ネット上で写真を選んで印刷枚数を申請することができるシステム！
For Your Delight
ガナシスは「やさしい最先端」を創造します。
「人と人をつなぐ言葉、その言葉の始まり、またいつまでも初心を忘れないこと、その全てがガナシスです。」
常駐型ソフトウェア開発と受託開発も行っております。

236

技術アピールシート
くらふとわーく

株式会社クラフトワーク

医療機器組込ソフトウェア、AI、

技術キーワード

所在地

[本社]〒190-0023 東京都柴崎町 3-5-15 ＯＳビル 5Ｆ

資本金

2,500 万円

49 名

従業員数

スマフォアプリ、Web システム

設立年（西暦）

1995 年

ソフトウェア開発

主要事業
Web サイト

http://craft-server.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 取締役
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

田井中

由紀

042-512-8287

y-@tainaka@craft-server.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

制御組込ソフトウェア開発、Deep Learning AI 開発、Web システム基盤構築

 得意な顧客・市場分野

医療機器メーカー、医療機器ベンチャー、大手 SIer

 生産拠点・研究体制

東京都立川市・東京大学大学院工学系研究科・玉川大学脳科学研究所

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO27001 認証取得(2008 年)
IPA SECURITY ACTION

ISO9001 認証取得(2013 年)

IEC62304 プライベート認証取得中
PR 詳細

当社は医療を中心としたソフトウェア開発で社会貢献に寄与しております。
これまで培ってきた技術に加えて、AI といった新しい技術を取り込み、より多くの方々の健康と幸せに寄与で
きるソフトウェア開発を目指している会社です。
■医療機器ソフトウェア開発■
IEC62304 に準拠したソフトウェア開発とドキュメントを得意としています。
開発実績：超音波診断装置、医療用分析機器、骨密度診断装置、磁気プローブ
iOS(iPhone、Mac、Apple Watch)、Bluetooth 通信（Ubuntu、bluez）
技術スキル：Windows Embedded、OS レス、RTOS(ITRON 系)、iOS(Swift)
要件定義からシステムテストまで IEC62304 の開発プロセス及びテクニカル文書に対応可能。
システムテストでは「ユーザビリティを考慮したシナリオテスト」を得意としています。
■Deep Learning AI 技術■

MRI 画像解析 AI と生活支援ロボットをアカデミアと共同研究開発
開発環境：Linux(Ubuntu)、NVIDIA GPU サーバ、Tensor Flow、Python
＜MRI 画像解析 AI＞
・画像識別のグループ化、共通点/特徴点の抽出
・取得した画像の判別判断
＜生活支援ロボット＞
・トヨタの生活支援ロボット「HSR」を使用し、画像・音声を識別・判別をする機能
⇒対象者の要求物（声で認識）を探して対象者に手渡す等の一連の動作
■Web システム基盤構築■
SPLE アーキテクチャでの Web システム基盤構築
開発環境：Windows、Eclipse

動作環境：Linux、Apach、Tomcat

開発実績：キャリア向け Web システム基盤開発、官庁（海外）向け Web システム基盤開発等
その他 Web アプリ全般対応
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技術アピールシート
けいさんりきがくけんきゅうせんたー

株式会社計算力学研究センター
所在地

[本社]〒142-0041

資本金

7,300 万円

主要事業
Web サイト
連絡先(部署・氏名)

TEL

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

科学技術系ソフトウェア開発

東京都品川区戸越 1-7-1
従業員数

57 名

設立年（西暦）

1982 年

医理工学系のソフトウェアの開発および受託開発。海外製専門ソフトウェアの販売
http://www.rccm.co.jp/
第 3 技術部 石川 宏
03-3785-3659

E メール

ishikawa@rccm.co.jp

 得意な技術・製品

科学技術系ソフトウェア開発、各種音響解析技術、計測データ活用技術

 得意な顧客・市場分野

研究開発・製品設計・解析部門の顧客、製造業・土木建築業・医療業界

 生産拠点・研究体制

東京都品川区戸越 1-7-1、技術開発部 5 部制、技術者 44 名

 特記事項（取得資格・認証等）

H24,25 ものづくり補助金採択、H25,27,28 新製品・新技術開発助成事業採択
PR 詳細

■活動実績

①

創業以来、航空宇宙・自動車・防災・土木・化
学・医療等の分野で、構造・熱流体・音響・溶
接・メッキなど、幅広いテーマの数値解析ソフ
トウェアの開発、販売・サポート、解析業務を
行う。そこでは、大学(東京・京都・金沢工業大
学他)・国立研究機関（JAXA他）
・各種委員会（土
木学会、生体機構制御研究会、医療関係）との
連携や、30年前から開始した海外優秀製品の紹
介・導入という強みを発揮させている。
■主要製品
1.Macs（マスコンクリートの 3D 温度応力解析）
2.Mechanical Finder（骨強度評価）
3.NX NASTRAN（構造解析業界標準ソルバー）
4.FactSage（熱力学平衡計算）
5.ACTRAN（有限要素法による汎用音響解析）
■近年の開発品
①風力発電高品質設計システム(メッシュ作成

②

から流体・構造・音響解析まで)
②走行騒音の波動音響評価システム
③FEMS（二関節筋理論に基づく実行筋力の評価）
④地震・地すべり・津波解析システム
⑤光音響解析ソフトウェア
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技術アピールシート
こすもえあ

コスモエア株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

フリーWi-Fi 認証システム

所在地

[本社]〒146－0091 東京都大田区鵜の木 2-2-8

資本金

5,039 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

設立年（西暦）

2002 年

法人向けネットワーク及びセキュリティインテグレーション
http://www.cosmoair.co.jp

連絡先（部署・氏名） ＡＵＴＨ１１事業部
TEL

6名

03-5732-1502

事業部長 村上 武人
E メール

mur@cosmoair.jp

 得意な技術・製品

フリーWi-Fi 認証システム ワイファー(英語名 Wi-FAA)

 得意な顧客・市場分野

企業向けプロバイダ向けネットワーク及びネットワークセキュリティ、認証

 生産拠点・研究体制

品川データセンター設備にてワイファークラウドサービス提供

 特記事項（取得資格・認証等）

第二種電気通信事業者
PR 詳細

FreeWiFi 認証システム 「ワイファー」
CATV 局、自治体向けメトロ FreeWiFi 認証システム AUTH.11 を開発提供している当社は、従来のメトロ WiFi 向
け無制限ユーザ認証システムのラインアップとして、新たにミュージックホール、スポーツスタジアム、コンフ
ァレンス会場、展示会場、商業施設、ホテル、企業、その他パブリックスペース向けゲスト WiFi・FreeWiFi 認
証システム、ワイファー(英語名 Wi-FAA)を 7 月にリリースし、2020 年オリンピックイヤーに向けて、さらなる
市場規模とシェアの拡大を目指しております。
・マルチベンダーAP に対応
CISCO、HPE ARUBA、RUCKUS を始めとする主要海外メーカ各社のＡＰ（アクセスポイント）にとどまらず、国産
ＡＰ含めどのようなメーカの WiFi AP においても、ワイファーは独自の方法で連携し FreeWiFi サービスを提供
できる仕組みを提供しております。
・導入費用削減
マルチベンダー対応により、既設ＡＰを交換せずそのままにゲスト WiFi システムで活用できるため、ＡＰを
新設するよりはるかに低コストでゲスト WiFi、FreeWiFi の導入が可能です。既設ＡＰの交換は製品毎に異なる
電波特性に適した付け工事が要求されるため、再度の無線サーベイ、ヒートマップ作成、取り付け位置の見直し
変更、それに伴う配線工事など多大な工費が再度発生するため、既設ＡＰを交換せずそのままにゲスト WiFi シ
ステムで活用できることで、大幅な導入費用削減が可能となります。
・導入／運用が容易に
またワイファーでは、一般的な認証システムではＳＮＳ認証の際運用上必要とされていたＷＬＡＮコントロー
ラによるＳＮＳプロバイダで採用しているＣＤＮサービスに対応する複雑なウォールガーデン管理・ホワイトリ
スト管理・認証前ロール管理が不要となります。
メンテナンスフリーとなるため運用管理コストを大幅に軽減できます。
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技術アピールシート
さんわこうき

三和工機株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

機械設計、装置、電気・電子、
マイコン、ソフトウェア、制御

[本社]〒101-0038 東京都千代田区神田美倉町 12 番地 2
[事業所]〒190-0012 東京都立川市曙町 1-36-3 東芝立川ビル 2 階
10,000 万円

908 名

従業員数

設立年（西暦）

1959 年

設計開発型エンジニアリング（機械・電気・電子・ソフト設計、各種装置の設計製作）
https://www.sanwakoki.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業企画部
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

