技術アピールシート
あどばんすでざいんてくのろじー

アドバンスデザインテクノロジー株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

IoT、センサ、画像認識

所在地

[本社]〒183-0056 東京都府中市寿町 1-1-3 三ツ木寿町ビル 10Ｆ

資本金

4,000 万円

主要事業
Web サイト

65 名

設立年（西暦）

2000 年 7 月

LSI・FPGA の受託設計から搭載したボード設計・製品／試作の開発、アプリ開発
http://www.adte.co.jp

連絡先（部署・氏名） 取締役
TEL

従業員数

植田

賢二

042-354-3460

E メール

ueda@adte.co.jp

 得意な技術・製品

(1) FPGA 開発(IoT・センサ・画像認識) (2) Android/iPhone アプリ開発

 得意な顧客・市場分野

半導体企業、セットメーカー・半導体市場、ソフト業界

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9000/14000:2015

ISO27001
PR 詳細

■ＡＤＴの得意技術：経験豊富な通信技術・画像処理を活かした製品開発（ＦＰＧＡ搭載）
・ＣＰＵ／ＩＰコア／システムバスをワンチップで構成するＦＰＧＡ搭載のシステム
＜ＡＤＴのメリット＞
■ＦＰＧＡ開発のノウハウが豊富
■低コスト／高品質で提供
■製品開発の試作／量産までワンストップ
■システム構成のコンサルティング
■LVDS, PCIe, Ether, DDR3 ctrl 実績
■ALTERA・Xilinx・Actel のデバイス経験
■LSI 設計ノウハウを生かしたシステム検証

■製品／試作開発にボード設計から製品製造までご提案（製品開発のコンサルから対応可能）
・受託範囲も柔軟に対応致します。

・自社製品（完全オリジナル）の開発実績もあります。

＜製品開発受託フロー＞

＜放射線量計
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パラモス＞

自社開発製品

技術アピールシート
いんふぉこーぱす

IoT・AI

技術分野

株式会社インフォコーパス

技術キーワード

IoT、プラットフォーム、

所在地

[本社]〒153-0064 東京都目黒区下目黒三丁目 5 番 1 号 梶浦ビル 5 階

資本金

4,758 万円

主要事業
Web サイト

8名

設立年（西暦）

2013 年

IoT サービスプラットフォーム、IoT サービス開発、IoT コンサルティング
企業 HP：http://www.infocorpus.com/ 製品 HP：https://www.sensorcorpus.com/

連絡先（部署・氏名） 高橋
TEL

従業員数

センサー

慶

03-5734-1830

E メール

ktakahashi@jp.infocorpus.com

 得意な技術・製品

ユニバーサル IoT プラットフォーム「SensorCorpus」

 得意な顧客・市場分野

製造業

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

フレームワークから設計した、純国産・ユニバーサル IoT プラットフォームソフトウェア「SensorCorpus」の開
発・販売および、
「SensorCorpus」を軸とした IoT システム導入支援、コンサルティング事業等を行っています。
「SensorCorpus」は、ＩＴデータと異なる IoT データの性質を深く理解し、あらゆるセンサーデータの収集・蓄
積、整形、可視化、制御、分析等の諸機能をワンパッケージで提供します。
大規模から数名の小規模事業者様まで幅広くご利用いただいており、例えば製造業では、装置のリモートメンテ
ナンスや設備稼働状況の一元管理、品質管理の効率化などの用途で使われています。
弊社の IoT プラットフォームを組み入れることで、例えばリモートメンテナンスの共通基盤や既存設備から収集
したデータを新事業に活用する、モノ売りからサービス売りへの転換等、IoT データの利活用基盤を共に構築し
ていきたく思っています。
＜可食プリンターのリモートメンテナンス事例＞
課題１)販売・納品した製造装置は、お客様の製造ラインに組み
込まれてしまうので納品後の利用状況が分からず、故障が発生
した場合に、なぜ故障したのかの原因を判別できない。
課題２）消耗材（インクや洗浄剤など）の消費状況などは設置
された場所に行かないと把握できないため、メンテナンス要員
の巡回コストが膨らんでしまっている。
解決）センサーから収集した情報から、不具合を早期発見することが可能になり、また故障原因を検証すること
で販売した製造装置の品質向上に役に立てることができるようになる。また、補給品や消耗品の適切なタイミン
グでの提供が可能となるため、従業員の巡回コスト削減を実現。加えてお客様は、材料廃棄ロスの削減や製造装
置の稼働率向上といったメリットも期待できる。
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技術アピールシート
いんふぉそけっと

有限会社インフォソケット

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

10 万円で出来る IoT

所在地

[本社]〒180-0005 東京都武蔵野市御殿山 1-6-1 吉祥寺サンプラザ

資本金

400 万円

主要事業
Web サイト

2名

設立年（西暦）

2003 年 8 月

サーバ不要の IoT 機器 SmartRem の開発販売、ソフトウェア開発および、情報機器提案、設置、販売

www.smartrem.jp

連絡先（部署・氏名） 阿部
TEL

従業員数

剛久

0422-27-8360

E メール

Yoshihisa.abe@infosocket.co.jp

 得意な技術・製品

サーバー機能内蔵の IoT デバイスのソフトウェア、ハードウェアの一括開発

 得意な顧客・市場分野

建設会社、システムインテグレーター

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

SmartRem が東京都中小企業振興公社のニューマーケット開拓支援事業に認定
PR 詳細

サーバ、クラウド不要の IoT 機器 SmartRem
SmartRem Home
エアコン、床暖房等をスマートフォンから ON/OFF できます。
温度センサ、人感センサが付いており、異常時はメールが送られます。
住宅メーカや建売事業者の物件に設置していただけるように、サーバやクラウドの開発が不要な単体動作する機
器です。毎月の使用料等も不要で１台からの導入が可能です。住宅に付加価値を付けるお手伝いをします。
SmartRem IoT
Home 版を進化させ、産業機器、プラント等の管理、モニタリングに使用いただけるようにしました。10 箇所の
温度、湿度をモニタリングし、異常時はメール通知します。センサ入力 6 点、操作出力 6 点により様々な設備、
機器の管理が可能です。OEM 供給が可能です。貴社機器、設備への導入をサポートします。
導入例：タワーパーキングの設備管理、デジタルサイネージの温度モニタ
SmartRem iGuard
SmartRem プラットフォームと電池レスセンサ EnOcean を組み合わせたセキュリティとお年寄り見守り用デバイ
スです。貼り付けるだけの電池レスのドア/窓センサ、押しただけで発電し無線信号を発する押しボタン、電池
レスの温度センサで、賃貸物件に入居する独身女性のセキュリティ、独居老人の見守り等に使用します。
2018 年秋に SmartRem iGuard に EnOcean ゲートウェイ機能を追加したバージョンを追加予定。
※ SmartRem を 10 台束ねて管理する SmartRem Master との連動
※ サーバ、クラウドとの連携機能

333

技術アピールシート
えいこむ

エイコム株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

顔認識システム

所在地

[本社]〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-18-13 協建新宿一丁目ビル

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

4名

設立年（西暦）

2011 年

顔認識、物体検知、デジタルサイネージシステム開発
http://aecom.co.jp

連絡先（部署・氏名） 飯塚
TEL

従業員数

吉純

03-6826-8917

E メール

iizuka@aecom.co.jp

 得意な技術・製品

顔認識システム Beesight

 得意な顧客・市場分野

流通、消費財メーカー、デジタルサイネージ関連企業

 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）

商標登録

Beesight
PR 詳細

■当社が有する顔認識技術
当社は、顔認識技術を応用したマーケティングソリューション「BeeSight シリーズ」を開発提供している。
「BeeSight」とは、顔認識技術により人の属性を取得し、情報分析を行うシステムである。
今まで困難だった、年齢・性別のような人物情報を手軽に瞬時に識別し、顔面の表情・目の位置・頭の方向視聴時間など多くの機能をリアルタイ
ムで計測することを可能にした。
顔認識はカメラから入力された映像を解析し、７０箇所の特徴点（トラッキングポイント）から対象の顔の特長を捉え、年齢層や性別、ムードのほ
か、顔や左右の目の座標、頭の回転、傾きなどの情報を取得する。
＜競合品・従来品に比べて製品・技術・サービスが優れている点＞
他社の顔認識アプリケーションと比べても、認知性、認知速度が優れており、価格に於いても従来の大手電気メーカーの開発した顔認識システム
と比べ 1/5～1/10 の価格を実現、コストパフォーマンスに優れている。また現在、顔認識システムに、ピープルカウンター機能を付加した。これに
より、流通店舗等による棚前購買行動分析が可能になる業界唯一のシステムである。
■経緯
顔認識機能は流通店舗に於いての顧客のマーケティングデータの取得に最適である。流通店舗へデジタルサイネージを販売する専門メーカーから、
消費財メーカーを中心に「棚前の行動購買分析を手軽にローコストに行いたい」という潜在ニーズがある事を相談された。そして、棚前行動購買分
析には、どのようなデータが必要なのかを社内で検討した結果、棚前の通行人数、商品や棚前での注目時間、時間ごとの顧客の性年代属性情報、顔
の表情からの気分の推測等のデータで解析可能であると考えた。また、このデータを簡単に解析できる Web システムとの構築で、流通店舗向けの棚
前行動購買分析の顔認識マーケティングシステムが行えると考え開発に至った。
■意義
当社で開発した流通店舗用棚前行動分析システム「Beesight typeM」は、中小零細企業でも導入しやすいローコストであることが特徴である。当社
システムが市場へ浸透すれば、これまでブラックボックスであった消費者の棚前行動分析が簡単に可能となる。システムを導入した流通店舗は消費
者の行動分析をもとに、効率的な商品開発・消費者への販売が可能となる。日本の商業としての生産性向上に大きく貢献することができる。また、
将来的には海外に店舗を有する日系企業等、海外市場の開拓も行って行きたい。
今までで手軽にできなかった棚前購買行動分析を行う事で、効果的な販促活動でリテール全体の活性化が行われ、社会的な課題解決を図る事が可能
となった。
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技術アピールシート
えいぶりっじ

株式会社エイブリッジ

技術キーワード

所在地

[東京オフィス]〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-3-17

資本金

4,000 万円

主要事業
Web サイト
連絡先
TEL

IoT・AI

技術分野

119 名

従業員数

AI、AR、VR、MR、監視、遠隔
アプリケーション、カタログ

オーツービル 2F
設立年（西暦）

2012 年

IT/IoT ラボ開発事業、海外オフショア開発事業、人材派遣事業、農業支援事業
https://abridge-co.jp/
IT 事業部 品川 克信
03-6455-6898

shinagawa@abridge-co.jp

E メール

 得意な技術・製品

AI、ホロレンズ、WEB 開発、AI、AR、VR、MR、チャット、アプリケーション、ペーパーレス

 得意な顧客・市場分野

製造メーカー、印刷会社、金融、保険、バイオ、コールセンター

 生産拠点・研究体制

大阪

 特記事項 （取得資格・認証等）

パッケージ商品の自社開発有
PR 詳細

弊社では、以下の事業を行っております。
1, iPhone,iPad アプリの設計開発、Android アプリの設計開発


iOS アプリの Objective-C、Swift による Xcode でのネイティブアプリの開発、Android の Java による
Android Studio でのネイティブアプリの開発、C#、C++、Java での Unity でマルチデバイスのアプリ開発



