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採択事業者一覧（令和４年度）

※複数年度にわたって採択されている案件ついては、採択時期が最も早いタイミングにまとめて記載。 2

採択スタートアップ 所属企業 事業名

株式会社Prediction 事務機器メーカー オフィス内サイネージを活用した、B2Bマーケティングプラッ
トフォーム事業

株式会社ブライトヴォック
ス 株式会社リコー 立体映像システムに係るメタバース技術活用を通じたリアルな

場の活性化事業
verbal and dialogue株式会
社 虹技株式会社 プラント業界向けデジタル工事写真帳データSaaSサービス

株式会社ストリーモ 本田技研工業株式会社 ユーザーの「安心感」を第一とした新たな移動体験を提供する
電動マイクロモビリティー事業

株式会社SaveExpats 日揮グローバル株式会社 海外駐在員(Expat)から現地(Local)へ。
-未病を救う指先２滴の郵送検査サービス-

オーマッチ株式会社 ソフトバンク株式会社 屋外広告取引プラップフォーム『OOHMATCH』
Frontier M&A Partners株
式会社 サントリーホールディングス株式会社 外食特化型Ｍ＆Ａ仲介・後継者発掘・経営支援事業

株式会社 DIFF. ミズノ株式会社 左右別サイズシューズ購買サービス『DIFF.』
メブキ株式会社 不動産会社（MBO型起業） 不動産管理会社向け業務DXツール『Roomwith』
Fracti合同会社 株式会社福山コンサルタント 行動の冗長性をつくる、おでかけランダマイズ事業

新規出向起業 10件



採択事業者一覧（令和３年度）
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採択スタートアップ 所属企業 実施事業

株式会社EMOSHARE 南海電気鉄道株式会社 公式ファンクラブ機能等のファンコミュニティに係るプラット
フォーム事業（R3,R4）

株式会社Every Buddy 南海電気鉄道株式会社 ミュージカルライフサポーター（R3,R4）
サイトロニクス株式会社 株式会社東芝 再生医療向け細胞培養プラットフォーム開発事業

ターンザタイド株式会社 株式会社静岡銀行 中小企業の財務内容改善・新規ビジネス・SGDs等に関する支援事
業

Blue Farm株式会社 コムシスホールディングス株式会社 企業のESG対応を促進するお茶栽培環境提供事業
Life Ship株式会社 総合人材サービス会社 ー

株式会社リアコネ 日用品メーカー メーカーと生活者をつなぐ、商品ロス削減に向けた販売支援サービ
ス

株式会社LAWN 南海電気鉄道株式会社 テニスプレイヤープラットフォーム事業（R3,R4）
株式会社リバース 神姫バス株式会社 バスで創る新たな移動空間サービスの提案
株式会社レジリエンスラボ 株式会社明電舎 企業向け非常用電源・燃料等の備蓄シェアリング
株式会社zooba 株式会社ディー・エヌ・エー クラウドサービスのライセンス一括管理サービス
株式会社ウィズカンパニー 株式会社ディー・エヌ・エー アプリ連動型オンラインパーソナルトレーニングサービスの運営

株式会社Mobirta 株式会社デンソー シェアリング・レンタカーの軽微なキズを検出証明するセンシング
システム開発・データ収集

株式会社Officefaction 株式会社ジェイアール東日本企画 オフィスの遊休資産（空きスペース）とコンテンツ事業者をつなげ
るプラットフォーム

eyeForklift 株式会社 富士通株式会社 製紙産業の倉庫等におけるフォークリフト作業のIoT化（R3,R4）

新規出向起業 15件



採択スタートアップ 所属企業 実施事業

株式会社TRULY 広告会社 女性の「更年期」 に寄り添う、オンライン相談プラット
フォーム

株式会社CyberneX 富士ゼロックス株式会社 イヤホン型脳波計の用途開発に向けた実証事業（R2,R3）

株式会社休日ハック 日用品メーカー 休日行動変容実証事業

株式会社トイエイトホールディ
ングス 株式会社マッキャンエリクソン 才能分析システム実証事業

株式会社GAZIRU 日本電気株式会社 画像認識サービスによる商品トレーサビリティ実証事業

SpoLive Interactive株式会社 エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ株式会社

バーチャル観戦プラットフォーム事業（R2）
競技団体向けファンエンゲージメント強化支援事業（R3）

TRUSTART株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 不動産業界DXによるビジネスモデル変革事業