本間

昇

03-6859-1551

n_honma@sanwakoki.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

生産設備の設計製作、組込みソフト・自動瓶飾り装置、産業用組込みソフト開発

 得意な顧客・市場分野

産業用生産設備、半導体設計、マイコン制御ソフト、医療器ソフト、自動車関連

 生産拠点・研究体制

立川と府中に設計拠点、神田本社にメカ系開発センター、国内２社と台湾に設計子会社

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

当社は 1959 年設立のエンジニアリングサービスの会社 です。
自動瓶飾り（ひも結び）装置

・ＦＡ/メカトロ装置設計及び設計･製作
・各種製品開発設計（建設機械、医療機器、液晶モジュール等）
・半導体設計/評価、組込みソフトウェア開発、各種基板設計
設計製作・派遣・請負で、三和工機グループ 1000 名の技術者 がお客様をサポ
ート致します。
装置設計では、自動車生産設備・液晶生産設備・各種自動化装置で培った技術
の蓄積で、ご要望に合わせた オリジナルの設備を開発 致します。

アルミホイールハンドリング設備

※開発装置の一例は YouTube でも公開中
YouTube 三和工機公式チャンネル
http://goo.gl/eFSEkg

またはこちらから

→

当社は長く半導体設計に携わってきた経験から、マイコン応用システム開発
に強みがあります。マイコンの選定からソフトウェア開発、専用基板の設計
から各種ドライバ開発、評価まで。量産を除くソフト・ハードをワ
ンストップで対応が可能です。

組込みソフト用
学習教材

マイコン評価用基板
・ドライバソフト

各種製品開発の分野では 技術者の派遣・請負 で、メカ・電気・半
導体・制御・ソフトウェア開発等、様々な分野で経験豊かな技術者
がお客様の製品開発をサポート致します。
三和工機は“Biyond2020”を応援します。 ※自動瓶飾り装置は日本伝統産業品（日本酒）の魅力発信をお手伝
い（蝶結び＝日本文化の伝統美）し、未来に向けたレガシー創出を応援しています。
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技術アピールシート
しーしーでー

株式会社シー・シー・デー
所在地

〒192-0046 東京都八王子市明神町 1-25-11

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

システム・ソフトウェア

技術キーワード

外観検査、プログラム製作

5名

従業員数

設立年（西暦）

1982 年

外観検査装置、画像入力ボード製造・画像処理ハード・ソフト製作
www.ccdimage.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業
TEL

技術分野

西川 信一

042-646-6679

sales@ccdimage.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

外観検査装置、画像入力ボード製造・画像処理ハード・ソフト製作

 得意な顧客・市場分野

製造業

 生産拠点・研究体制

〒192-0046 東京都八王子市明神町 1-25-11

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

シート外観検査装置

（例）

(1)シート外観検査装置
シート状の製品をＣＣＤラインカメラで画像入力し、キズや汚れ、凹凸などの欠点を検出します。
パターン印刷されたシートの検査に対応し、印刷パターンの外観検査および指定位置の寸法測定も
可能です。
品種設定画面と欠点検出画像

(2)CCD カラーカメラによる垂直反射率画像計測装置
約□4 ㎜（約 19 万点）の反射率（R,G,B）を、開発したデータ処理により表面粗さと
反射色彩値の同時測定が可能です。

(4)チップカウンタ
(3)錠剤検査装置
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技術アピールシート
しすてむけいかくけんきゅうしょ

株式会社システム計画研究所

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

AI、機械学習、画像処理

所在地

[本社] 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 2 番 9 号 カスヤビル

資本金

8,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1977 年

AI・医療・通信・画像関連のソフトウェアの開発・販売
http://www.isp.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 事業本部
TEL

102 名

従業員数

第２セグメント 石塚 寛之

03-5489-0232

 得意な技術・製品

h-ishi@isp.co.jp

E メール

AI、画像処理、医療情報、通信・ネットワークの諸分野を中心としたソフトウェア開発、
システム開発、システムインテグレーション、コンサルテーション

 得意な顧客・市場分野

AI、画像処理、ロボティクス、インフォマティクス、外観検査、医療情報

 生産拠点・研究体制

ラボラトリ（東京都渋谷区）

 特記事項（取得資格・認証等）

2008 年 11 月 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001）認証取得
PR 詳細

当社は今期 41 期目となる独立系研究開発型のソフトウェア開発会社です。事業領域を高度技術分野に絞り込み
ソフトウェアの開発・販売を行っており、現在 AI 分野を事業としても研究としても取り組んでおります。当社
は AI のコンサルティングからシステム構築、サービス化までワンストップでお手伝いいたします。
○自社製品・研究開発
・小規模データから始める高速学習型検出エンジン『REEL』
・製造業向け AI 外観検査ソフトウェア『gLupe』
・監視ソリューション向け AI エンジン『SENLI』
・コンクリートのひび割れ検出エンジン『ひびここ』

○業務実績
・自動車業界、通信キャリア、製造業、人材紹介業等
・AI 立ち上げ支援、コンサルティング、システム構築、
および企業向けプライベートセミナー実施多数
・NVIDIA 様「ディープラーニング相談室」パートナー企業
・NVIDIA 様 Deep Learning スーパーコンピュータ「DGX-1™」正規代理店 GDEP アドバンス様と連携した「導入支援プ
ログラムのご提供」

○共同研究・公募案件
・京都大学 奥野研究室との「ビックデータ創薬」に関する共同研究
・宇都宮大学 尾崎研究室とのつくばチャレンジに関する共同研究
・経済産業省「省エネ型電子デバイス材料の評価技術の開発事業（機能性材料の社会実装を支える高速高効率な安全
性評価技術の開発-毒性関連ビッグデータを用いた人工知能による次世代型安全性予測手法の開発-）
」への参加
・農林水産省「人工知能未来農業創造プロジェクト（ＡＩを活用した土壌病害診断技術の開発）
」への参加
・練馬総合病院様との共同研究
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技術アピールシート
しすてむもーめんつ

株式会社システムモーメンツ

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

アプリケーション開発

所在地

[本社]〒107-0062 東京都港区南青山 2-5-17 ポーラ青山ビルＭ２

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

20 名

設立年（西暦）

1998 年

システム構築に伴うコンサルテーション、設計、製造 ビッグデータに対するデータマイニング等

http://www.moments.co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

03-6804-5430

大松

穣二
E メール

g.daimatsu@moments.co.jp

 得意な技術・製品

Java、PHP、.net 系の言語を駆使したシステム構築

 得意な顧客・市場分野

物流倉庫、不動産賃貸管理、データマイニング、システム運用

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

主な開発事例
・物流倉庫系のシステムリプレース及び開発（某製造系企業直契約）
弊社は小規模ながら昨年より本システムを手掛け、近々リリース予定です。
規模は８０人月強で弊社レベルの企業ではなかなかこなせる規模ではありませんが、ほぼスケジュール通り完成
を迎えようとしています。（VB.net ORACLE Linux 環境下での開発）
・不動産賃貸管理システム（某化粧品製造販売企業子会社直契約）
第一フェーズ開発より足かけ８年システム保守維持管理、追加機能開発を手掛けております。
開発総規模は５０人月強におよび、現状新機能追加開発の提案中です。
（Java VB.net

SQL Server Windows 環境下での開発）

・データマイニング
国立情報学研究所との契約により博物館、美術館等の来場者データ活用等のシステム構築。
国立民族学博物館、東京都美術館、国立新美術館、横須賀美術館等のシステム構築を手掛けております。
（Java PHP MySQL Linux 環境下での開発）
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技術アピールシート
じゃこむ

株式会社ジャコム

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

組込みデータベース

所在地

[本社]〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-19-1 ビッグス新宿ビル

資本金

4,900 万円

設立年（西暦）

1974 年

システム・アプリケーション開発

主要事業
Web サイト

http://www.jacom.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 新規ビジネス推進室
TEL