MySQL,SQL Lite,XML のデータベースと連携したアプリケーションの開発、Web サーバーとの連携。GPS 機
能や通知機能、ジャイロセンサー、カメラ、Bluetooth などスマートフォンの特徴を活かしたアプリ開発

2, AR アプリ開発、VR アプリ開発、MR アプリ開発


GPS の位置情報音声、カメラで認識できる写真や画像（AR マーカー）に加え、QR コード、Jan コード、ビーコン、な
どで情報を呼び出して AR を業務活用したアプリケーションの開発



VR で、360°の写真や動画映像、3DCG を VR を駆使した技術を活用したアプリケーションの開発



MR を実現する製品として、マイクロソフトの「HoloLens（ホロレンズ）」などを活用したアプリケーションの開発

３, AI “Watson” “Chainer” “Python”での開発
「Watson」、「Chainer」等を活用した自然言語処理、画像処理、予測判断の実現。python 言語を使った開発。
４, WEB システム開発（LAMP 開発）、IoT 開発関連


Web システム開発：LAMP 環境（OS:Linux,Web サーバー:Apache,データベース:MySQL,開発言語:PHP）での
Web システム、Windows 系（IIS）の開発。WordPress や EC-CUBE などの開発。



Web サーバー：AWS、VPS、専用サーバーでお客様の求めるシステム要件やコストに合うスペック動作環境の提案



ホームページの作成：SEO 対策、アクセス解析、製品検索、決済、お問い合わせなどのシステム開発



遠隔監視カメラやマイク、各種センサーを利用して遠隔地からの監視、データの収取、警報の通知



各メーカー様の製品やウェアラブルなどからデータを収集するソフトウェアを自社製品・自社サービスとして開発

５, エイブリッジオリジナル IT プロダクト


AI カタログ：自然言語処理、画像認識技術によって、チャットボット形式の人工知能で回答するシステム



マニュアルアシスト：ウェアラブル機器に AR を表示させ、使い易くわかりやすいマニュアルの作成をするツール



BooksBridge：パンフレットのコスト削減、管理による効果的なマーケティング施策に役立つツール



リモートブリッジ：遠隔での作業状況をリアルタイムで把握し、音声・矢印・チャット形式で指示する作業支援ツール
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技術アピールシート
えーじーえっくす

株式会社 Agx
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

IoT デバイス開発
IoT ソフトウェア開発

[本社]〒107-0052 東京都港区赤坂 6-19-41-310
[都内所在地]〒112-0003 東京都文京区春日 2-25-6
300 万円

1名

従業員数

設立年（西暦）

2015 年

①IoT デバイス開発事業②IoT ソフトウェア開発事業③熱中症予防を目的としたヘルメット型ウ
ェアラブルデバイス製作事業
http://www.agx.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役

徳山

竜喜

090-5646-4371

TEL

IoT・AI

技術分野

tokuyama@agx.jp

E メール

 得意な技術・製品

①IoT デバイス製作 (回路設計・基板製造)②アプリケーション開発(モバイル APP,IoT データ収集クラウド)

 得意な顧客・市場分野

IoT 製造企業・研究開発部門・アプリケーション開発企業

 生産拠点・研究体制

IoT ガジェット研究所を運営

 特記事項（取得資格・認証等）

特になし
PR 詳細

①

幅広い IoT デバイス受託開発実績を持つ



心拍計・加速度・ジャイロ・温度・湿度・GPS などを用いたデバイス設計



マイコンファームウェア開発



通信モジュール開発(3G,BLE,Wi-Fi)



IoT 基板製造

(ご参考）Agx Any Connector (GPS 搭載 IoT 通信デバイス)

②

IoT 用途向けアプリケーション開発実績を持つ



BLE(Bluetooth Low Energy)対応モバイルアプリケーション開発



BLE ルーター接続システムの開発



IoT データ収集クラウドサービスの開発

(ご参考

左) Agx 取扱い長距離接続 BLE ルーター

(ご参考

右) BLE 接続モバイルアプリケーション

③

自社ヘルメット型ウェアラブルデバイス製作(H27 ものづくり補助金採択事業)



ヘルメットに搭載する自社開発ウェアラブルデバイス。搭載された複数のセンサーより BLE 通信を介して現場作業
者の熱中症危険度をクラウドシステムに展開予定。

(2018.6 ３次試作機製造完了予定、2017.7 より建設会社・ケーブル敷設企業の現場での検証を開始)

Agx は IoT デバイス・アプリケーション開発をワンストップで実現します！！
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技術アピールシート
えすあいびー

IoT・AI

技術分野

SiB 株式会社

技術キーワード

所在地

[本社] 〒107-0062 東京都港区南青山 3-1-3 6 階

資本金

1,000 万円

従業員数

5名

視線計測、可視化、人工知能、
ウェアラブル

設立年（西暦）

2013 年

 人の視線を計測、可視化するウェアラブル「アイトラッキングソリューション」の研究開発、
主要事業

製造、販売。
 アイトラッキンググラス・アイトラッキング VR といったハードウェアをはじめ、お客様に
合ったソフトウェアやサービスの提供。

Web サイト

http://sib.jp.net/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

芳賀 晶子（はが あきこ）

03-6280-2710

 得意な技術・製品

E メール

akiko.haga@sib.jp.net

アイトラッキングソリューション（グラス/VR/関連ソフトウェア）などの最先端技術を
開発・販売し、日本の製造業を中心に品質向上や技術伝承、教育に貢献する事。

 得意な顧客・市場分野

・製造業（自動車、機械メーカー、精密機器メーカー、部品メーカー 等）
・研究開発機関（大学、国立研究所、一般企業研究所 等）

 生産拠点・研究体制

・生産拠点：日本、中国 ・研究拠点：日本

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

①アイトラッキングについて
【特徴】
・人の視線の動きを記録・分析し、可視化する
・軽量で持ち運び自由なウェアラブルデバイス
・RawData を活用し様々なビジュアライズが可能
・SDK（開発キット）を使用しお客様独自の

②視線の可視化・技能伝承・教育のご提案

アプリケーションの開発が可能

【実績】
製造工場での検査検品時に、作業指示書に基づいて検査検品
が行われているか、匠の技術と若手の技術の違いは
何か、等を「見える化」する事ができますので、
より細かく、リアルに、効率的で効果的なプロ技術の伝承、
若手技術者への教育にご活用頂いております。

【分析結果の活用】
➂得られるデータ（分析結果例）

実際に見た箇所・順番・時間が明確に数値として
表れます。多角的に分析・記録される為、日々の技術伝承だ
けではなく、不良発見後の再発防止策にも今までの対策より
具体的に指導・教育が実施できます。
※写真はイメージです。
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技術アピールシート
おぷてぃむ

IoT・AI

技術分野

株式会社オプティム

技術キーワード

画像解析、音声解析、
遠隔作業支援、ドローン

所在地

[本社]〒105-0022 東京都港区海岸 1-2-20 汐留ビルディング 21F

資本金

44,300 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

設立年（西暦）

2000 年

ライセンス販売・保守サポートサービス事業（IoT プラットフォームサービス、リモートマネ
ジメントサービス、サポートサービス、その他サービス）
https://www.optim.co.jp/

連絡先（部署・氏名） プラットフォーム事業本部
TEL

182 名

03-6435-8568

田端

E メール

雅貴
tabata@optim.co.jp

 得意な技術・製品

AI・IoT ソリューション、画像解析（人物分析、物体識別）
、遠隔作業支援サービス

 得意な顧客・市場分野

○○×IT をテーマに異業種・異業態に AI・IoT による第四次産業革命を起こすこと

 生産拠点・研究体制

東京本社、九工大前オフィス（福岡県飯塚市川津）、佐賀本店（佐賀県佐賀市本庄町）

 特記事項（取得資格・認証等）

東証一部上場(3694)/IS 588730/ ISO 27001
PR 詳細

当社は、「OPTiM Cloud IoT OS」という、AI・IoT を活
用できるプラットフォームを基盤に、あらゆる産業に
向けて AI・IoT サービスを提供しております。

■農業（圃場/ハウス情報管理サービス）
OPTiM の情報管理サービスと Cloud IoT OS によって圃場・ハウスを可視化し、収穫時期・収穫量を予測、生産性の向上へとつなげます。
また、農作業記録支援、遠隔支援サービスで、作業負担軽減、技術伝承にも貢献します。

■医療（AI 医療画像診断支援サービス）
AI が眼底画像を高速処理で抽出することにより、緑内障の疑いを瞬時に判定します。
医師の少ない地域等で活用することで、医師の業務負荷を減らすことができます。

■建設（LANDLOG）
LANDLOG は、調査・測量・設計・施行・メンテナンスといった建設プロセス全般のデータ収集、それらデータを理解可能な形式に加工し提供
を行うオープンな IoT プラットフォームです。

■小売/飲食（店舗管理支援サービス）
映像データや各種 IoT デバイスから得られる情報を AI 分析により店舗マーケティング戦略をサポートします。
「集客分析」や「空席検知」、「防犯」などの機能が提供され、店舗スタッフでは把握しきれない情報を AI によって可視化します。

■鉄道（AI 監視カメラサービス）
AI 画像解析による危険状況・異状状態を検知し、対象者にアラートを出し、管理者へ通知する安全確保のためのセキュリティー強化サー
ビスです。侵入禁止エリアへの人・車などの侵入検知や放置物などを検知します。
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技術アピールシート
おぷてっくすえふえー

オプテックス・エフエー株式会社

技術キーワード

レーザ変位センサ、
非接触温度計

[本社]〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町 91 京都リサーチパーク 9 号館

所在地

[都内所在地]〒141-0031 東京都品川区西五反田 4-32-1 東京日産西五反田ビル 10F
38,500 万円

資本金

従業員数

208 名

設立年（西暦）

2002 年

FA 用光電センサ関連機器、装置の企画開発・設計・製造・販売等

主要事業
Web サイト

https://www.optex-fa.jp/

連絡先（部署・氏名） センサ営業部東京営業所
TEL

IoT・AI

技術分野

03-5740-7851

岩崎 真之
E メール

m-iwazaki@optex-fa.com

 得意な技術・製品

レーザ変位センサ・光電センサ・温度計

 得意な顧客・市場分野

工場生産技術・半導体製造装置メーカー・自動化機械メーカー・大学・研究所

 生産拠点・研究体制

ジックオプテックス…独ジック社との合弁会社（京都市）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

レーザ変位センサ CDX シリーズ

イーサネット対応

・レーザが照射されたところまでの距離を測定します。
・高分解能 0.01μm～。
・振れ、曲げ、外形、厚み、反り などの用途に最適。
・高速サンプリング 80kHz。
・データロガー不要、PC の LAN ポートに直接接続して簡単にデータ収集。
・レーザクラス１、安全面に配慮。
・距離に応じて 4 種類をご用意。
・標準価格￥350,000～。リーズナブルな価格設定。
タイヤの偏心測定