株式会社ポンデテック 関西電力株式会社 再生PCを用いたICT環境構築事業

トゥッティ・ミュージック・エ
ンターテインメント株式会社 スカパーJSAT株式会社 クラシック音楽コンサート専門の定額制動画配信サービス

新規出向起業 ９件

採択事業者一覧（令和２年度）

※複数年度にわたって採択されている案件ついては、採択時期が最も早いタイミングにまとめて記載。 4



インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/prediction/

WEBサイト：
https://prediction.co.jp/

複合機は光学・化学・機械・ITという日本が培ってきた技術の結晶のプ
ロダクトであり、さらに、グローバル市場シェアでは日本企業が7割を
占めているという、日本を代表する産業の一つと言えます。

しかしながら、近年のペーパレスの加速により、印刷の利用頻度が減少
するトレンドにあるため、複合機各社は事業転換を戦略に掲げています。

本事業は複合機のビジネスモデルイノベーションにつながる可能性があ
る事業であり、また、複合機を利用する顧客の嬉しさも多いサービスで
す。今回の制度を通じて世の中に変革をもたらすことを目指します。

実施事業名：
オフィス内サイネージを活用した、B2Bマーケティングプラット
フォーム事業

（事務機器メーカー）
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グラスレスで立体映像を楽しむことができる映像システム（Volumetric 
Display）を独自開発しており、新しい映像表現手法としてさまざまな用
途で展開する計画です。

当事業においては、用途展開の第一ステップの位置付けで、”メタバース
空間を切り取り、現実空間に投影するサイネージ”として、体験施設・商
業施設・各種イベントなどの、リアルの場の賑わいづくりに貢献いたし
ます。

実施事業名：
立体映像システムに係るメタバース技術活用を通じたリアル
な場の活性化事業

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/brightvox/

WEBサイト：
https://brightvox.jp/
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インタビューページ：
https://co-hr-
innovation.jp/entrepreneur/verbalanddialogue/

WEBサイト：
準備中

超めんどうな写真帳業務。

事務所に戻って作業することなく、現場で写真撮影のみで完了。自動で
工事写真帳を作成。弊社SaaSサービスを通じて、写真帳業務の時間・労
力コストを87％削減に繋げます。
プラント業界はアナログな業務プロセスを抱えたままの場面が多く、慢
性的に人手不足の問題があり、一人当たりの生産性向上が必須の課題と
なっています。

本事業では、建設テック領域の事業開発を行い、プラント業界の生産性
向上に貢献して参ります。

実施事業名：
プラント業界向けデジタル工事写真帳データSaaSサービス
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Striemoはユーザーの「安心感」を第一とした新たな移動体験を提供す
る電動マイクロモビリティーです。

バランスを取ることへの不安軽減や、自然な乗車体験を提供するノウハ
ウを活かし、ユーザーが余裕を持って、周囲に配慮し運転ができます。
2023年以降には欧米市場へ展開し、将来的には世界中で高齢者を含めた
より多くの人が安全かつ容易に使える「マイクロモビリティーの新しい
スタンダード」を目指します。

実施事業名：
ユーザーの「安心感」を第一とした新たな移動体験を提供する
電動マイクロモビリティー事業

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/striemo/

WEBサイト：
https://striemo.com/
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インタビューページ：
https://co-hr-
innovation.jp/entrepreneur/saveexpats/

WEBサイト：

https://saveexpats.com

『世界を支える駐在員に安心と健康を』というミッションのもと、駐在
員・家族の健康不安を救う自己採血キットによる郵送検査サービス
「SaveExpats」の開発・提供を行います。

異国の地でリスクを背負って勤務している駐在員向けに、自己採血キッ
ト宅配によるリモート検査と迅速な結果通知、及び母国医師とのオンラ
イン医療相談を提供することで、世界中の駐在員と家族を「未病」と
「健康不安」から解放し、さらにメンタルヘルスケアまで包括的に提供
しwell-beingを実現。

加えて、駐在員のみならず、現地の医療従事者の負担軽減を実現させて
行きます。新興国途上国の地方・遠隔地の病院は、検査・治療を待つ人
で常にパンク状態となっており、さらに経済成長に伴って生活習慣病で
亡くなる方の数が激増しています。いつでもどこでも精確な検査とデー
タ管理の仕組みを提供することで、現地医療機関の負担を軽減しながら、
現地の生活習慣病予防に貢献します。