193 名

従業員数

03-3354-6701

室長

尾島

泰弘
ojima@jacom.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

組込みデータベース、BI ダッシュボード、高速開発プラットフォーム、POC 支援

 得意な顧客・市場分野

産業機器メーカー様、他、業種問わず

 生産拠点・研究体制

新宿本社、名古屋事業所

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、ISO27001、ISO14001
PR 詳細

EMPRESS 組込みデータベースを、機器のインテリジェンス化、エッジコンピューティングにご活用ください。
ジャコムの EMPRESS 認定技術者が、導入のご検討や製品評価、実証実験のフェーズから手厚くサポート致します。
高速データベースエンジン
Empress のデータベースエンジンはインプロセス型です。クライアントサーバ型に比べると通信時間
のロスが無く、少ないメモリ消費量で稼働します。
ANSI SQL 準拠
ANSI SQL 92 に準拠したリレーショナルデータベースで、JDBC / ODBC / ADO.Net 等の標準仕様にも
対応しており、各種プログラム言語や開発環境に適合します。
非断片化構造
データ登録と削除を長期間繰り返しても、データ領域の断片化が発生しにくい構造を持ちます。
データ格納効率低下やデータアクセス速度低下を回避する処理(デフラグ・バキューム)が不要です。
断電回復機能
電源の瞬断による不整合が発生しても、再起動後に素早く修復されます。トランザクションのロール
バックや、破損した辞書データやインデックスの再作成等が、高速で実行されます。
In-Memory機能
登録データをメモリに格納できます。リアルタイム性が求められるデータはメモリに格納し、その他
のデータはファイルシステムに格納する使い分けが可能です。
レプリケーション機能
同じデバイス内の異なるデータベース間から、異なるデバイス・OS 間まで、データ連携が可能です。
データの漏れや重複が発生しない仕組みは、サーバ・クラウド連携にも活用されています。
暗号化機能
NSI 標準のブロック暗号化方式(AES256 等)を採用しており、ユーザの暗号化アルゴリズムを使用でき
ます。データベースの部分的な暗号化が可能で、暗号化による性能劣化は僅かです。
導入実績：FA コントローラ、PLC／加工機、成形機など各種工業機器／MFP、業務プリンタ／通信カラオケ端末／
医療機器／POS 機器／各種通信機器／タブレット、モバイル機器／ロボット／IoT/M2M ゲートウェイ等
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技術アピールシート
すたじおわおりえんと

スタジオ和オリエント株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

VR、3DCG、シミュレータ

所在地

[本社]〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町 1 番地

イケダビル 9F

資本金

600 万円

設立年（西暦）

主要事業
Web サイト

2005 年

VR コンテンツ開発（労働災害体感アプリケーション、訓練シミュレータ等）及びモデルデータ作成

http://www.studiowa.com/

連絡先（部署・氏名） 情報機器部
TEL

6名

従業員数

部長補佐

03-5207-8080

井口

修
iguchi@studiowa.com

E メール

 得意な技術・製品

触覚を利用した VR 体感コンテンツ

 得意な顧客・市場分野

安全教育

 生産拠点・研究体制

東京本社、島根支店（島根県松江市）、スタジオ和ベトナム（ベトナム・ホーチミン）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

10 年以上に渡って、VR を使った訓練シミュレータ（運転シミュレータ、ショッピングシミュレータ等）や安全教育向
けの CG 映像等の作成を行って来ました。
・RiMM 危険体感 VR システム
・運転手・車掌向け鉄道運転シミュレータ
・消費行動調査向けショッピングシミュレータ
・自然災害危機管理訓練シミュレータ
・原子力発電施設向け防護設備設計の訓練シミュレータ
・原子力発電施設向け遠隔操作訓練シミュレータ
【RiMM 危険体感 VR システム】
VR を使用した災害事故を安全に体感する製品の開発を行って
おり、事故そのものを体感することで危険感受性を向上させ、
効果的な安全教育を目指しています。視覚、聴覚だけでなく
他の感覚の刺激やデフォルメ表現等の演出を行っており、強
い印象を残すことで高い教育効果が期待されます。安全教育
にとどまらず、技能伝承や技能向上にも活用できるプラット
フォームの開発を進めています。

【原子力発電施設向け防護設備設計の訓練シミュレータ＆遠隔操作訓練シミュレータ】
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技術アピールシート
そうぞうでざいん

有限会社創造デザイン

[本社]〒194-0212 東京都町田市小山町 3643-5

資本金

300 万円

Web サイト

従業員数

4名

遠隔現場、技術支援

設立年（西暦）

1997 年

製造業向けパッケージソフト開発販売
http://sozodg.com

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

技能伝承、作業分析、

技術キーワード

所在地

主要事業

システム・ソフトウェア

技術分野

鹿又 祐二

042-774-2246

 得意な技術・製品

E メール

sozo@sozodg.com

・効率的な技能伝承を可能とするｼｽﾃﾑ構築
・映像圧縮技術/ｾｷｭｱな通信を基にした遠隔支援ｼｽﾃﾑ構築

 得意な顧客・市場分野

・製造業 ・サービスメンテナンス業

 生産拠点・研究体制

自社

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

〇技能伝承・映像電子マニュアル作成ソフト
映像マニュアルが簡単に作成でき、
既存の手順書と一緒に本棚形式で
区分け整理できる技能伝承ソリュ
ーションです。
複数カメラを同時撮影する仕組み
もあります。

〇作業分析・技術レベル見える化ソフト
1:1、1:N の作業分析・作業改善・技術レベル見える化が可能なマルチプレイヤーです。
熟練者との映像比較により社員のスキルチェック、スキルアップを図ることができます。

〇遠隔地現場リアルタイム技術支援ソフト
遠隔地（国内・海外）現場でのトラブ
ルに素早く、簡単に現場にアクセスし
て熟練技術者が出張せずに
技術支援ができる IoT ソリューション
です。両者で図面、ライブ映像を共有
して、指示・指導が可能。
本部（技術部門）で現場情報を共有し
ながらリアルタイムサポートが可能に
なります。

246

技術アピールシート
そふとさーぼしすてむず

システム・ソフトウェア

技術分野

ソフトサーボシステムズ株式会社

制御装置、モーションコントローラ、
EtherCAT、半導体製造装置、

技術キーワード

ロボット制御、CNC、PC ベース
所在地

[本社]〒190-0022 東京都立川市錦町 3-1-13 立川 AS ビル 2F

資本金

43,237 万円

従業員数

15 名

設立年（西暦）

1996 年

PC ベースのモーションコントローラメーカの開発及び販売
主要事業

①半導体製造装置等、各種製造装置向けモーションコントローラ
②産業用ロボットコントローラ

Web サイト
連絡先（部署・氏名）

TEL

http://www.softservo.co.jp
取締役 技術部長 大塚 久人
042-512-5377

 得意な技術・製品

E メール

h_otsuka@softservo.com

専用のハードや基板なしに PC 一台で複数の産業装置に対して高速同期制御を可能にす
るソフトウェア技術

 得意な顧客・市場分野

日立製作所、リコー、DISCO、サムスン電子（韓国）
、鴻海（台湾）
、Huawei（中国）
半導体製造装置メーカ、スマホ製造装置メーカ、産業用ロボットメーカ、加工機メーカ

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

登録番号：US 6826434、出願番号：US 09/344433、第 14 回多摩ブルー賞優秀賞受賞
PR 詳細
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技術アピールシート
とうようしすてむ

東洋システム株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

ソフトウェア開発、業務パッケ
ージ、ネットワーク基盤

[本社]〒190-0023 東京都立川市柴崎町 2-3-17 第 1 東洋ビル
[都内所在地]〒197-0003 東京都福生市熊川 1490-4 第 2 東洋ビル
5,000 万円

170 名

従業員数

設立年（西暦）

1976 年

ソフトウェア開発、ネットワーク構築、ICT 技術サポート、セキュリティコンサル
http://www.toyosystem.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業本部
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

グループリーダー

042-551-1040

永吉

E メール

保夫
Nagayoshi_yasuo@toyosystem.co.jp

 得意な技術・製品

生産管理・物流関連のシステム開発、業務システム開発、セキュリティ製品導入

 得意な顧客・市場分野

製造業、物流業

 生産拠点・研究体制

開発本部（福生市）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISMS 認証、P マーク認証、労働者派遣事業許可、有料職業紹介事業許可
PR 詳細

当社は多摩エリアに拠点を持つ一部上場企業の大手メーカー様をはじめ幅広いクライアントに対して、独立系 IT
企業の強みである系列にこだわらない最適なシステムの提案で、クライアントの各種業務の効率化に貢献してま
いりました。
●生産管理システム開発実績

●物流システム開発実績

（需給調整、生産管理等）

（倉庫ロケーション、配送管理等）

●食堂精算システムパッケージ開発・保守

●UTM（統合脅威管理アプライアンス）TISG3000

IC カードで簡単決済

全ての機能を統合したオールインワンのセキュリ
ティソリューション。本製品は 100 名規模に最適。

●UTM（統合脅威管理アプライアンス）TISG3000
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技術アピールシート
にほんびじゅあるさいえんす