非接触温度計

GT-3M シリーズ
・2.3μm の検出波長。金属やセラミック等の複合材料も安定測定。
・高速ラインにも対応できる応答時間1ms。
・M12（φ14mm）×28mmの超小型ヘッド（GT-3M）
・ツインレーザ照準にてセンサヘッドの位置決めが可能（GTL-3M）。
・アナログ出力標準装備。
・必要な温度範囲と測定エリアに対応したモデルを多数用意。

鏡面ローラーの温度計測
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技術アピールシート
くぁんたりおん

株式社クァンタリオン

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

真正乱数、認証、暗号

所在地

[本社]〒113-0034 東京都文京区湯島 4-6-11-206

資本金

8,658 万円

主要事業
Web サイト

2015 年

設立年（西暦）

セキュリティ向け半導体素子の製造・販売
www.quantaglion.com

連絡先（部署・氏名） 本社
TEL

5名

従業員数

根岸

邦彦

090-3595-0499

negishi.k@quantaglion.com

E メール

 得意な技術・製品

原子核の自然崩壊を利用した乱数生成器

 得意な顧客・市場分野

ＩｏＴ機器、モバイル機器、情報通信機器のセキュリティ

 生産拠点・研究体制

開発室（千葉県茂原市）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

１．製品の特長

乱数生成メカニズム

◆ 原子核の自然崩壊を利用した真正乱数生成器

アルファ粒子のランダム放出
※放出のタイミングは予測不可

◆ 温度、圧力、電磁波など外部環境の影響をうけない

ランダムな電気パルス

◆ なりすましが出来ないネットワークの構築
◆ ＩｏＴ機器の認証・セキュリティ基盤として最適
２．開発中のデバイス

乱数源

パルス間隔

半導体検出器

計測

１）ＱＮＴ１００（ランダムパルス生成器、COB モジュール）

アルファ粒子を検出し、電気パルスを生成
乱数

自然崩壊により放出されたα粒子によりランダムパルスを生成
２）ＱＮＴ５００（ランダムパルス生成器、ベアチップ）
QNT100 のワンチップ IC 化

製品ラインナップ

アルファ粒子源の溶液滴下により超小型、低消費電流

QNT1000

（2.89x3.24mm）

IC カード、モバイル機器、センサーに最適
３）ＱＮＴ１０００（真正乱数生成 LSI）
32 ビット MPU と Flash メモリを搭載
乱数生成、暗号化処理などを行う LSI
３．製品の用途
◆ 高度なセキュリティ機能を必要とする機器やシステム
（自動運転、金融取引、遺伝子情報管理など）
◆ 超小型、低消費電流を生かしたモバイル機器、ＩＣカードなどの認証
◆ 住宅、家電、監視カメラなどのセキュリティ
◆ 製造工場、プラント、交通機関などのセキュリティ
◆ 流通、小売の顧客サービスのネットワーク化へ対応
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QNT500

（1.4×1.2mm）

QNT100

（5mm角モジュール）

技術アピールシート
くりむぞんてくのろじー

クリムゾンテクノロジー株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

音声変換

所在地

[本社]〒154-0001 東京都世田谷区池尻 2-37-2 グレイトラッキー1 302 号室

資本金

4,150 万円

主要事業
Web サイト

12 名

設立年（西暦）

2002 年

ソフトウェア受託開発、音楽コンテンツ配信アグリゲーション
https://crimsontech.jp/

連絡先（部署・氏名） 小助川
TEL

従業員数

ひかり

050-3816-7190

E メール

voice@crimsontech.jp

 得意な技術・製品

ソフトウェア開発、リアチェン voice、音楽コンテンツ配信アグリゲーション

 得意な顧客・市場分野

リアルタイム音声変換市場

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

一般社団法人音楽電子事業協会(AMEI) MIDI 規格委員会委員長
PR 詳細
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技術アピールシート
くれあんすめあーど

IoT・AI

技術分野

株式会社クレアンスメアード

技術キーワード

所在地

[本社]〒198-0042 東京都青梅市東青梅 1-7-7 本社清水ビル

資本金

10,000 万円

43 名

従業員数

マーケティング及び
IoT 可視化サービス

設立年（西暦）

1985 年

・インターネット集客・誘客・連携支援サービス事業
主要事業

・情報システム導入のためのシステムインテグレーション事業
・ゲーム等コンテンツ制作

Web サイト

http://www.creansmaerd.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役社長
TEL

0428-23-3120

菊池 一夫
kikuchi@creans.jp

E メール

 得意な技術・製品

サービス、小売向けのロイヤルティーマーケティング及び IoT 可視化クラウドサービス

 得意な顧客・市場分野

小売業、サービス業、製造業

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO/IEC 27001（2006 年）
、プライバシーマーク（2006 年）
、ポイント交換に関する特許
PR 詳細



クラウド技術(データ一元化)



高機能分析技術(約 1500 万件の顧客データを管理し、マーケティングに向けた 200 種類以上の分析)



採用事例(金融機関、小売り(デパート・アパレル・他)医療サービス、製造業、通販業界、その他)



IoT で丸ごと見える化クラウド、オリジナルポイントサービス(ポイント交換サービスの国内、国際特許取得済)
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技術アピールシート
けいそくえんじにありんぐしすてむ

計測エンジニアリングシステム株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

IoT・AI

所在地

[本社]〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-9-5 SF 内神田ビル

資本金

2,600 万円

主要事業
Web サイト

28 名

従業員数

2001 年

電子計測、制御装置の開発、製造、販売、及び解析シミュレーション(CAE)ソフトウエアの販売/技術サポート

http://www.kesco.co.jp

連絡先（部署・氏名） ビジネスデベロップメント リーダー
TEL

設立年（西暦）

03-5282-7040

E メール

間明田

康弘(まみょうだ やすひろ)

ymamyoda@kesco.co.jp

 得意な技術・製品

製造業向けに特化した AI 技術に、計測技術、シミュレーション技術を連携させたソリューションが提供できます。

 得意な顧客・市場分野

製造業全般、製品開発における手戻りやコストの削減と時間短縮が可能です。

 生産拠点・研究体制

弊社によるコンサルティングを元にした、AI 技術の段階的導入プランをご提示します。

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

343

技術アピールシート
こんぴゅーたまいんど

株式会社コンピュータマインド
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

IoT・AI

技術キーワード

AI（ディープラーニング）

[本社]〒400-0064 山梨県甲府市下飯田 1-10-8
[都内所在地]〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6 丁目 6-2 新宿国際ビルディング 4F
2,015 万円

従業員数

140 名

設立年（西暦）

1991 年

ソフトウエア開発
http://www.compmind.co.jp

連絡先（部署・氏名） 東京本社
TEL

技術分野

萱沼

常人（かやぬま）
、石原

03-6911-1855

E メール

翔

kayanuma@compmind.co.jp

 得意な技術・製品

AI（ディープラーニング）の産業用システム

 得意な顧客・市場分野

メーカー、工場等

 生産拠点・研究体制

東京本社、山梨本社

 特記事項（取得資格・認証等）

AI 系エンジニア 15 名程度
PR 詳細

弊社ではソフトウエア請負開発を 27 年間行ってきた実績がございます。
その中でも装置制御、組み込み装置の開発を得意としております。
また、ここ数年は AI（ディープラーニング）の開発にも力を入れており、
新旧の技術をトータル的にご提案できる事を強みとしております。
多くの数値計算アルゴリズム、画像解析アルゴリズム、高速化アルゴリズム等の実績がございます。
また、ハードウエア的には GPU を使用し、通常の CPU に比べて処理を数十倍高速化する事も得意としております。
ディープラーニングでも特にエッジ処理を得意としており、GPU（Jetson）、FPGA、MOVIDIUS 等の組み込み用途で
ご提案差し上げられる所が強みと考えております。
AI と言うと AI のみをやるベンチャーか、大手メーカーとなります。
弊社は実績と先進的な技術の両方を併せ持っており、会社の規模的にも小回りが利くところが最大の強みと考え
ております。
■開発事例
・検査装置（キズ、汚れ、異物）
→ワンクラス SVM
・監視カメラ
→物体識別、物体認識
・車載カメラ
→物体識別、物体認識
・医療機器
→セグメンテーション
→医師の診断サポート
・印刷物のミス診断
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技術アピールシート
しすてむさいえんすけんきゅうじょ

IoT・AI

技術分野

株式会社システムサイエンス研究所

技術キーワード

AI、IoT、
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾛﾎﾞｯﾄ等

所在地

[本社]〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-3-32 一口坂ＴＳビル

資本金

2,500 万円

70 名

従業員数

設立年（西暦）

1977 年

Web システム・スマホアプリ・通信等ミドルウェア・組込システムの各設計・開発

主要事業

http://www.sylc.co.jp/

Web サイト
連絡先（部署・氏名）

営業部 担当部長 多見谷
03-3263-5800

TEL

 得意な技術・製品

陽一 担当部長 斉藤

富彦

tamiya@ms.sylc.co.jp または t-saitou@sylc.co.jp

E メール

AI、IoT、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾛﾎﾞｯﾄ、ｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ、ｸﾗｳﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ、VoIP 等通信
ｼｽﾃﾑ、監視ｼｽﾃﾑ、Web ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ、ｽﾏﾎｱﾌﾟﾘ、通信関係検証支援、組込ｼｽﾃﾑ、CTI 等

 得意な顧客・市場分野

NTT ｸﾞﾙｰﾌﾟ、沖電気ｸﾞﾙｰﾌﾟ、NEC ｸﾞﾙｰﾌﾟ、ｾｲｺｰｸﾞﾙｰﾌﾟその他

 生産拠点・研究体制

千代田区九段北(独立系東京中心：少数精鋭・高技術蓄積)

 特記事項（取得資格・認証等）

個人情報保護(ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼ-ﾏｰｸ)認証企業(06 期更新)
PR 詳細

NTT グループ（研究所、NTT データ他）
、や通信関連メーカー等のシステムの研究開発支援を行ってまいり
ました。組込ソフトからＷｅｂやスマホ・タブレットのアプリ、ＡＩまで幅広く手がけております。基盤
系のソフト開発で試作などをカットアンドトライで実装することが多いです。下記は最近の例です。