実施事業名：
海外駐在員(Expat)から現地(Local)へ。

-未病を救う指先２滴の郵送検査サービス-
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交通媒体や看板媒体などの屋外広告をWEB上で売買ができるマーケット
プレイス「OOHMATCH」を運営しています。

屋外広告の課題として、Web上に情報が集約されておらず、自社に合っ
た媒体を見つけることが難しいばかりか、複数の中間業者が取引に介在
することで価格の相場観も不透明です。かつ、業界慣行がまだまだアナ
ログ、取引はFAXや電話が主でのため、多くの工数が発生しています。
媒体オーナーと直接繋がるマーケットプレイス「OOHMATCH」は、こ
れらの課題を解決するために誕生しました。

これからもより一層、業界全体のDXに取り組んでまいります。

実施事業名：

屋外広告取引プラップフォーム『OOHMATCH』

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/oohmatch/

WEBサイト：

https://oohmatch.com/
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弊社は外食産業バリューチェーンに特化したＭ＆Ａ仲介会社です。
Ｍ＆Ａというと、ハゲタカとか、乗っ取りとかのイメージを持つ方も多
いと思いますが、我々は飲食産業の再編を加速させ、価値ある産業にす
ることを目的とした、社会問題解決型Ｍ＆Ａ会社です。

＜提供するサービス＞
①外食産業専門Ｍ＆Ａ仲介
・成長支援型Ｍ＆Ａ（コロナ渦で止まった成長を外部資本を注入し加速
させる）
・事業継承（後継者問題解決）型Ｍ＆Ａ
・再生型Ｍ＆Ａ（外部スポンサーと再生を目指す）
②プレＭ＆Ａコンサルティング（会社を売りやすい状態に整える）
③外食経営大学院の運営

実施事業名：

外食特化型Ｍ＆Ａ仲介・後継者発掘・経営支援事業

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/fmap/

WEBサイト：
準備中
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左右で靴の推奨サイズが異なる方の割合は20%に及び、左右両足同じサ
イズで靴が提供され続ける限り5人に１人は片方の足は最適なサイズで
靴を履くことを諦めなければいけない実情。特にスポーツをしている顧
客にとって”常に足の同じ部位が内出血”、”シューズを2足買い、合わな
い片方は捨てる（2倍の出費）”といった問題が生じています。

本事業では、市場に流通しているシューズを倉庫で片足在庫に分解して
流通させるスキームを構築し、”左右別サイズでもシューズを購買出来る
こと”を世の中の新しい当たり前にすることを目指します。

実施事業名：

左右別サイズシューズ購買サービス『DIFF.』

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/diff/

WEBサイト：

https://diff-shoe.studio.site/
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「Roomwith」は不動産管理・仲介業者様が取り扱う「賃貸付帯商品」
に特化した業務デジタル化ツールです。

24時間駆け付けサービスなどに代表される付帯商品は管理会社様の重要
な収益源である一方、そのオペレーションにはアナログが多く残り、複
数の付帯商品を取り扱う場合などは大きな現場負担が生じがちでした。

Roomwithを導入することで、管理会社様は複数の付帯商品の申込を簡
単に一括電子化することができ、会員管理や関係業者への情報共有も
Roomwith上で完結するため、従来より効率的かつセキュアに付帯商品
に関するオペレーションを構築していただけるようになります。

実施事業名：

不動産管理会社向け業務DXツール『Roomwith』

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/mebuki/

WEBサイト：

https://mbk-inc.co.jp

（不動産会社からのMBO型起業）
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おでかけをした際、「もっとその地域を楽しみたいけど、目的地以外の
場所が見つからない」という経験をしたことがあるとか思います。また、
その地域の事業者にとっては、折角近くに人が来ているのに機会損失に
なってしまいます。

本事業では、おでかけのきっかけとなった目的地と相性がよく、嗜好に
もマッチする”よりみち”情報を提供し、おでかけの体験価値を上げる
サービスを提供します。
さまざまなコンテンツが揃う都市中心部ではなく、都市郊外部や地方都
市へのおでかけをターゲットに展開し、おでかけ総量を増やしていくこ
とを通じて、地域の賑わい不足や外出率低下といった都市課題の解決に
つなげていくことを目指しています。

実施事業名：

行動の冗長性をつくる、おでかけランダマイズ事業

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/fracti/

WEBサイト：

https://fracti.co.jp/
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実施事業名：
公式ファンクラブ機能等のファンコミュニティに係るプラット
フォーム事業