技術分野

日本ビジュアルサイエンス株式会社

技術キーワード

システム・ソフトウェア
システム・ソフトウェア
画像処理

所在地

[本社]〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-26-2 コーラルビル 4 階

資本金

2,700 万円

従業員数

10 名

設立年（西暦）

1997 年

1.画像処理を中心としたソフトウエア開発と販売
主要事業

2.光学機械、計測機器及びその周辺機器の販売
3.システムインテグレーション 4.産学連携による先端技術の研究開発

Web サイト

http://www.nvs.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

滝 克彦

03-5155-5561

 得意な技術・製品

下記参照

 得意な顧客・市場分野

下記参照

E メール

info@nvs.co.jp

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

[ソフトウエア]
○三次元画像の再配布と簡単再生を実現するソフトウエア「ExFact VR 2.1」
○三次元画像解析ソフトウエア ExFact Analysis
・多孔体や粒子のネットワーク構造解析「ExFact Analysis for Porous/Particles」
・繊維構造の三次元解析「ExFact Analysis for Fiber」
○リバースエンジニアリングソフトウエア「PointMaster」
[ハードウエア]
○多角的偏光イメージングシステム「Polamazing 1000」
○動的イメージング用小型万能試験機「Dynamazing 150」
[透明模型]
○実物の三次元画像からつくる立体模型制作「ExhiBits」
弊社は先端的な科学技術、産業、医療等の分野で用いられる「3D と画像処理」に関するソフトウエア
に特化した事業を1997 年から20 年間、継続しております。客層は大学、研究所、公設試、企業の研究開
発部門といったアカデミックな法人が主体です。特に産業用X 線CT やFIB SEM といった画像デバイスか
ら得られた断層画像を3D 可視化/ 解析するアプリケーションに注力しており、非破壊検査や分析といっ
た業界で島津製作所、東芝等国内大手装置メーカーと関係が深く、特徴あるソフトウエア製品群と、専門
化された高度な技術力、豊富な経験からくるノウハウによる受託解析業務が弊社の強みとなっておりま
す。ここ5年あまり、上記検査用、試験機などのハードウエアや立体透明模型などの新しい事業領域に進
出致しました。ハードウエアとソフトウエアの融合により生み出されたデータ本位のビジネスを志向して
います。
[ソフトウエア適用分野]
材料工学、化学、エネルギー、地質、原子力分野など
電池材料、触媒、不織布、セラミックス、樹脂、金属材料、ゴム、生体材料、
炭素繊維、繊維、紙、薬顆粒、コンクリートなど複合材料全般
[ハードウエア適応分野]
樹脂成形品、ガラス、フィルム、光学部品、レンズ、高分子材料、光学結晶、
光ディスク、半導体ウェハ、文化財、その他透明/半透明物
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技術アピールシート
にゅーしすてむずてくのろじー

株式会社ニューシステムズテクノロジー
所在地

[本社]〒181-0012 東京都三鷹市上連雀 4-3-3

資本金

2,000 万円

主要事業
Web サイト

システム・ソフトウェア

技術キーワード

計測・制御ソフトウェア

20 名

従業員数

設立年（西暦）

1991 年

計測・制御・組込み系、Web・データベース、Labview 等の各種システム受託開発
http://www.newsys.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部

林

0422-48-1411

TEL

技術分野

淑夫
nst-sales@newsys.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

計測、制御、メカトロ系ソフトウェア開発技術

 得意な顧客・市場分野

計測・制御及び実験・設備装置メーカー、研究所、制御・計測系システム市場

 生産拠点・研究体制

本社・開発部門（三鷹）

 特記事項（取得資格・認証等）

BCP 策定、労働者派遣事業
PR 詳細

【 自社ＰＲ 】
 計測・制御・組込み系ソフトウェア受託開発に特化した技術サービスを提供できます。
 大手メーカー・SIer・研究所様向け各種システム構築で多く開発実績を有しています。
 「ハードが分かるソフトの会社」としてご評価をいただいております。
 近年はご要望の多い、Web やデータベース、Android 端末へも応用範囲を拡大しております。
【 開発実績例 】
 計測データ収録・解析システム、ロギングシステム、性能試験システム
 防災監視制御システム、温度監視システム、医療装置制御システム
 制御装置メンテツール（Android）
、デジタルサイネージ表示システム
 各種試験機用ソフトウェア、測定装置ソフト、LabVIEW ソフトウェア
 「試験効率化エビデンス採取ツール」の販売
膨大なキャプチャ採取とその整理などをサポートします。
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技術アピールシート
のーとすぺーす

株式会社ノートスペース
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

システム・ソフトウェア

技術キーワード

アプリ、IoT

[本社]〒196-0002 東京都昭島市拝島町 5-9-16
[都内所在地]〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-25-10 TR ビル 5 階
300 万円

従業員数

6名

設立年（西暦）

2011 年

スマホ向けアプリ受託開発、ウェブシステム受託開発およびシステム設計・構築・運用
https://www.notespace.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

技術分野

0422-26-8790

河村

真也
E メール

kawamura@notespace.jp

 得意な技術・製品

スマホアプリやセンサ技術を使った現実世界での利便性向上、ワクワク感の演出

 得意な顧客・市場分野

BtoC 向けにサービス提供している企業

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

弊社は、事業の主軸をスマホ向けアプリ開発とウェブシステム開発としており、サーバ・ネットワークを含め
たシステム全体の設計・構築・運用までトータルで受託している会社です。デザイナーも所属し、イラスト作成
やウェブ・アプリのデザイン、ノベルティ作成、動画作成などデザイン面でも幅広く受託しております。また、
ハードウェア系のエンジニアが所属しており、センサやマイクを使用した製品のプロトタイプやデモ機作製等も
行っております。
弊社は仕事をする上で「ハッピーのカタチを考える。」をテーマにすべてのことに取り組んでいます。弊社の持
っている技術力やデザイン力を駆使して、社会を笑顔にできるように日々の仕事を進めております。
具体的には、サービスや製品の企画段階からお打ち合わせをさせて頂き、世にある技術を組み合わせてどのよ
うな事ができるのかを提案させて頂く関わり方が、弊社の最も得意とする進め方となります。
■ タッチセンサ搭載ディスプレイを使用したテーブルディスカッションシステム
AGC旭硝子社を含め 4 社で共同開発を行いました。新規開発したハードウェア製品にどのようなソフトウェア
を搭載することでイノベーションが起きるか、企画段階から参加しグループディスカッションをデジタル化
する仕組みを開発しました。（https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP470917_Y8A200C1000000/）
■ ピザハット社スマートフォン向けアプリ
日本ピザハット社注文アプリのUI/UX企画および開発・開発保守を受託しており、UIリニューアルや決済機能
追加の組み込み等を行っております。（http://www.paymentnavi.com/paymentnews/67268.html）
■ アプリと IoT デバイスを使用した館内案内システム
展示品のある施設において、展示品紹介のスマホ向けアプリを作製し、IoT デバイス（Intel Edison/Raspberry
Pi）設置により、展示品に近づくことで解説を受けられるサービスを開発しました。
館内ルートにデバイス設置を行うことにより、お客様の回遊ルートや留まった時間の計測等の結果分析に必
要なデータの取得も同時に行い、企業側にも大きくメリットの出るサービス開発となりました。
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技術アピールシート
のぞみ

システム・ソフトウェア

技術分野

のぞみ株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒206-0011 東京都多摩市関戸 4-23-1

資本金

2,000 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

従業員数

8名

通信、メカトロ、
制御組込みソフト

設立年（西暦）

2008 年

組込みシステム、特に無線機器の開発、製造、販売。
http://www.nozomicorp.jp/
髙田

淑朗

042-319-6146

E メール

takata@nozomicorp.jp

 得意な技術・製品

429MHz 帯無線機器

 得意な顧客・市場分野

電気機器業界、通信業界、農業業界（無線機器の開発、組込みシステムの開発）

 生産拠点・研究体制

情報通信研究機構 etc.と連携。工事設計認証、技適を取得し生産は外部に委託。

 特記事項（取得資格・認証等）

IC システムセキュリティ協会会員、平成２９年多摩ブルーグリン賞優秀賞
PR 詳細

★無線通信モジュール
429MHz 帯無線で国内最速（他社比 3 倍）の無線機を開発・生産中。日刊工業新聞 2018 年 1
月 25 日号に紹介された。通信速度：14,400bps、通信距離：見通し数 km（右の写真）。
世界最小、高性能の 400MHz 帯無線モジュールを開発（２段目の写真）


小型：12.5mm x 22.5mm x 2.0mm（アンテナを含む）



周波数：429MHz、ﾁｬﾝﾈﾙ数：40、出力：10mW、通信速度：7,200bps、通信距離：見
通し 500m 以上



BAN プロトコル搭載可能。血圧計・体重計・パルスオキシメータなどに内蔵可能。



特定小電力モジュールのほか、ZigBee、WLAN、Bluetooth モジュールも開発製造。



小型生体センサ・温湿度センサ等の無線ネットワーク・データロガー構築。

★コーデックおよび各種画像処理


応用製品：携帯電話、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ、Android 端末、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ TV、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ、ｹﾞｰﾑ
機など。