ロボット
•呼び込み等販売支
援アプリ
•ロボットを利用し
た教育
•顔認証による識別
アプリ
•ロボットによるプ
レゼン

組込み

スマホ・タブレット

•電子決済端末
•計測器
•通信機器VoIP/SIP
•音響卓
•AndroidTV
•ｼｽﾃﾑLSI/FPGA

•タブレットバンド
ルアプリ、SDK
•計測器等のデータ
表示や制御
•歩数計
•セキュアなチャッ
トシステム

ＷＥＢ
•転職サイト
•ヘルスケアサイト
•電力発送電分離シ
ステム
•デジタルサイネー
ジコンテンツ配信
•出退勤システム

IoT

AI

その他

•装置管理システム：工
場等に置かれた装置を
小型制御コンピュータ
＋クラウドを介して遠
隔で監視、データ収集、
制御を行う

•DeepLearningによる
手書き文字認識システ
ム
•Twitterデータの解析

•バイオインフォマティ
クス
•ICカードによる認証
•Asteriskを利用した内
線電話システム
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技術アピールシート
しむとっぷす

株式会社シムトップス

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

実績収集

所在地

[本社]〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-6-20 京急イマスビル６F

資本金

1,650 万円

38 名

従業員数

設立年（西暦）

1991 年

ソフトウェア開発

主要事業
Web サイト

http://www.cimtops.co.jp/

連絡先（部署・氏名） i-Reporter

＆ MC-Web CONTROLLER 営業チーム 東出 明大

03-5721-4610

TEL

mc-web@cimtops.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

個別受注型工程管理・実績収集

 得意な顧客・市場分野

製造業

 生産拠点・研究体制

東京都目黒区中目黒 2-6-20

 特記事項（取得資格・認証等）

特許取得済 特許第 6169236 号

京急イマスビル６F

PR 詳細

【既存のどんな古い機械も IoT 化

MC-Web CONTROLLER】

こんなケースありませんか？

★IoT 化の課題
・最新・旧式、様々なメーカーが混在する、これら
の設備から実績収集するにはコストがかかる。
・機械設備が古すぎて実績収集できない。
・導入時には工事が発生し生産の停止が必須。

★現実的な低コスト・短期間で実現する IoT
・簡単に実現。
・取付可能な機種・メーカーに制限なし。
・低コストで実現。
・機械設備の停止不要。
・機械内の配線の切断必要なし。（工事レス）

★二つの見える化の仕組み
■Motion Board
for MC-Web

■MCW-Server
・稼働状況モニター

あんどん / 稼働推移

・稼働実績推移

稼働時間 / 稼働率

・機械実績量

生産数 / 加工時間

・機械稼働時間集計

予防保全 / レポート
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技術アピールシート
しゃのんらぼ

Shannon Lab 株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

AI、人工知能、音声認識

所在地

[本社]〒192-0034 東京都八王子市大谷町 355-1

資本金

550 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

7年

情報ソフトウェア業
http://shannon-lab.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 総務部
TEL

3名

従業員数

菅野 瑛子

042-644-0013

 得意な技術・製品

eiko_sugano@shannon-lab.co.jp

E メール

音声認識、文章解析、自動分生成

 得意な顧客・市場分野
 生産拠点・研究体制

首都大学東京と共同研究を行う

 特記事項（取得資格・認証等）

BtoB スピーカーの特許出願中、フロントエージェントが東京都経営革新に承認
PR 詳細

弊社の BtoB スマートスピーカーの特徴
「BtoB スマートスピーカー」は、従来のマイクにおける「ノイズが音声認識の妨げとなる」という問題点を、首都大学東京との共同研究によって解決した
画期的なマイクです。従来のマイクは無指向性（360 度すべての方向から音を感知）で広範囲の音声を拾うことから、様々な音声を拾ってしまい正
確な音声認識ができません。それに対し、弊社のマイクは音声認識に特化した指向性かつ近距離のみの音声を拾うためノイズ環境下においても正確
な音声認識を実現できました。

BtoB スマートスピーカーとフロントシステムの可能性
「BtoB スマートスピーカー」によるノイズ環境下において、音声認識技術は世界最高水準を達成しています。弊社の活用例としましては、「BtoB ス
マートスピーカー」を使用した、「フロントエージェント」により、旅館・ホテルのフロントでの人件費削減とアシストが可能になります。旅館業界においては頻
忙期に人手不足の問題が発生しておりますが、受付の自動化により経営資源をより有効に活用することが期待できます。また、人の音声に反応する
ロボットに「BtoB スマートスピーカー」を搭載すれば、雑音下でもロボットを使用でき、将来的には日常的な生活の中でロボットがより活躍することが期
待できます。
弊社はこのように社会問題と向き合いながら、AI 技術が向上する未来に備え、人間と機械の自然なコミュニケーションを実現すべく、ノイズ環境下で
も精度の高い「BtoB スマートスピーカー」を普及させたいと考えています。

「BtoB スマートスピーカー」「フロントエージェント」とは
14 時からチェックインの齊藤です。

・世界初の物理的にノイズキャンセリングするマイクと組み合わせることで、ノイズ環境下における音声認識精度は世界最高水準です。
・マイクの特性に合わせて、「14 時」、「チェックイン」、「齊藤」＋語尾のようなキーワードを引っ掛ける音声認識の仕組み「フロントエージェント」を開
発しました。これにより、音声認識の精度が飛躍的に向上しました。
・「BtoB スマートスピーカー」を使用した「フロントエージェント」は、お寿司屋さんなどの飲食店でも、活用することが可能です。「フロントエージェント」を
導入すれば、現在主流となっているタッチパネルでの注文から、マイクに向かって話すだけで注文ができるようになります。騒音の中でも使用可能なた
め、今後あらゆる場面での活用が可能になっていくと考えております。
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技術アピールシート
せーるすわん

セールスワン株式会社（SalesOne, Inc.）

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

現場の点検管理ソリューション

所在地

[本社]〒108-0023 東京都港区芝浦 3-14-5 YM ビル 5 階

資本金

1,400 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

2015 年

IoT ワークフロー「StampFlow」
http://www.salesone.co.jp

連絡先（部署・氏名） 山本
TEL

6名

従業員数

圭一

03-6435-2678

yamamoto@salesone.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

業務系ソフトウェア及び Web システムの開発。iOS や Android のアプリ開発

 得意な顧客・市場分野

大手企業や官公庁自治体・IoT 市場

 生産拠点・研究体制

東京本社・自社研究及び開発

 特記事項（取得資格・認証等）

認証 JIS Q 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013)
認可 電気通信事業 (届出番号 A-28-15368)
PR 詳細

「経営×現場×マシン」を結ぶ、現場の
点検管理ソリューション。
「Stamp Flow」

「StampFlow」は、貴社の平時・緊急時を想定したワ
ークフローをシステム上に構築、IoT 機器や RFID など、
各種センサーを組み込んだ自社設備、工具等のツー
ル、部材と連携させることで、関係者間でのこれらの
状況を通知、情報共有、追加作業の確実な伝達、遂行
（連携ソリューション図）

確認等がスマートデバイス上で一元把握が可能とな
る点検管理ソリューションです。
操作は視覚的にも単純明快でわかりやすい、ファンク
ショナルスタンプ機能で、次の行うべき業務の意思決
定をサポート。画像、動画、各種ファイル等もスピー
ディーにリアルタイムで共有できます。
具体的な用途として、貸出・返却システム化、棚卸作
業の簡素化、開閉管理のシステム化、紛失物の捜索、
不正持ち出しの検知、重要物の一括管理等といったシ
ーンで有用であり、貴社の設備・備品・工具・部材管
理をサポート致します。また、履歴を通じた業務フロ
ーの検証も可能。労働力の効率的な配置、技術伝承の
促進など社会的な課題にも貢献します。
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技術アピールシート
そなす

IoT・AI

技術分野

ソナス株式会社

技術キーワード

無線センシング、構造／マシン
ヘルスモニタリング

所在地

[本社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-25-18 ハイテク本郷ビル 1F

資本金

3,700 万円

主要事業
Web サイト

6名

設立年（西暦）

2015 年

センシングに関するハードウェア、ソフトウェア、サービスの企画、設計、製造、販売
https://www.sonas.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 神野
TEL

従業員数

響一

080-3490-8952

E メール

kyoichi@sonas.co.jp

 得意な技術・製品

省電力無線、加速度等の多点計測

 得意な顧客・市場分野

土木・機械

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

様々な領域で無線を利用したセンシングへの期待が高まっていますが、実際にはシステム構築時に「データロ
ス」
「デバイスが同期していない」
「バッテリがもたない」といった問題に直面します。弊社では、このような無
線の「扱いづらさ」をなくし、有線システムと同等の品質のセンシングを誰でも実現可能とする、ルーティング
しないマルチホップ省電力無線“Choco”を提供しています。IoT 導入現場が必要とするリッチな仕様(速度、範
囲、同期精度)を実現するラストワンマイル無線として、他の通信規格との差別化を実現しています。
( https://www.sonas.co.jp/ )
現在、主力製品として加速度センサを搭載した sonas x seriese を開発・展開し、構造物や機械の多地点同期
振動計測システムを販売しております。
( https://docs.wixstatic.com/ugd/d56186_8d44ebfc2b4942ac9238054a155ad3aa.pdf )

無線センシングのスペシャリストから成る弊社は、東京大学森川研究室にて研究されてきた省電力無線プロト
コルおよび現場でのノウハウを有しております。
Choco を利用して様々なセンサの搭載や機械の制御が可能であり、IoT の末端部（ハードウェア）から上層部
（クラウドシステム）まで弊社でワンストップで高速にプロトタイプすることも行っています。
振動センシングシステムは、橋梁や発電所、製鉄所等で導入を進めております。橋梁モニタリングでは、これ
までに大手ゼネコンや大学等と共に長大橋を含む 10 を超える実橋梁での実証実験を行い、全国の橋梁で弊社の
振動モニタリングシステムを運用中です。本システムは、工場・自動車・建築領域への適用がすぐに可能です。
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技術アピールシート
たいこうぶっさん

泰興物産株式会社
所在地

[本社]〒190-0022 東京都立川市錦町 6-18-1

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

IoT・AI

技術キーワード

センサ、IoT、射出成形、金型

9名

従業員数

設立年（西暦）

1974 年

プラスチック射出成形、金型製作
http://www.tycoh.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 製造部
TEL

技術分野

丸田

智子

042-522-7168

tmk@tycoh.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

IoT センサ、建築資材、コネクタ部品

 得意な顧客・市場分野

建設、電気、化粧品

 生産拠点・研究体制

東京都立川市

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 2015
PR 詳細

ものづくりのトータルサポートを致します。
製造ソリューションフロ

製品の企画・開発からサポートし、設計、試作、金型
製作、量産まで、弊社が一貫して承ります。

樹脂型：5 万～

東京高専水戸研究室と電池がなくてもセンシングでき
る IoT センサを共同開発し、特許を取得しました。
現在、製品化を目指している他、この製品をベースに
した OEM を受託いたします。
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技術アピールシート
でぃーぷいんさいと