★組込みシステム＆モジュール開発・製造
各種組込みシステムの開発・製造。
実績：
（独）理化学研究所

X 線自由電子レーザー（XFEL）施設 SACLA に各種制御装置（次の写真）を納入、ほか

多数。
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技術アピールシート
ばーねっと

システム・ソフトウェア

技術分野

株式会社バーネット

技術キーワード

所在地

[本社]〒162-0814 東京都新宿区新小川町 9−6 新畑戸ビル 2F

資本金

100 万円

主要事業
Web サイト

11 名

検品、照合、在庫

設立年（西暦）

2013 年

物流・制御・業務システムの設計・開発・保守、スマホ/タブレットアプリ設計・開発
http://www.barnet.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業企画部
TEL

従業員数

バーコード読取、受託開発、

高橋

ケイ

03-3513-5971

E メール

sales@barnet.co.jp

 得意な技術・製品

物流システム・機器制御の設計・開発・保守

超速でバーコードを読取るスマホアプリ

 得意な顧客・市場分野

電機・電子・機械・医用機器業界、農業環境関連

 生産拠点・研究体制

東京都新宿区

 特記事項（取得資格・認証等）

特になし
PR 詳細

iPhone, Android の内蔵カメラで、瞬時にバーコードが読み取れる！

「動くもの」や「動かすもの」などの「モノ」の管理・制御するシステムはお任せ下さい！
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技術アピールシート
ばいおねっとけんきゅうしょ

システム・ソフトウェア

技術分野

株式会社バイオネット研究所

技術キーワード

所在地

〒190-0022 東京都立川市錦町 2-3-28 アルブ立川ビル 2F

資本金

8,250 万円

主要事業
Web サイト

10 名

構造解析シミュレーション

設立年（西暦）

2010 年

計測機器、医療機器のシステム（ソフト・ハード）の受託開発
赤外、紫外、X 線 CT、電子線、超音波画像計測システム、パターン認識、シミュレーション
http://www.bio-net.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 管理部
TEL

従業員数

機械学習、AI、IoT、画像処理、

野口 文恵

042-512-9021

E メール

noguchi@bio-net.co.jp

 得意な技術・製品

機械学習、システム・ハード/ソフト開発

 得意な顧客・市場分野

医療機器・計測機器メーカー、インフラ企業、IoT 企業

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項 （取得資格・認証等）

平成 26 年ものづくり助成金にて X 線 CT 特許取得
PR 詳細

物理・工学・生物・薬学・統計学・組込みシステム・AI エキスパートによるユニークな製品開発

物理設計

ﾍﾙｽｹｱ

機械学習

http://www.bio-net.co.jp/SP-elbis/
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技術アピールシート
びじゅあるうぇあ

ビジュアルウェア株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒190-0022 東京都立川市錦町 3-1-25 4F

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

4名

従業員数

3D グラフィックス、
クラウド、CAD、BIM/CIM

設立年（西暦）

1999 年

ソフトウェア受託開発、販売
http://www.vware.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 奥島
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

隆司

042-540-2738

okushima@vware.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

図面・地図・３Ｄ等のグラフィックス表示による専用システム開発

 得意な顧客・市場分野

建築・測量・土木・インテリア、（空間レイアウトシミュレーション・積算）

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

経済産業省補助金採択事業、製品の独自機能は特許出願中
東京都中小企業振興公社マーケティング戦略策定支援製品
PR 詳細

図面入力＋3D 表示＋データ連動機能をインストール不要なクラウド上で実現するアプリケーションを開発しました。
２Ｄ、３Ｄグラフィックスがインストール不要で、タブレット等原則として OS や機種を選ばずに動作します。
空間レイアウトを図面表示・３Ｄ表示・属性表示する業務のニーズに、システム構築のベースとして導入いただくことで、
開発期間・コストの大幅な削減が可能となります。（業務に応じたデータ設定を行うだけで基本機能が動作）
◎CAD＋３Ｄソフト＋表計算ソフト等で別々に作業していた企画・設計・積算・プレゼン・報告書等の資料等が一連の操
作だけで同時に生成可能となります。（著名企業に導入実績）
◎図面や３D 編集と属性データが連動するため、建築 BIM／土木 CIM を手軽な環境で実現することができます。
■アプリケーションベース（およびカスタマイズ製品）の特徴
☆ 図面入力と同時に 3D表示され、イメージを確認しながら編集できます
☆ 独自工夫のグリッドによる入力方法で、簡単に図面作成ができます
☆ 図に連動する属性データを定義して、詳細・一覧・積算等を同時表示できます
☆ 現場と事務所のリアルタイムデータ共有・編集が PC やタブレット間で実現できます
〇レイアウト図面･３Ｄ・積算同時処理アプリ（オリジナル）

〇測量･調査データリアルタイム送信アプリ（応用開発）

〇地形図表示・編集・積算（オリジナル）

〇Web-Cad データ編集（応用開発）
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技術アピールシート
ひゅーまんりんぐ

株式会社ヒューマンリング

技術キーワード

所在地

[本社]〒167-0021 東京都杉並区井草 2-10-13

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

5名

E メール

info@humanring.net

スマホ、Android、
QR コード、Wifi 通信

設立年（西暦）

2009 年

オープン系システム開発
http://humanring.net

連絡先（部署・氏名） 管理部
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

馬場

芳郎

03-3396-3150

 得意な技術・製品

Android スマホにおける QR コード読取 http 通信・出荷 Location 管理システム

 得意な顧客・市場分野

部品製造業・ネット販売業

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

特になし
PR 詳細

◆ ＬＯＣＡＴＩＯＮ管理システム
・ＱＲコードを利用して、在庫管理を細かく徹底、期限管理・棚番管理などを実現します
Point１．ミスの撲滅
デジタルカメラ読取ですから、部品番号の読み間違い等
ヒューマンエラーの発生を防止できます。
Point２．情報更新を即時化
入出荷のその場で読取処理しますから、在庫情報の更新が迅速に可能です。
Point３．作業の円滑化・簡便化
倉庫内で在庫を探す時間ロスなし、出庫作業に熟練者は不要です。

在庫管理システム

現在

現在の在

の在

庫場所

ロケーション DB
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技術アピールシート
ふぃぐら

フィグラ株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

自律型走行ロボット

所在地

[本社]〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 15 神田ＴＫＭビル 8 階

資本金

9,000 万円
清掃用ロボット（他

主要事業

337 名

従業員数

設立年（西暦）

1973 年

化粧品製造・ガラス建材加工有り）

http://www.figla.co.jp/

Web サイト

連絡先（部署・氏名） ＦＴ事業・ロボット部

03-5256-5015

TEL

扇谷

敏明
t-ogiya@figla.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

自律走行型・清掃用ロボット

 得意な顧客・市場分野

ビルメンテナンス業界

 生産拠点・研究体制

工場・開発（埼玉県本庄市）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO-14001（2002 年）

ISO-9001(2009 年)取得（工場）
PR 詳細

《業務用清掃用ロボット》

F.ROBO CLEAN（エフ・ロボクリーン）は
2009 年 10 月に発売を開始し、空港施設、美術館、図書館
オフィスビル、病院、ホテル、学校など、様々な場所で
ご活用頂いております。
※ドライバキューム清掃用ロボット

《主な機能や特徴》
①自律走行

建物に付帯設備を増設することなく、センサーで壁との距離を測りながら、予めプログラミング

したルートを自律走行致します。
②安全設計

複数の内蔵センサーにより、人や障害物の直前で停止し、万が一、接触してもバンパーセンサーで

衝撃を大幅に軽減、階段や凹凸のある床面を検知し、転落、転倒を未然に防ぎます。
③走行設定

プログラミング方式を採用し、長年の経験を活かした、走行ルート設定をメーカー側で行い

より確実に、より安全に、より細やかな設定が可能です。
※例

走行速度の途中変更、開始・終了位置の指定などプログラミングならではの、細やかな設定が可能です

④安心の吸引力

AC バキューム清掃機に近い吸引力です。

⑤脱着可能なバッテリー

バッテリーが脱着可能で、予備バッテリーと交換する事により、充電による作業

待機時間ロスが発生いたしません。満充電時、通常条件で約 2 時間弱の作業が可能（充電時間は約 2.5 時間）
⑥効率ノズル幅が 750 ㎜タイプと 500 ㎜タイプの 2 種類を採用しており、効率的に作業する事が可能です。
タイマー機能を有しており、作業スタッフ様不在でも清掃スタートが可能です。
⑦分解可能な本体【本体】・【吸引タンク】・
【吸い込みノズル】の 3 分割に分解でき
宅配便での配送が可能です。
・本体

：W510 x L516 x H430 (mm)

12.2kg

・ノズル

：W756 x L136 x H184 (mm)

3.5kg

・集塵ボックス ：W295 x L308 x H413 (mm)

6.6kg

以上の主な機能を有し『清掃の高品質化・人とロボットの作業の最適化』を実現しております。
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技術アピールシート
ぶいてっくけんきゅうしょ