ディープインサイト株式会社
所在地

[本社]〒141-0022

資本金

1,926 万円

主要事業
Web サイト

IoT・AI

技術キーワード

ディープラーニング

東京都品川区東五反田 5-22-37
従業員数

3名

オフィスサークル N 五反田 806
設立年（西暦）

2016 年

ディープラーニングフレームワーク関連製品の企画・開発・販売。
https://www.deepinsight.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

技術分野

03-6869-7564

 得意な技術・製品

久保田

良則
E メール

yoshinori.kubota@deepinsight.co.jp

国産初の組み込み分野に特化した純国産ディープラーニングフレームワークの企画・開
発・販売。関連する保守サポートとコンサルティングサービスの提供

 得意な顧客・市場分野

IoT デバイス、産業機械、家電製品等を開発している企業全般。電子機器に AI 技術を

搭載したいメーカー企業。
 生産拠点・研究体制

自社技術のみでディープラーニングの独自製品の開発が可能な技術チームを持つ。

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

ディープラーニングと呼ばれる人工知能（AI）技術を使用したソフトウエア製品 KAIBER（カイバ
ー）の企画・開発・販売。また関連する保守サービスやコンサルティング業務の提供。
今後急速に発展し、社会全体に大きなインパクトを与えると予想される IoT(Internet of things)
とディープラーニング技術にフォーカスした事業を行っています。現在はクラウドを利用したネッ
トワークサービスの全盛時代ですが、自動運転車に代表される新しい世界では、遅延がなくリアル
タイムに膨大なデータを認識・処理できるエッジコンピューティングという技術が必要となってい
ます。その実現の為にディープラーニングが注目されており、弊社は自動運転車のみならず、あら
ゆる電子機器（産業ロボットや家電製品等）に AI 技術を簡単に組み込むことができる国産初の組
み込み技術に特化したディープラーニングフレームワーク技術を開発しています。
半導体の世界的企業であるルネサスエレクトロニクスや ST マイクロエレクトロニクスと協業し、
顧客としては自動倉庫システムの大手企業である村田機械（株）などを顧客としています。
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技術アピールシート
でーたせくしょん

データセクション株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

AI（人工知能）、画像解析

所在地

[本社]〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-17-2 太陽生命渋谷ビル 7 階

資本金

88,882.5 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

56 名

設立年（西暦）

マーケティングリサーチ事業、データ提供・加工事業、業務系データ活用・最適化事業
https://www.datasection.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 国内ビジネスディビジョン マーケティンググループ アカウントチーム

03-6427-2565

TEL

2000 年

E メール

平塚

秀晴

hideharu.hiratsuka@datasection.co.jp

 得意な技術・製品

AI を活用した画像解析・データ分析技術、AI 開発プラットフォーム

 得意な顧客・市場分野

メーカー、ソフトウェア・通信

 生産拠点・研究体制

DATASECTION VIETNAM CO., LTD（Hanoi, Vietnam）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

【概要】
データセクション株式会社は「技術と実社会の融合」を目指す、データ活用の専門家集団です。
アカデミックで豊富な研究実績を持つ技術者チームと、各種業務に精通したビジネスチームで協力し、お客様の
課題解決を力強くサポートいたします。
【強み】
① 数多くの実用化実績


単なる研究開発ではなく、実用化レベルまで達した開発事例を数多く保有。

② AI の業務活用ノウハウ


AI をいかにビジネスに還元するか。業務改善から新規事業の創出まで、お客様をサポート。

③ スピーディな開発体制


社内の研究チームで最先端の要素技術を常にリサーチ。更に独自の AI 開発プラットフォームを活用す
ることで、技術の検証～開発～導入を効率化。

【開発事例】

①自動運転に向けたドライブレコーダーの解析

②ドローンによるインフラ設備の異常点検

③機械学習を用いたテキスト分類

様々な要素技術を組み合わせ、自動車のニアミス

広大なメガソーラーパネルをドローン×AI で

データの質に合わせて多様な分類エンジ

検知を実現。低解像度・高圧縮の画像にも対応。 自動点検。画像ノイズの多い屋外でも解析可能

ンの適用が可能。お客様のニーズに合わ

な独自ノウハウを投入。
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せて分類基準のカスタマイズを実現。

技術アピールシート
でばいすどらいばーず

株式会社デバイスドライバーズ

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

IoT、組込みシステム

所在地

[本社]〒183-0015 東京都府中市清水が丘 2-23-2

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

5名

設立年（西暦）

1999 年

IoT システム開発、IoT 関連製品販売、IoT 技術者教育
http://www.devdrv.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

頼田

ちひろ

042-363-8294

E メール

info@devdrv.co.jp

 得意な技術・製品

IoT、OS 移植、デバイスドライバ、無線通信、クラウド

 得意な顧客・市場分野

家電業界、事務機器業界、電子機器業界、研究所、大学

 生産拠点・研究体制

提携製造工場（東京都府中市）、IoT セキュリティー共同研究（積乱雲プロジェクト）

 特記事項（取得資格・認証等）

代表の日高が 2006 年以降毎年 Microsoft MVP 受賞
PR 詳細

技術の優位性




EnOcean 等無線通信応用 IoT デバイスの開発経験 30 例以上。
各種 OS 用デバイスドライバの開発経験 80 例以上。
組込みシステム用 OS の移植経験 10 例以上。
人工衛星搭載済の弊社開発 Linux ボード

新製品：E-Kit ゲートウェイ
EnOcean 無線通信と各種 IoT インフラに
標準対応する汎用ゲートウェイ
対応済インフラ：Amazon AWS(iBress),
Microsoft Azure, IBM Watson IoT,
Apple HomeKit, OPC UA, Node-RED

Watson IoT 画面例

HomeKit 画面例

E-Kit ゲートウェイ

新製品：IoT スターターキット
E-Kit ゲートウェイと
4 種類のセンサー、
クラウドシステムを
組み合わせてすぐに
IoT が使えるキット
E-Kit ゲートウェイ

CT センサー

開閉センサー

接触センサー

温湿度センサー

開発中製品：居室管理システム・キット
ドアセンサー、CO2 センサー、
人感センサーを組み合わせて
機械学習技術利用。異常状態の
見逃しを防ぎ、見守りや防犯、
トイレ管理などの各種居室管理に
有効な監視システム構築キット

E-Kit ゲートウェイ
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ドアセンサー

CO2 センサー

人感センサー

技術アピールシート
でばいすはんばいてくの

デバイス販売テクノ株式会社
所在地

[本社]〒146-8540 東京都大田区千鳥 2-9-18

資本金

9,500 万円

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

無線センサ

100 名

従業員数

設立年（西暦）

1964 年

電気機器及び各種プリント基板 ASSY の設計、製造、販売

主要事業

パナソニック製制御デバイスの販売
https://www.dstec.co.jp/

Web サイト

連絡先（部署・氏名） インキュベーション開発室

03-3758-1781

TEL

廣田

健二
hirota.k@dstec.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

マイコン制御、スイッチング電源

 得意な顧客・市場分野

半導体製造装置、産業機械

 生産拠点・研究体制

福島県須賀川市

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001:2008 認証取得

ISO14001:2015 認証取得
PR 詳細

弊社では、各種無線センサを開発中です。
１．無線センサ（温湿度計測）
概要

子機からの温湿度等のデータを 2.4GHz もしくは 920MHz 無線通信で親機に送信。親機から RS485
通信でホストＰＣ等へデータ送信。ＰＣ等でデータの一括管理及びロギングを容易に行なうた
めの装置でＩｏＴ化を実現します。

特長

・無線通信

：2.4GHz 帯独自方式、及び 920MHz 帯

・子機

：測定データ（温度・湿度等）を直接または中継機経由で親機に送信
：電源

・親機

電池駆動

：子機からデータを収集、有線 RS485 通信でホストＰＣへ送信
：AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ DC5V

・ラインナップ：親機、中継機、子機（熱伝対、パルス、温湿度）
用途

・装置、場所、機器の温度湿度の管理、データ収集、トレーサビリティ

イメージ
ホストＰＣ

ロガー

親機

中継機

子機

６３台まで可能

２．無線センサ（人体検知）
概要

24GHz マイクロ波よる人体を検出し、920MHz 無線通信で親機に送信するシステムです。
現在、人体、心拍・呼吸等の検出を目指してアルゴリズムの構築に取り組んでおります。

３．弊社では各種無線センサ、ＩｏＴ化を一緒に取り組んでいただける企業を募集しております。
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技術アピールシート
でんさんさーびす

株式会社電算サービス

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

IoT、センサー

所在地

[本社]〒177-0044 東京都練馬区上石神井 1-4-19

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

41 名

設立年（西暦）

ソフウェア開発
http://www.den3svc.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

姫田

一磨

03-3920-0338

 得意な技術・製品

システム開発

 得意な顧客・市場分野

金融、通信

 生産拠点・研究体制

無し

E メール

k.himeda@den3svc.co.jp

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

家庭菜園向け管理システム。
温度、湿度、地中水分濃度のデータをクラウドで管理できます。
スマホ、PC からデータを閲覧できます。
スマホ、PC から電磁弁、100V 電源の ON/OFF を行うことができます。
温度センサーは、湿度 100%の環境でも動作します。
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1980 年

技術アピールシート
でんししょめいにんしょう

株式会社電子署名認証

（ＰＫＩ，Ｌｔｄ．）

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

情報システム

所在地

[本社]〒104-0061 東京都中央区銀座 7-13-6 サガミビル 2 階

資本金

980 万円

主要事業
Web サイト

4名

設立年（西暦）

2015 年

セキュアイノベーション事業およびソーシャルイノベーション事業
http://www.pki.tokyo

連絡先（部署・氏名） 企画開発本部
TEL

従業員数

青木 尚

03-6869-8260

E メール

aoki-t@pmark-isms.com

 得意な技術・製品

認証・暗号・クラウドシステム

 得意な顧客・市場分野

情報セキュリティ

 生産拠点・研究体制

本社、舞浜企画開発本部、蒲田システム開発室、小伝馬町リモートセンシング研究室

 特記事項（取得資格・認証等）

Ｐマーク
PR 詳細

 電子署名認証ソリューション
 ブロックチェーン（分散型台帳）を用いた｢セキュア記録ソリューション｣【公開鍵暗号技術】
 テレワーク･モバイルに適した｢セキュアサプライチェーンソリューション｣【秘密分散暗号･ＳａａＳ】
 商品･チケット・装置等の｢ニセ物｣｢不正使用｣を確認できる｢ＩｏＴ認証ソリューション｣【秘密分散認証】
 電池フリーの｢ワンタイムパスワードカード（ＯＴＰ）ソリューション」
【秘密分散認証･ＰＵＦ認証】
※SaaS: Software as a Service アプリケーション込みを特徴とするクラウドサービス
※PUF: Physically Unclonable Function 複製不可能な物理的な“ゆらぎ値”
（生まれながらの指紋のような
識別情報）を使った“演算値”を出力し、チャレンジ＆レスポンス認証等に利用できる機能
 ＰＫＩマーク監査サービス
 入退･持出･授受等の運用記録および windows 端末ログ等の｢クラウドレポーティングサービス｣【ＡＩ】
 フランチャイズ本部による加盟店の｢個人情報保護監査一括支援サービス｣【監査技術】
 地図衛星データ応用ソリューション
 衛星画像･３Ｄによる迫力の「サイクルコースと博物館のインバウンドガイドソリューション」
【ＧＩＳ】
 ｢防災備蓄品の自助･共助ソリューション｣【ＳａａＳ】
 ｢リモートセンシングによる植生ＤＢに基づく追肥管理｣【衛星リモートセンシング技術】
※GIS: Geographic Information System 地理情報システム
 無線タグ応用ソリューション
 宅配・バイク便等の｢追跡サービス（仕分け処理・中継輸送処理対応）｣【秘密分散認証･ＰＵＦ認証】
 引越し･収納サービス向け｢梱包物の非開封一括確認ソリューション｣【秘密分散認証･ＰＵＦ認証】
 先端システム開発
 「無人店舗ソリューション」
【ＡＩ顔認証】

356

技術アピールシート
とうようでんき

東洋電機株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

IoT・AI

技術キーワード

光と電波で IoT の通信インフラ

[本社]〒486-8585 愛知県春日井市味美町 2 丁目 156 番地
[都内所在地]〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-18-12（内神田東誠ビル 3 階）
103,708 万円

従業員数

225 名

設立年（西暦）

1947 年

監視制御装置、配電盤、変圧器、センサ、空間光伝送装置、無線式モニタリング関連
http://www.toyo-elec.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 経営管理本部
TEL

技術分野

Ｒ＆Ｄ担当

0568-34-3008

藤田

E メール

日出生
Hideo_fujita@toyo-elec.co.jp

 得意な技術・製品

光と電波を用いた伝送装置・SOT、MAGICBEE

 得意な顧客・市場分野

搬送機器、昇降機メーカ・物流、輸送分野

 生産拠点・研究体制

国内：2 工場（春日井市味美町、神屋町）海外：2 工場（中国、タイ）
本社機構としてＲ＆Ｄ、事業部に開発部もしくは技術部

 特記事項（取得資格・認証等）

環境マネジメントシステム(ISO 14001) 品質マネジメントシステム(ISO 9001)
日本配電制御システム工業会優良工場(JSIA) 地域未来牽引企業
PR 詳細

■開発品概要
ＩｏＴ時代の通信手段として、屋外や工場の設備監視、ファクトリーオートメーション用の電波及び光を用い
た伝送装置の開発・販売を行っています。
光無線通信装置を開発・販売しているのは国内に二社、電波無線と両方の開発・販売を行っているのは唯一当
社のみです。昨年度から光・電波のそれぞれの特徴を生かしたハイブリッドリモコンの販売を開始しました。
また、大学、国の研究機関との共同開発により、超高速のギガビット光伝送装置の開発を行っております。

開発中！
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技術アピールシート
とーぷろてくのさーびす

トープロテクノサービス株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

AI 設計

所在地

[本社]〒146-0085 東京都大田区久が原 2-12-5 3Ｆ

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

5名

設立年（西暦）

2003 年

電子部品・デバイス・回路製造業
http://www.toprotechno.com

連絡先（部署・氏名） 北條
TEL

従業員数

武（ほうじょう たけし）

03-6410-3873

E メール

hojo@toprotechno.com

 得意な技術・製品

プリント配線板の設計（２Ｄ～３Ｄ）、精密石英ガラス加工（画像１μｍ～）

 得意な顧客・市場分野

アミューズメント、医療検査機などリジット基板、各種フレキシブル基板、開発基板

 生産拠点・研究体制

上記の所在地のみ

 特記事項（取得資格・認証等）

国家資格：プリント配線板製造（設計）技能士の有資格者３名
PR 詳細

はじめまして、お世話になります。
今回は、当社が自社開発している「ＡＩ設計」
（開発中）についてＰＲさせていただきます。
こちらは、構想２年、開発着手１年程度になります。人材確保しようともなかなか若い人が雇用できない昨今、
下記の考察からＡＩ設計の開発をスタートしております。
◆当社の強みを生かす手立てはないか？
・創業当初（2003～2005）
、ＣＡＤベンダーと協業しており、デバッグ作業経験からＣＡＤの仕組みに精通
・これまで培った設計技術および経験（３０年：２名、２０年：１名、１５年：１名）が豊富
※最近では、10G の高速信号伝送がある 8 層ビルドアップの開発基板などを設計しております。
↓↓↓
【ＡＩを活用した協調設計】※２種類のＡＩを活用
① ルールベースのＡＩ：自社専用ＡＩに設計ルールやノウハウを覚えこませて、部品配置とパターン配線を自
動化させる（１製品あたり：１～数１０種類の同時設計が２４時間３６５日で可能）
。
② 機械学習のＡＩ：過去に設計したバックアップデータから傾向を抽出して、
“ＡＩ先生”を構築し、上記①で
数１０種類を設計した中から、ＡＩ先生が採点をして良品をピックアップして、最終的に人間が選ぶ。
※営業が聞いてきた各設計仕様の内容を盛り込んだり、部品ライブラリの準備と最終チェックは人間が行う、
協調設計になります。また変更作業における部分的な配線変更などをＡＩが行う協調設計も可能です。
ＡＩの開発については、現役東大生（博士）および卒業生で構成されたベンチャー企業との共同開発をしており
ます。ＡＩ開発者と設計者にて、どうやってＡＩに覚えこませていくか？等を常に議論しており、弊社社員１名
（外国籍）もＡＩ開発メンバーに加わっているため、ゆくゆくは弊社のみで開発継続をしていけるようになりま
す。現実レベルで考えて、ＡＩがヒトに変わることで“ヒトが不要になる”ということは考えられません。いか
にヒトがＡＩを使うか？使いこなせるか？と考えております。ＡＩを活用できる少数精鋭の設計集団を確立すべ
く、高品質な設計を早く、数多くこなせるよう鋭意努力していく所存です。宜しくお願いいたします。
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技術アピールシート
ないとうでんせいまちだせいさくしょ

株式会社内藤電誠町田製作所
所在地

[本社]〒194-0012 東京都町田市金森 4-12-5

資本金

10,000 万円

主要事業
Web サイト

224 名

IoT・AI

技術キーワード

設計開発、無線、ＤＭＳ

設立年（西暦）

1965 年

電子機器の開発、設計、製造、保守サービス
http://sys.ndk-m.com/

連絡先（部署・氏名） システム機器事業部
TEL

従業員数

技術分野

042-796-8753

太田

豊

E メール

yutaka.oota@ndk-grp.jp

 得意な技術・製品

ﾏｲｺﾝの設計開発、機構設計、ﾏｲｸﾛ波無線技術、基板の設計開発～製造、産業機器の製造

 得意な顧客・市場分野

産業機器やＩｏＴ関連機器の設計から保守までを一貫受注できます

 生産拠点・研究体制

町田市（本社、技術部、製造部）、山梨県南アルプス市（基板製造、装置製造）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、ISO14001、全省庁統一入札資格事業者、一般労働者派遣事業者
PR 詳細

当社は、総合エレクトロニクス企業である内藤電誠グループ（http://www.ndk-grp.co.jp/）の一員として、
1965 年の創業以来大手電機メーカーとの協業で培ったマイコン応用技術をコアとして、電子機器の開発、設計、
製造、販売、保守およびサービスを一貫して受注できるＤＭＳ事業を展開しております。また、個々の分野での
受注もできる体制を整えています。
得意分野としては、マイクロコンピュータ関連機器、マイコン開発ツールの開発、製造、ＩｏＴシステム機器、
各種筐体の設計開発、マイクロ波無線通信機器、高密度実装、産業用装置の製造や保守サービスです。
また、自社商品としては、マイコン書き込み用フラッシュライター「ＡＳＭＩＳシリーズ」を開発、販売して
おります。
現在の取引先としては、大手半導体メーカー、電機メーカー、産業機器メーカー、商社です。
各種電子機器の開発～製造、保守に関して、ご相談があれば何なりとお申し付けください。
◎ マイコン書込み用フラッシュライター

◎可視光通信モジュール

◎保有技術
① マイコン応用技術
② 電子機器の開発、設計、製造、保守およびサービス
③ マイクロ波無線通信機器
④ マイコン開発ツールの開発、製造
⑤ 各種筐体の設計開発
⑥ 可視光通信技術
⑦ 高密度実装技術
⑧ 各種産業用装置の製造
⑨ ＰＧＡ等ソフトウエア開発
上記業務内容を設計開発～製造、保守サービスまで一貫して受注できるＤＭＳ事業を展開しております。
また、内藤電誠グループとしては、ＬＳＩの設計（アナログ系も得意）、半導体パッケージの製造、
電子部品や基板等の信頼性評価・故障解析・環境試験、ソフトウエアの開発等を行っており、グループの総合力
をもって、お客様のニーズにお応えします。
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技術アピールシート
にほんじんこうちのうけんきゅうかいはつきこう

株式会社日本人工知能研究開発機構
所在地

[本社]〒162-0056 東京都新宿区若松町 33-6

資本金

3,356 万円

主要事業
Web サイト

6名

IoT・AI

技術キーワード

人工知能、AI、ロボット

設立年（西暦）

2016 年

汎用人工知能の研究開発、実用化
https://www.jairo.org

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

技術分野

03-6380-3341

広口

正之
E メール

m.hiroguchi@jairo.org

 得意な技術・製品

汎用人工知能（汎用 AI）
、コミュニケーションロボットなど

 得意な顧客・市場分野

応用分野は多岐にわたる。まず、高齢者向け市場などを開拓する。

 生産拠点・研究体制

生産拠点は、本社所在地。研究体制は、順次拡大予定。

 特記事項（取得資格・認証等）

汎用 AI に関する国際特許を出願中。
PR 詳細

■

事業内容

現在の人工知能は、専用 AI などと呼ばれていて、それぞれの分野に特化したものです。専用 AI は、人間の知
能を部分的にしか模倣していないので、人間同等の知能があるとは言えません。
これに対して、当社（略称：JAIRO）の開発する人工知能は、汎用 AI です。汎用 AI は、まだ誰も開発に成
功していませんが、実現すれば幅広い分野に応用可能であり、コストも大幅に削減可能です。人間の知能全体を
模倣するので、人間同等の知能があると言っても過言ではありません。

■ アピールポイント
汎用 AI が実現すれば、現在の専用 AI を次々に置き換え、市場を席巻してゆくことになります。当社は、日本
は言うに及ばず、全世界で最初に汎用 AI を実現することを目指しています。
当社は、汎用 AI を幅広い分野に応用してゆくときのパートナーとなる会社を探しています。もし、ご協力い
ただけるのであれば、当該分野では排他的に汎用 AI を提供しますので、パートナー企業さまは、競合他社に比
べてコスト面でも、機能性能面でも圧倒的な優位に立つことができます。
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技術アピールシート
はくさんこうぎょう