システム・ソフトウェア

技術分野

株式会社ブイテック研究所

技術キーワード

ブレ補正、歪み補正、顔認識モ
ザイク処理、道案内動画

所在地

[本社]〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH6 階

資本金

4,160 万円

主要事業
Web サイト

18 名

設立年（西暦）

2015 年

動画制作、メディア事業
https://www.vteclaboratories.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 経営企画部
TEL

従業員数

03-6856-4127

縄田

陽介
E メール

y.nawata@vteclaboratories.co.jp

 得意な技術・製品

映像のブレと歪みの補正、顔認識によるモザイク処理を活用した高速再生一人称動画

 得意な顧客・市場分野

個店や施設の道案内動画、不動産物件紹介動画等

 生産拠点・研究体制

画像処理について東京大学工学部相澤研究室と共同研究

 特記事項（取得資格・認証等）

主要研究成果については特許出願中
PR 詳細
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技術アピールシート
ふたいてん

システム・ソフトウェア

技術分野

有限会社フタイテン

技術キーワード

組み込みソフト、FPGA、
電子機器設計、電子機器製造

所在地

[本社]〒190-0004 東京都立川市柏町 5-1-18 エルシオ玉川上水 104

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

2名

設立年（西暦）

1999 年

組み込みソフトを中心とした電子機器設計・製造、FPGA 設計
http://www.futaiten.co.jp

連絡先（部署・氏名） 黒田 丞司
TEL

042-534-6784

E メール

info@futaiten.co.jp

 得意な技術・製品

組み込みソフト、電子機器設計、電子機器製造、FPGA 設計

 得意な顧客・市場分野

電子機器業界、製造・検査装置業界

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

弊社は、創業以来２０年近く、組み込みソフト設計を中心に事業を進めてまいりました。
お客様の要望を実現するため、喜ばれる製品作りを目指しております。
１．組み込みソフト設計
言語：Ｃ言語、アセンブラ
ＯＳ：μＩTron、Linux
２．FPGA
FPGA 設計（主に Xilinx 社製 FPGA）、
Zynq（Xilinx 社製の CPU 内臓の FPGA）を使用した設計。
３．回路設計
・回路設計
・アートワーク
４．電子機器製造
主に試作品、小ロット品の製造。
簡単なケースであれば作成も可能です。
５．設計から製造まで
小ロット品、試作品等に限りますが、弊社は、設計から製造までを請け負うことができますので、お客様の余
計な手間を省くことができます。
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技術アピールシート
ぶれいんはーつ

ブレインハーツ株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

システム・ソフトウェア

所在地

[本社]〒135-0034 東京都江東区永代 2-31-15 BellWood 永代 3 階

資本金

1,000 万円

従業員数

34 名

設立年（西暦）

主要事業

クラウド・インテグレータ事業・クラウド・サービス事業

Web サイト

http://www.brainhearts.com/ ・http://www.uranba.com/

1999 年

連絡先（部署・氏名） 次世代クラウド販売管理サービス『ウランバ！！』事業部

マーケティング担当 南 千尋（みなみ ちひろ）
TEL

03-5875-8332

E メール

minami@brainhearts-next.com

 得意な技術・製品

次世代クラウド販売管理サービス『ウランバ！！』

 得意な顧客・市場分野

製造業、ストックビジネス

 生産拠点・研究体制

東京

 特記事項（取得資格・認証等）

セールスフォース上級デベロッパー他
PR 詳細

次世代クラウド販売管理サービス『ウランバ！！』は Salesforce プラットフォーム上で使用するアプリケーションです。
ウランバ！！は経営者、営業スタッフ、経理スタッフ、購買スタッフがみんなで使える「働き方改革」クラウド・サービスです。
Salesforce CRM（顧客管理）と SFA（営業支援）、そして売上、販売、在庫管理が一つになった事で経営スピードを上げ、企業経
営を安定化させます。
主な機能としては、見積・在庫管理・請求機能・入金消込等を搭載しております。
また管理が難しいとお悩みの、原価管理に特化した機能もございますので、原価・粗利を意識した予実管理も可能となります。
特に、ストックビジネスや製造業をされている企業様にオススメです。
例えば、ストックビジネスの場合、前受金の処理や多様な売上計上形式（日割計上、一括計上）に対応しております。
また、前年度の売上実績を元に今年度の売上予算を自動作成する事ができ、効率的に売上予算を把握することが可能になります。
製造業の場合は、価格見積から出荷までを一元管理する事ができます。
具体的には２度目以降の注文も数量を変えるだけで簡単に作成できる機能がございます。
また、商品だけでなく原材料の在庫や発注・入荷の管理をおこなうことができます。

その他にもウランバには様々な機能がございますので、ぜひ一度お話を聞きにきてください。
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技術アピールシート
ぷろぐれすてくのろじーず

システム・ソフトウェア

技術分野

プログレス・テクノロジーズ株式会社

制御・シミュレーション、
技術キーワード

組込みソフトウェア、通信、
電気、機構設計、ロボット

所在地

[本社]〒135-0064 東京都江東区青海 1 丁目 1−20 ダイバーシティ東京オフィスタワー15F

資本金

26,000 万円

主要事業
Web サイト

474 名

設立年（西暦）

2005 年 6 月

設計・開発における各種サービスの提供、AI、IoT、ロボットに関わる製品開発
http://www.progresstech.jp/

連絡先（部署・氏名） 設計開発サービス営業部
TEL

従業員数

050-3816-5787

大﨑 雅也
E メール

m-osaki@progresstech.jp

 得意な技術・製品

制御、ソフト、エレキ、メカ分野での設計開発全般

 得意な顧客・市場分野

自動車、電子・精密機器、医療機器分野など

 生産拠点・研究体制

東京本社（開発）

 特記事項（取得資格・認証等）

ダッソーシステムズ社 プラチナパートナー認定
PR 詳細

■制御開発
MATLAB/Simulink を用いた制御開発・シミュレーション
⇒自動ブレーキシステム開発、電動パワートレイン制御、HILS 検証環境構築
■ソフトウェア設計
組込ソフトウェア、アプリケーション、上流システム設計
⇒X 線診断装置 FW 開発、プリンターインク射出 FW 開発など
■電気設計
アナログ/デジタル回路設計、論理回路設計
⇒パワーエレクトロニクス設計、EV 用バッテリー制御回路設計、エンジン ECU 開発など
■機械設計
機構設計、1DCAE、CAE 解析（構造・流体）
（ツール：CATIA、Creo、Pro/ENGINEER、SolidWorks、NX、Abaqus、ANSYS、Isight）
⇒自動車エンジン、複合機・プリンター、半導体製造装置の設計など
■製品開発
AI、IoT、ロボットをテーマとしたイノベーション新製品開発
■関係会社：株式会社アラヤ

・・・人工知能事業

ハイボット株式会社

・・・ロボット事業

エフエステック株式会社、先端技研株式会社 ・・・解析事業
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まいくろてくのろじー

マイクロテクノロジー株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

制御･組込ソフト、通信、IoT

所在地

[本社]〒110-0015 東京都台東区東上野 4-8-1 TIXTOWER UENO 12 階

資本金

13,180 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1983 年

組込系ハード･ソフト開発、業務･Web ソフト開発、IoT サービス･製品開発
http://www.microtechnology.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業本部
TEL

152 名

従業員数

長本 貴茂

03-3845-8080

E メール

takashige_nagamoto@microtechnology.co.jp

 得意な技術・製品

組込系ハード･ソフト開発、IoT プラットフォーム、センサーデバイスの製品開発

 得意な顧客・市場分野

車載･カメラ･複合機メーカー、建設業

 生産拠点・研究体制

-

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、 一般労働者派遣事業認可
PR 詳細

弊社マイクロテクノロジーは、主に組込系ハード・ソフト開発や業務・Web 系開発を行っている
システム会社です。
組込分野では車載計測器や ECU ソフト、カメラレンズ制御ソフト開発を得意としており、業務・Web 系分野では、
生産管理システムや Web サイト開発を受託開発及びオンサイト開発にて支援しております。
近年では、IoT 分野での自社サービスや GPS トラッカーを代表とするデバイス製品開発
を行っております。
弊社でご提供をしている IoT プラットフォームの”CUMoNoSU”は
機器の状態・データ可視化を容易に実現出来るサービスとなっております。
使用例としては、建設現場で稼働している工事用エレベータやタワークレーンの遠隔
監視及び稼働状況をリアルタイムにモニタリングすることで、異常や故障を把握する
システムを実現しました。
デバイス製品開発では、屋内外の位置情報を検知する GPS トラッカーやインフラ施設
の斜面部の状態を検知する傾斜センサー端末の開発実績がございます。
GPS トラッカーは建設資材のパレットや近年流行しているシェアサイクル事業に
使われている自転車に取り付け、
位置情報を Web 上からリアルタイムに確認が出来ます。
傾斜センサー端末では、通信に SIGFOX(省電力広域無線通信 LPWA の規格の 1 つで)を採
用しており、弊社の CUMoNoSU までデータを送り、グラフでの傾斜度の可視化を実現し
ました。
センサー端末の開発、CUMoNoSU へのデータの集約と可視化までを
弊社単体・一気通貫でご提供できる点を強みとし、仕様検討や試作品開発段階から
承っております。
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まいそふと