白山工業株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

防災、ネットワーク、IoT

所在地

[本社]〒183-0044 東京都府中市日鋼町 1-1 J タワー10 階

資本金

8,000 万円

主要事業
Web サイト

1986 年

設立年（西暦）

地震観測ネットワークシステムおよび地震防災システムの開発・販売
http://hakusan.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 防災営業部
TEL

80 名

従業員数

中井

俊樹

042-333-0080

nakai@hakusan.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

IP 技術を利用した計測、ネットワーク、解析システム

 得意な顧客・市場分野

大学・研究機関・建物分野、防災分野

 生産拠点・研究体制

大学・研究機関との共同研究

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

iOS 端末（iPhone/iPad/iPod touch）で動作するアプリで地震計を構築。簡単に地震計網を構築できるシス
テム。クラウドサーバにデータを上げる事で、地震発生時の初動の情報としての利用が可能。
特徴
１．ローコストで地震計網の構築が可能
２．設置個所での震度情報をリモートでリアルタイムに確認。いち早い対応が可能。
３．ローコストのため、多点での監視が実現。
４．API で他コンテンツとのマッシュアップが可能。
５．専用地震計端末との混在も可能
適用範囲
１．建物などの一括管理、初動対応
２．多事業所を持つ企業での BCP／BCM 対策
３．インフラ・構造物の監視

WEB ブラウザ

全体システム構成
リスト表示
Geonavi マルチテナント
サーバ

iOS 端末：i 震度

震度マップ表示

iOS 端末：i 地震

有線 LAN 地震計
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波形解析

技術アピールシート
ぴーけーでざいん

PK デザイン有限会社
所在地

[本社]〒186-0004 東京都国立市中 1-14-30

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

IoT・AI

技術キーワード

IoT

3名

従業員数

設立年（西暦）

2009 年

インダストリアルデザイン
http://www.geocities.jp/pkdesign_boss/hp/top.htm

連絡先（部署・氏名） 菊池
TEL

技術分野

鉄男

090-3459-2000

pkdesign_boss@ybb.ne.jp

E メール

 得意な技術・製品

福祉関係特許取得・デザイン開発・福祉関係

 得意な顧客・市場分野

福祉・医療機器関係、IoT 関係

 生産拠点・研究体制

知財関係、IoT 関係、デザイン関係

 特記事項（取得資格・認証等）

ヘルパー2 級取得、福祉用具販売指導員、障碍者支援資格
PR 詳細

「知財企画部」企画書
ロボット教室

商標登録

商標登録

・小学生向け（１年生～６年生対象）

ロボット博士

くにたち私塾
ロボット先生

国語・算数・英語
・クラウドファンディング（資金集め～）
・くにたち私塾 ロボット先生
・キャラクターなど商標登録済み
キャラクター

「デザイン企画部」企画書
・教育教材 メカニズム動画アニメ
・３Ｄ－ＣＡＤ プリンタによるものづくり
（３Ｄ製作図 販売あり）
・インターネット販売

「福祉介護部」企画書
・介護用ベッド（床ずれ対応）
・睡眠障害（睡眠時無呼吸症候群）
・特許取得多数
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技術アピールシート
びっとすとろんぐ

株式会社ビットストロング
所在地

[本社]〒105-0013

資本金

4,000 万円

主要事業
Web サイト

技術キーワード

画像処理、画像検査、計測、
病理画像、FA 外観検査

東京都港区浜松町 1-1-10 秋間ビル 6F
従業員数

40 名

設立年（西暦）

2001 年

画像検査/計測システム、医療画像システム、PACS/Dicom システム、病理画像システム、赤外
線カメラ／システム、メカトロ・制御組込のシステム等
http://www.bitstrong.com/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

IoT・AI

技術分野

門 洪涛

03-3437-5315

 得意な技術・製品

E メール

menh1@bitstrong.com

画像処理技術において業界トップレベル。病理画像などの細胞認識に関してここ１，２
年特許を多く出願

 得意な顧客・市場分野

医療画像、FA 外観検査は業界トップレベルの専門性

 生産拠点・研究体制

東京、中国

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

弊社では主に、顕微鏡画像、Pacs/Dicom 等の医療画像や画像処理技術による工業製品の検査・計測を手
掛けております。
（１）病理/生物向け ImageStation 顕微鏡画像処理、画像編集、複数の蛍光画像の重ね合わせ、合成。フ
ァイル管理・分析・計測などの一連作業を統合で行うことが出来る。染色体分離、針状ウイルス分離など
のオブジェクト分離計測パック。
放射線・超音波・内視鏡科向け医療画像 PACS システム。診断機器等の付加価値を高める画像認識アプリ
のほかに、コア機能となる画像認識、画質改善等センサーに近い開発も可能。
画像ファイリングシステムでも蓄積の製品及び技術あり。3D 画像診断/血管解析/歯科イメージングシス
テム等 OEM/請負も可能。
（２）工業用顕微鏡向け画像計測ソフト等、工場における外観検査システム。コネクタ、LCD、ヒューズ、
ベアリング、軸類等、細分化したいくつかの市場における専用検査・計測装置。各応用分野で事業提携及
び専門子会社の可能性。監視カメラ系またロボット/ステージ制御系も対応可能。
（３）その他、Matrox 社の一次代理店として、新製品やスマートカメラ Iris を始め、実績豊富で業界定番
の画像処理ライブラリ MIL、各種画像入力ボード/画像処理 Board、ComputingPlatfom 等の Matrox 社製画像
処理製品を直接輸入販売しております。自社のシステム・インテグレータとしての強みを活かしサンプル
実験・システム構築などの現場に則したサポートの強化に努めています。
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技術アピールシート
ふぉるて

株式会社フォルテ
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

IoT・AI

技術キーワード

IoT 端末

[本社]〒030-0862 青森県青森市古川 3-22-3 古川ビル 3Ｆ
[都内所在地]〒113-0034 東京都文京区湯島 2-2-16 御茶ノ水クロスビル 5F
4,100 万円

15 名

従業員数

設立年（西暦）

2005 年

IoT 製品の開発・販売、骨伝導ヘッドセットの開発・販売、Web システム受託開発
http://www.forte-inc.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部営業 2 課

課長

03-3868-2280

TEL

技術分野

阿部

裕
abe@forte-inc.jp

E メール

 得意な技術・製品

移動体管理用端末、作業員監視・見守り用端末

 得意な顧客・市場分野

地方自治体、観光事業者

 生産拠点・研究体制

本社にて研究開発し、中国の工場で量産しています。

 特記事項（取得資格・認証等）

取得している認証は JATE、TELEC、IOT(Docomo,Softbank)です。
PR 詳細

弊社が製造する IoT 端末は、運輸業等の移動体管理をターゲットとした「mono 端末」と、作業員監視・高齢者
見守りをターゲットとした「hito 端末」の 2 種類です。
mono 端末の特長は、位置情報、時間及び取得したセンサーの測定値などを任意の頻度でサーバーに自動送信で
きる点であり、数年にわたる長期間の車両管理や自動販売機の監視などに適しています。hito 端末の特長は、位
置情報、時間及び端末所持者のステータス情報（休憩中・トラブル発生など）をサーバーに手動送信できる点で
あり、日々の業務管理や高齢者見守りサービスなどに適しています。また、いずれの端末も今年度中に準天頂衛
星みちびきに対応させ、位置測位の誤差を数メートル単位まで抑えられる見通しです。
また、弊社は騒音環境下での円滑なコミュニケーションを実現できる「スマートマイク（ノイズ除去機能付き
骨伝導ヘッドセット）」も製造しております。
今回の交流会では、移動体管理、作業員監視、高齢者見守り、高精度な位置情報が求められる防犯・防災分野
の商流を持つ企業様とのマッチングを希望します。

製品名
mono 端末

主な用途

導入例

位置情報、走行距離、
走行時間、速度など

 在庫管理

 運送用車両の管理

 稼働率管理

 コイン投入機の入金

2017/12/6
12：58：25

監視
hito 端末

 人手の作業効
率化

 ポスティング兼見守
りサービス管理支援
 オンデマンド乗合タ
クシー（実証段階）
【図】運送用車両管理サービス（左）および

【表】IoT 端末の主な用途および導入例

ポスティング兼見守りサービス（右）のイメージ
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技術アピールシート
ふじいんふぉっくすねっと

富士インフォックス・ネット株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

BI

所在地

[本社]〒108-0014 東京都港区芝 5-13-15 芝三田森ビル 5F

資本金

6,000 万円

主要事業

業務ソリューションサービス

Web サイト

https://www.infoxnet.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 東京営業部
TEL

160 名

従業員数

人見

03-5419-8228

設立年（西暦）

1991 年

圭亮
hitomiksk@infoxnet.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

データ分析ツール「BI21」の販売、サービス

 得意な顧客・市場分野

金融業界、サービス業界など

 生産拠点・研究体制

東京本社

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO14001、ISO27001、プライバシーマーク取得
PR 詳細

Excel ベースの BI ツール「BI21」
1. インターフェースが Excel となっており非常にユーザフレンドリーな仕様になっている。
2. Excel と 100％連携しているので、操作も Excel と同様なので別途マニュアルなどでの学習の手間が
不要となる。
3. 既存の Excel ファイルをそのまま活用可能なので慣れ親しんだフォーマットで作業が可能。
4. データは全て DB や基幹システムで管理させるので、Excel と違いデータの整合性が取れない、
Excel ファイルが煩雑にならないので、データの一元管理が容易に可能。
5. 弊社 BI を用いての業務改善の提案からシステムの導入まで総合的な提案が可能。
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技術アピールシート
ぷらっとほーむ

ぷらっとホーム株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

IoT

所在地

[本社]〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-1-3 日本ビルディング九段別館 3F

資本金

119,760 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）

TEL

41 名

従業員数

設立年（西暦）

1993 年

IoT 関連製品・サービスの提供
https://www.plathome.co.jp
製品マーケティング部 製品マーケティング課 星
03-5213-4373

賢志

k-hoshi@plathome.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

IoT ゲートウェイ・製造業向け IoT アプライアンス等

 得意な顧客・市場分野

製造業様・自治体様・SIer 様

 生産拠点・研究体制

日本国内

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO14001 取得
PR 詳細

■製品概要
工場などの産業施設では、様々なセンサーや計測器、製造機器等が稼働しており、各々データ形式でデータ生成
されるのが一般的で、データを統合した活用が困難。OpenBlocks IDM アプライアンスは異種間データの利用、異
なる様々なデータを統合的に矛盾なく扱うための仕組み（IDM：IoT Data Management)が備わっている。
■構成例