株式会社マイソフト

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

信号処理・画像処理

所在地

[本社]〒192-0082 東京都八王子市東町 3-9 鈴木ビル

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1990 年

ソフトウェア設計・製造、ハードウェア（電子回路）設計・製造、教育サービス（研修講師）
http://www.mysoft.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 経営管理部
TEL

30 名

従業員数

藤井

亮子

042-656-1023

r_fujii@mysoft.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

防衛、民生向けのハードウェア、ソフトウェアの開発

 得意な顧客・市場分野

防衛関係、ソフトベンダー

 生産拠点・研究体制

八王子市・昭島市

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

■果樹園盗難警戒システムの開発(試作)
果実をもぎとる際に発生する人為的な振動を検知し、指定されたメールアドレスに警報を発報す
るシステム。振動センサ制御、多点無線通信データ制御、情報処理技術と、環境発電技術等を用
いている。平成 25 年度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る
補助金制度を利用しての開発。

■犬の視覚応答判定装置の開発（試作）
犬の緑内障等の早期発見を目的とし、視野角を定量的に計測可能とする装置を開発。視野角度の
計測に画像処理を用いて、連続して入力される犬の眼球画像から、眼球の動きを検出し視野角を
測定。同装置は麻布大学との共同研究によるもの。

■自立走行無人ボート(RC-S3)
GPS およびソナーを搭載した調査用の無人リモコンボードのソフトウェアを開発。有人ボートで
は困難な浅瀬や危険水域でも安全に測量・調査を行うことができる。操船およびデータ取得のた
めの基地局ソフトウェアの開発。

■防衛装備品関連システム開発
ソナーシステム関連のソフトウェア設計、開発、テスト。防衛省規格に準じた設計管理により高い品質を実現。

■転倒予測システム(産学連携の基礎研究)
歩行者の歩行パターンを解析し、転倒に至る歩行を予測するためのシステム開発。転倒予測が可能なデバイス制
御が実現することによって転倒による救助の遅れから死に至るケースや、怪我が原因で寝たきりとなる高齢者増
加の抑制を期待。

■スマートキー運用・管理システム
電気錠、スマートフォン、WEB アプリが連携し、スマートキーの運用・管理を行うシステム開発。ファームウェ
アから WEB アプリケーションまで幅広い技術へ対応し、セキュリティ面を含むシステム構成の立案から参加。

■IP 電話端末
自社開発した SIP プロトコルスタックを用いた Linux ベースの IP 電話端末。
回線に応じてコーデック（ソフト/ハード）を切り替える等、適切な音声データの制御を行うことで、最小限の
遅延、クリアな音質を実現。
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みらっくこうがく

株式会社ミラック光学
所在地

[本社]〒192-0362

資本金

1,000 万円

システム・ソフトウェア

技術キーワード

AI、画像処理検査ソフトウェア

東京都八王子市松木 34 番地 24
従業員数

27 名

設立年（西暦）

1963 年

光学関連機器、精密機械工具の設計・製造及び AI ソフトウェアの販売

主要事業

http://www.miruc.co.jp/

Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

技術分野

営業部 今井 康博
042-679-3825

E メール

sales@miruc.co.jp

 得意な技術・製品

通常の画像処理検査では識別が困難な検査への対応が可能な AI ソフトウェア

 得意な顧客・市場分野

製造業（自動車関連、半導体関連、食品関連など）

 生産拠点・研究体制

函館市に AI ソフトウェアの研究開発に特化した『株式会社 AI ハヤブサ』を設立

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

【AI ハヤブサの概要】
目視検査や既存の画像処理検査での課題を AI(人工知能)＋機械学習
による検査で解決致します。AI ハヤブサを導入することで、熟練検査員
に頼っているような微妙な判定も高精度で行う事が可能で、「自動化」
「省人化」「高速化」「品質改善」「検査効率向上」などが期待できます。
【AI ハヤブサの特徴】
・AI ハヤブサは機械学習機能に AI 機能をプラスしたソフトウェア。
・ご希望される仕様に応じプログラムを作成するカスタムタイプの製品。
・モデル構築は不要ですぐにご使用頂けるが、OK, NG の基準(閾値)変更、
追加学習などはユーザーサイドで対応可能。
・ハードウェアメーカーと協業し、曲面 鏡面外観検査ロボットに
AI ハヤブサを搭載した製品を開発中！
AI 搭載型曲⾯・鏡⾯外観検査ロボット(開発中)

【AI に特化した会社の設立】
人工知能に知見のある公立はこだて未来大学と連携し、AI の研究開発に
特化した『株式会社 AI ハヤブサ』を設立しました。将来的には幅広い分野
で活用できるソフトウェアのプラットフォームの開発を目指します。

■現状検査にご不満をお持ちの会社様からのお問合せをお待ちしております■
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みんとも

Mintomo 株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

音声認識、音声合成、声紋認証

所在地

[本社]〒145-0071 東京都大田区田園調布 2-42-5 アパートメントカヤ田園調布 105

資本金

700 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

2012 年

KOEPASS 他クラウドサービスの企画・開発・運営、アプリ・ウェブの企画・開発及び受託開発
https://mintomo.co.jp

連絡先（部署・氏名） 新井
TEL

4名

従業員数

茂成

03-3721-3585

info@mintomo.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

転売防止チケットサービス、声紋認証による会員証不要の会員サービス等、音声関連

 得意な顧客・市場分野

アプリ開発

 生産拠点・研究体制

東京本社（大田区田園調布）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

これまでの技術ノウハウを活かして、自社の企画力をベースにオリジナルサービスの運営や、異業種他社との
協業による新規事業創出に資源を集中させています。プロスポーツアプリは NHK ニュースおはよう関西で取材・
放送されました。声紋認証・音声認識・音声合成関連を得意としています。
＜取扱品目＞
・KOEPASS
・クラウド型 EC ショップ
・クラウド型電子チケット／声チケット
・クラウド型電子会員証／声パスポート
・ToDo ベース 勤怠管理サービス
・ホームページ制作
・VR／ゲーム制作
・受託開発
＜KOEPASS とは＞
声紋認証で本人確認を行い、本人と確認した場合のみサービスを有効化するサービスプラットフォームです。
声紋認証は指紋など他の生体認証に比べスピーディーでローコスト、個人情報の面でも利用者の抵抗感が少な
く、スマートフォンがあれば特別な装置も不要なので導入・運用にかかるコストも抑えられます。
例えば、転売防止チケットの販売、会員証不要の会員サービス等に利用できます。また、落としたときなど、
紛失による被害も、最小限に食い止めます。
他に、防犯や他のサービス等の多要素認証連携や認証連携として KOEPASS の声紋認証を利用することで、連携
先のサービスの安全性を向上します。手軽に低コストで実現でき、連携先のサービスに負担を掛けることなく、
少ないコストで様々なサービスと連携します。
KOEPASS を導入することで利用者に対するサービスの公正な提供を促進し、同時に防犯による安全性を向上し、
より安全で安心できる世界を実現できます。
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めでぃあらぼ

株式会社メディアラボ
所在地

[本社]〒190-0012 東京都立川市曙町 2-32-8

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

システム・ソフトウェア

技術キーワード

医療・AI

31 名

従業員数

設立年（西暦）

病院・健診向けのソフトウェア開発
http://www.media-labo.co.jp

連絡先（部署・氏名） 医療営業部
TEL

技術分野

小川

042-532-1340

貴弘
E メール

ogawa@media-labo.co.jp

 得意な技術・製品

電子カルテ・オーダリング、健診システム・進捗管理システム

 得意な顧客・市場分野

病院・健診

 生産拠点・研究体制

東京都立川

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、ISO27001、医療情報技師
PR 詳細

医療データの扱いのプロ集団。
現在利用しているデータを HL7、SS-MIX2 等の統一規格の変換ツール
機械学習・研究に利用できるデータへクレンジング作業等を行っております。

最適なクレンジングデータをもとに、患者の自動呼出しシステム、
問診・過去の患者属性情報から担当医をマッチングするシステム等を開発中
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技術アピールシート
もふぃりあ