■製品特長
・工場内の様々な CSV ファイルを取り込み
・工場内にある生産設備や測定器・センサー装置が出力する CSV
ファイルを主要な CSV ファイル形式に標準対応しているのですぐに
利用できる
・上手く活用されていなかった CSV ファイルを取込む事で、デー
タの有効活用ができる
・IoT ゲートウェイで様々なデータを収集
・プログラミングレスで様々な IoT センサー・デバイスからデー
タ収集する事が可能な IoT ゲートウェイ「OpenBlocks® IoT Family」
を使用する事により、温度・湿度・照度・開閉・人感・ビーコン・
加速度など、工場内の環境・設備のセンシングを実現。
・PLC 接続機器データを収集する
・PLC に生産設備など機器から、稼働状況などのデータ収集がで
きます。
・工場内データの一元管理
・ファイルサーバ上で CSV ファイルを管理する手間から解放され、
本質的な目的である中身の
・時系列データへのダイレクトアクセスを実現する。
・収集したデータを可視化する
・蓄積されたデータを基に、工場内レイアウト図面上へ環境デー
タのプロット、設備の稼働状況、生産量のグラフ化などを視覚的に
行うためのビューアを搭載している。
・ビューア内のレイアウト変更なども自由に行えるため、例えば
センサーや設備の移動があった場合も、
ビューア上の位置変更も容易に行う事ができる。
・時間間隔の異なる複数の CSV ファイルを統合し、複数の要素を
同一グラフ上で可視化する事で複数の要因原因分析などを行う事が
できる。
・収集したデータを保存する
・工場内の複数の端末から取得した CSV データやセンシングデー
タを統合的に管理可能。さらに、データのバックアップ/リストア機
能も搭載。
※バックアップ先の NAS が別途必要
・クラウド不要でスタート可能
・インターネット接続のない閉域環境でも IoT を実現できます。
また、将来クラウドやインターネット接続をする際にもそのまま拡
張して利用できる。
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技術アピールシート
ぷろじぇくとめい

株式会社プロジェクト・メイ
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

音声認識、AI、センシング、
モバイルソリューション

[本社]〒110-0008 東京都台東区池之端 2-2-10 カーネ池之端 601
[都内所在地]〒108-0004 東京都港区新橋 3-11-8 オーイズミ新橋第 2 ビル 705 OTA 内事業本部
3,500 万円

5名

従業員数

設立年（西暦）

2016 年

画像・音声・各種センシングおよびその利用ソリューションの開発・製造・販売
http://www.projectmay.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 総務管理部門
TEL

IoT・AI

技術分野

03-6806-5680

森

やす子
ymori@projectmay.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

音声認識・話者分離ならびに画像や位置情報を利用した、AI 活用のソリューション

 得意な顧客・市場分野

特に業界や分野を問わない

 生産拠点・研究体制

東京電機大学と共同研究

 特記事項（取得資格・認証等）

Google Cloud 技術パートナー
PR 詳細

１．音声認識とテキスト化
専用端末による半リアルタイムの音声テキスト
化、または過去に IC レコーダーなどで録音した
音声ファイルからのテキスト化が可能。従来の音
声認識システムで必要とされていた音声の事前
登録／事前学習や、辞書データの作成が不要。
２．話者分離
独自の技術で、音声の事前登録／事前学習なしに複数話者の音声を分離。
３．写真と音と位置情報など各種センシングデータを活用
端末の電源を入れるだけで、写真と音と位置情報の記録と遠隔からリア
ルタイムにモニターできる仕組みを提供。安価で、従来の監視システム
に比べ、圧倒的に多くの地点に設置することも可能。
２秒間隔の静止写真と周囲の音と居場所をリモートからリアルタイム
でモニターし、いつでも過去の様子をタイムラプス（短縮）再生。
弊社の目指すもの
手軽に、安価に、さまざまな情報を集めて、評価することを目標としています。
その情報を使い、リアルタイムで様子をモニターしたり、専門家が判断したり、AI を用いて診断や推定・予測を
したり、知識や判断としてみなさまにフィードバックする仕組みを提供します。
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技術アピールシート
もるふぉ

IoT・AI

技術分野

株式会社モルフォ

技術キーワード

AI、人工知能、
画像認識、画像処理

所在地

[本社]〒101-9965 東京都千代田区西神田 3-8-1 千代田ファーストビル東館 12F

資本金

177,121 万円

設立年（西暦）

2004 年

画像処理技術の研究開発および製品開発ならびにライセンシング

主要事業
Web サイト

http://www.morphoinc.com/

連絡先（部署・氏名） ネットワークサービス事業部
TEL

82 名（連結）

従業員数

03-3288-3250

事業開発担当

國好

誉子

t-kuniyoshi@morphoinc.com

E メール

 得意な技術・製品

画像処理技術・画像認識技術（世界最高速級の認識が可能です）

 得意な顧客・市場分野

外観検査分野、医療分野、インフラの維持管理分野等

 生産拠点・研究体制

東京都千代田区

本社オフィス

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

◆弊社はディープラーニングを使った画像認識と画像処理（Computational Photography）に強みを持ち、
双方のノウハウを掛け合わせることで人工知能の実用化に向けたサポートが可能です。
◆人工知能の導入を検討されている方や、認識速度にお悩みをお持ちの場合はお気軽にご相談ください。
・ディープラーニング（深層学習）
⇒人工知能（AI）の一種。機械が人間と同じように学習をした上で画像を認識します。
【ディープラーニングを使った人影・顔検出の例】
ディープラーニングの応用分野
・医療
・外観検査
・画像の自動分類
・サイトの自動フィルタリング
・セキュリティカメラ

・画像処理（Computational Photography）
⇒デジタル処理による画質向上を前提としたイメージング技術。（以下具体的な例）
【例１：手振れ補正技術】

【例２：超解像技術】
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等

技術アピールシート
ゆーいーあい

株式会社 UEI

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

ディープラーニング

所在地

[本社] 〒110-0016 東京都台東区台東 4-19-9 山口ビル 7 8F

資本金

9,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

2003 年

人工知能および応用ソフトウェアの企画・研究・開発・コンサルテーション、深層学習用サー
バー販売、深層学習用フレームワーク開発
https://www.uei.co.jp/

連絡先（部署・氏名） AI リサーチセンター
TEL

40 名

従業員数

03-5812-6507

増田

哲朗
info@uei.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

人工知能および応用ソフトウェアの企画・研究・開発・コンサルテーションなど

 得意な顧客・市場分野

業種問わず

 生産拠点・研究体制

東京

 特記事項（取得資格・認証等）

PR 詳細

●深層学習コンサルティング
貴社のビジネスに最適な深層学習 AI 導入をサポートいたします。
様々な深層学習技術からお客様の業務に最適なニューラルネットをご提案し、仮説検証・実証実験・最終的なサ
ービス実装まで段階的にサポートを実施いたします。

[事例]
・不定形帳票認識
様々な帳票の中からレイアウト認識させ、必要な項目のみを抽出する機能を深層学習で実現しました。あらかじ
め指定した特定の項目のみを抽出することが可能です。金融機関などで導入実績あり。
・三次元畳込み物体認識ソリューション(DEEPvolume)
CT スキャンデータのような三次元ボクセル情報を独自開発の三次元畳込みニューラルネットによって正確に認
識・分類が可能になりました。医療分野や建設現場など様々な場面での活用が期待できます。

●深層学習用サーバー販売
深層学習に最適化したディープラーニング専用サーバー”DEEPstation DK-1000”シリーズを販売しています。
独自開発の深層学習環境「CSLAIER（シースレイヤー）」をプリインストールしており、Web ブラウザから GUI だ
けで手軽に様々な深層学習ツールを試すことが可能です。
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技術アピールシート
りとるそふとうぇあ

IoT・AI

技術分野

株式会社リトルソフトウェア

技術キーワード

生体測定、
バイタルデータの AI 活用

所在地

[本社]〒157-0066 東京都世田谷区成城 2-31-13 メゾネット成城 202

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

7名

設立年（西暦）

2014 年

脳波、バイタルデータから五感感情認識 AI、ブレインプラットフォーム開発
http://www.littlesoftware.jp/

連絡先（部署・氏名） 小原
TEL

従業員数

美香(コバルミカ)

070-4019-5498

E メール

kobaru@littlesoftware.jp

 得意な技術・製品

生理データの計測・評価システム、バイタルデータの活用で人の状態を検知する

 得意な顧客・市場分野

事業領域・顧客は様々なため、特に市場を決めておりません。

 生産拠点・研究体制

東京都内

 特記事項 （取得資格・認証等）

●応用脳科学コンソーシアム会員 http://www.keieiken.co.jp/can/consortium/members.html
●東京都主催「青山アクセラレーションプログラム

2 期」http://acceleration.tokyo.jp

に採択されました。
PR 詳細

弊社は、
（EEG 脳波計による測定）脳波を 67 の感性に可視化する技術をもとにさまざまな企業へサービスを提供
しており、また各種大学・研究機関及び企業と連携して研究・開発をおこなっております。

弊社の事例等につきましては、以下ウェブサイトにありますので、こちらをご覧ください。
http://www.littlesoftware.jp/
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技術アピールシート
ろすてーか

ロステーカ株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

IoT、センサ

所在地

[本社]〒164-0012 東京都中野区本町 6-27-12 豊国ビル 7 階

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

4名

設立年（西暦）

2001 年

カスタム電子回路設計、製造販売
http://www.losteaka.com

連絡先（部署・氏名） 鵜澤
TEL

従業員数

安寿（うざわ やすとし）

03-3229-1801

E メール

info@losteaka.com

 得意な技術・製品

無線モジュール、カスタムプロセッサー/センサボードの設計、受託ソフト開発

 得意な顧客・市場分野

環境の見える化、ビッグデータの取集、災害、見守り

 生産拠点・研究体制

同上

 特記事項（取得資格・認証等）

電波法：021-A17008、007-AE0289（at 2.4GHZ）
PR 詳細

1. LoRa ユニット【LosRa（ロスラ）】
LosRa は弊社開発 LoRa モジュールです。 ソフトウェアも独自パケットで独自ソフトを実現しています。

2. ACCULE ボード
AM572x 評価基板 【 ACCULE Board （アキューレ・ボード）】 は、
Texas Instruments 社 Sitara AM5728 マルチプロセッサを搭載した
弊社開発基板です。
Sitara™ ARM® Cortex®-A15 AM57x プロセッサの迅速な評価を
可能にし、ＨＭＩ、マシン・ビジョン、ネットワーキング、医療用画像
処理などの多くの産業用アプリケーションの開発期間を短縮する
プラットフォームを実現します。
デュアル ARM Cortex-A15 およびデュアル C66x DSP プロセッサ
をベースとする開発プラットフォームで、デュアル・ギガビット・
イーサネット、USB3.0/2.0、SATA、HDMI など多数のコネクティビティ
を集積しています。
ハードウェア
コネクティビティ

AM5728 搭載 / 2GB DDR3L / TPS659037 電源
ﾃﾞｭｱﾙ・ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ･ｲｰｻﾈｯﾄ / USB3.0/2.0
SATA
/
HDMI
/ MicroUSB2.0
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