株式会社モフィリア

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

生体認証

所在地

[本社]〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-13-6 セラヴィ五反田ビル 7 階

資本金

7,334 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

2010 年

指静脈認証技術の開発、提供
https://www.mofiria.com

連絡先（部署・氏名） 営業部門
TEL

11 名

従業員数

山田

知宏

03-6417-9411

Tomohiro.yamada@mofiria.com

E メール

 得意な技術・製品

指静脈認証

 得意な顧客・市場分野

セキュリティ全般

 生産拠点・研究体制

国内

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

【概要】
株式会社モフィリアは、ソニー株式会社が独自に開発した指静脈認証テクノロジーを継承し、認証用のデバイスやソ
フトウェア開発キットを開発・販売しています。 業種、業態を問わず全世界に向けて、事業者が自社の製品やソリュ
ーションに静脈認証を組み込むためのサービスを提供しています。独自の静脈パターンの抽出アルゴリズムと気候・
体調による影響が少ない中心部検出方式との組み合わせで、高速で正確な認証と高い操作性を両立しています。
また、Bluetooth 対応デバイスによるワイヤレスでの静脈認証の実現、Windows だけでなく、Linux、Android、macOS
用のソフトウェア開発キット提供など、お客様のニーズに幅広く迅速に対応する姿勢が高く評価されています。
銀行窓口や ATM、勤怠管理、各種キャビネット、コンピューターへのログオン/シングルサインオンなど、鍵の代わり、
パスワードの代わりとしてセキュリティ性、利便性向上のために様々な用途、場面に採用されています。

【静脈認証機器】

FVA-U4ST

FVA-U4BT

FVA-U3SX

FVA-M2ST

タイプ

据置型

据置型 (ワイヤレス)

据置型

組込型

寸法
(幅 x 高さ x 奥行、㎜)

49 x 63 x 92

49 x 63 x 92

70 x 22.5 x 58

45.3 x 60 x 76
※突起部含まず

インターフェイス

USB

Bluetooth

USB

USB、RS-232C

消費電力 (動作時)

DC 5V 220mA

最大 220mA

DC 5V 180mA

DC 5V 250mA 以下

説明

使いやすさを重視した平

Bluetooth 接続、バッテリ

指の横置きによって、軽

USB/RS-232C に対応した組

置き型の USB 接続機器で

ー内蔵により、世界で初

量薄型コンパクトを実現。

込用機器で、ATM、キャビネッ

す。 FVA-U4BT との互換

めてワイヤレスでの静脈

情報セキュリティ用途で多

ト、ロッカー、ドア、金庫など、

性があります。

認証を実現しました。

くの導入実績があります。

多用途に対応します。

(左：FVA-M2ST、右：FVA-U4BT)
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技術アピールシート
りねおそりゅーしょんず

リネオソリューションズ株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

組み込み Linux、高速起動、
受託開発、サポート、開発環境

[本社]〒399-0651 長野県塩尻市大字北小野 1589-1
[都内所在地]〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-19-7 新花ビル 5F
8,830 万円

従業員数

40 名

設立年（西暦）

1984 年

組み込み Linux の受託開発及びサポート、ソリューションや開発環境のライセンス販売
http://www.lineo.co.jp

連絡先（部署・氏名） セールス・マーケティング統括部
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

03-5367-9098

E メール

統括部長

小沢

義久

ozawa@lineo.co.jp

 得意な技術・製品

組み込み Linux のプラットフォーム開発、組み込み Linux 超高速起動ソリューション

 得意な顧客・市場分野

車載、医療機器、オフィス機器、計測機器、家電、産業機器

 生産拠点・研究体制

エンジニアリングセンター（長野県塩尻市）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細
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技術アピールシート
りべるわーくす

システム・ソフトウェア

技術分野

株式会社リベルワークス

医療 IT、画像処理、

技術キーワード

ソフトウェア開発

所在地

[本社]〒112-0014 東京都文京区関口 1 丁目 47 番 12 号 江戸川橋ビル

資本金

1,000 万円

45 名

設立年（西暦）

2006 年

医療ソフトウェア開発受託、医療ハードウェア受託、医療認証取得コンサル、医療サポート・

主要事業

保守

Web サイト

http://www.liberworks.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

医療システムグループ・リーダー 高橋 雅貴

03-5225-6970

 得意な技術・製品

E メール

mtakahashi@liberworks.co.jp

医療・ヘルスケア分野の IEC 62304（JIS T 2304）に準拠したソフトウェア受託開発お
よび認証支援

 得意な顧客・市場分野

医療機器業界・ＩＴ業界

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

医療機器 製造業、第二種医療機器 製造販売業
PR 詳細

『リベルワークスは医療・ヘルスケア業界における IT 分野で「医用画像」を軸とした技術力に加え
「院内の IT 構築」の対応力を兼ね備えております。業界の発展に更なる事業貢献を目指します』

医療ソフトウェア受託開発
医療ソフトウェア受託：ソフトウェア受託実績多数

病院

改正薬事ソフトウェア：IEC 62304（JIS T 2304）対応

施設

自社ソフトウェア製品：DICOM・HL7・画像表示ライブラリ

ＩＴ
患者様

医療機器
メーカー

医療機器単体プログラム開発
IEC62304 ソフトウェアライフサイクル
リスクマネジメント ISO14971
ソフトウェアバリデーション
医療機器ソフトウェア認証：国内薬事・IEC62304

医療認証取得支援コンサル
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医療 CE マーク取得：MDD・AIMDD・IVD（MDR）
医療系 ISO 認証取得：ISO 13485・ISO 22716

技術アピールシート
れなーた

株式会社レナータ

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

3D、顔認証、来店客属性計測

所在地

[本社]〒150-0044 東京都渋谷区円山町 6－7 渋谷アムフラット 1F

資本金

200 万円

主要事業
Web サイト

5名

設立年（西暦）

2016 年

コンサルティング事業、人財サービス、システム開発
http://renata.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

村井

03－6416－0615

良吉
E メール

r.murai@renata.co.jp

 得意な技術・製品

IT 業界における総合商社です。人財サービスやビジネスマッチングを行ってます。

 得意な顧客・市場分野

情報通信系企業をメインに全業種を対象

 生産拠点・研究体制

本ソリューションは中国・東京

 特記事項（取得資格・認証等）

弊社のパートナー企業のソリューションのご紹介です。当日は技術担当も参加します。
PR 詳細

① 3D モデリングシステム
カメラを使用して同じ場所を違う角度で撮影したものを用いて、対象物の 3 次元上の座標位置を算出します。
これは人間の「両眼立体視」と同じ考えです。
人の眼ではその位置を精度よく計測することは不可能ですが、位置が明確なカメラで異なる角度を撮影した
ものをコンピュータ処理することで、3 次元座標を計測して３Ｄモデルを作成します。
作成した３Ｄモデルは PC に無料ビューワーをインストールすれば容易に見ることが可能です。対象物を PC
画面上でグルグル回すことで、様々角度から確認することができます。
主な導入実績としましてはトンネルの地層調査の技術に使われており、国交省のＮＥＴＩＳ（新技術ＤＢ）
に登録されております。
② 顔認証システム
赤外線の照射とキャプチャリングを同時に行い、ユーザーの顔の３次元データを登録します。
人間の顔の中で最も変化の少ない、目周辺の逆三角形帯を中心に 7,000 ポイントのデータに変換、テンプレ
ート化。
顔追跡は顔におけるもっとも特徴の大きい目の部分から認識することで、動作物体が顔だと判断し自動で追
跡を行います。
また顔認証時に、追跡と同時に瞬時に顔のテンプレートを作成、データベースとの照合を行います。認証時
間は 1 秒以下です。最高水準の制度とスピードを快適な認証方法で実現させた最先端の生体認証システムで
す。
③ 来店客属性測定システム
独立行政法人産総研で開発されたバイオメトリクスソフトです。サイネージ版、クラウド版があります。
30 人規模の集団でも瞬時に顔を判定、年齢、性別、笑度を測定します。サイネージが発信しているコンテン
ツ毎に視聴率、性別、年齢を分析。サイネージの費用対効果測定も可能です。
顔検出 90%程度、笑顔検出 90%以上、性別判定 90%以上、年代判定 70%程度の精度となります。
Web カメラと PC で利用可能なため、安価での利用が可能です。
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技術アピールシート
わきゅう

和丘株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

基幹システム、顧客管理システ
ム、画像認識(顔認証)、AI

[本社]〒108-0074 東京都港区高輪 2-14-14
[都内所在地]〒125-0026 東京都中野区新井 5-29-1 西武信用金庫薬師駅前ビル 404
300 万円

9名

従業員数

設立年（西暦）

コンピュータシステム（ERP、BI、グループウェアなど）の提供
http://wa-q.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

渡邉

寛和

050-1207-1631

watanabe@wa-q.jp

E メール

 得意な技術・製品

業務管理システムおよび AI の活用による業務分析

 得意な顧客・市場分野

小売業界、物流業界、アパレル業界

 生産拠点・研究体制

新井薬師事務所

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

１、OSS を利用した ERP 及び CRM システム

２、CRM をカスタマイズした顔認証システム
３、CRM をカスタマイズした名刺管理システム
４、ERP などの業務システムから抽出したデータ分析
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2012 年