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/emoshare/

WEBサイト：
https://emo-share.com/

何かしらの趣味において周囲に同じ趣味を持った人がいない、もっとコ
アな内容について語り合いたいと感じていながらも語り合えていない現
状があります。

①語り合いたいタイミングで語り合える相手、機会を見つけにくく、
②コミュニティを見つけて参加しても会話に入りづらい、語りたいテー
マが取り上げられないことから、既存サービスを利用しないユーザーに
対し、本事業では、1人でライブやスポーツを視聴・参加している人が、
他の参加者とオンラインで語り合いながら、イベントをより楽しめるよ
うなコミュニケーションツールを開発、ユーザー定着・拡大につながる
機能・導線検証等を行います。

誰もが好きなことを同じ熱量で語り合える世界を作るために
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実施事業名：
ミュージカルライフサポーター

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/everybuddy/

WEBサイト：
https://every-buddy.me/

音楽活動を休止している「休眠層」と呼ばれる層に対し、「仲間探し」、
「オンラインセッション」、「クーポン」の３つの機能を通じてより気
軽に音楽活動をサポートするプラットフォーム提供 「休眠層」の活動を
再開させ、活動を継続していくサポート事業です。

休眠層への活動再開へのアプローチとして「イベント」への参加は効果
的ですが、開催し続けることは難しいのが現状です。

本事業では、音楽活動のサポートを目的にプラットフォームを提供しま
す。さらに、オンライン含むイベントの開催や、プラットフォーム内で
ユーザーやクライアント自らがイベントを開催できるような「発表する
機会・場所」を創出を目指します。
活動の「サポート」・活動する「きっかけ」づくりを通じて、音楽活動
を促進し、ビジネスとして大きくスケールさせるための効果検証を行っ
ていきます。

ミッションは音楽を通じて人を幸せに
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実施事業名：
再生医療向け細胞培養プラットフォーム開発事業

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/cytoronix/

WEBサイト：
https://cytoronix.com/

再生医療・細胞治療（再生医療等）がアンメットメディカルニーズを満
たす次世代の医療の一つとして期待されているものの、細胞治療製品等
を開発する企業は「研究から製造にシームレスに移行できない」という
課題を抱えています。

本事業では細胞状態の変化を専門人材でなくとも細胞状態を判断できる
技術の確立を目指し、細胞を画像として測定できる細胞モニタリング技
術を用いて、顧客ニーズの大きいと考えられる実証技術開発を行います。

培養条件に加え細胞の定量情報を
クラウドに集約
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実施事業名：
中小企業の財務内容改善・新規ビジネス・SGDs等に関する
支援事業

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/turnthetide/

WEBサイト：
https://turnthetide.co.jp/

地方中小企業のスムーズな事業承継等の経営課題解決を図るため、
バランスシート（B/S）改善サービスの提供を開示。地方企業との深い
接点を持つ地方銀行や士業等と協働することで、スピーディな事業拡大
を目指します。

本事業ではサービス内容をわかりやすく説明するアニメーション動画
CMを作成し、普及効果検証等を行います。まずは、出向元である静岡
銀行の取引先企業を対象としたトライアルを経て、相乗効果が期待でき
る協業先のネットワークを拡大してまいります。

提携金融機関等と創るラストワンマイルを武器に
地方のハブセンターとして
企業の経営課題を解決していきます
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実施事業名：
企業のESG対応を促進するお茶栽培環境提供事業

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/bluefarm/

WEBサイト：
-

中山間地域では高品質な茶葉の生産に適し、伝統的産地が多いものの、
茶栽培面積は急速に減少しています。生産者の年齢構成を考慮すると
その傾向は増す可能性が高く、存続の危機に瀕しています。

山間地の生産者の事業継続、伝統的な茶産地の機能維持や企業の農業市
場への効果的・効率的な参入を可能にするために、
本事業では、山間地の農家からお茶を生産できる環境を調達、効果的な
お茶の栽培環境を企業側へ提供、農家・申請者・企業の3者で企業が消
費するお茶を生産していくパッケージ化の検討を行います。

お茶を企業にとって「買うもの」から「つくるもの」に変えていく

n 当社は山間地の農家からお茶を生産できる環境を調達し、企業に対してその環
境を提供します。

n 本事業を通じて、企業は効果的にSDGs対応や農業参入が可能になり、農家は
事業継続が可能になり、両者の課題が解消されます。
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相次ぐリニューアル・商品追加により旧商品が小売りから返品されてい
る現状から、ムダな作業＋廃棄が発生しています。その規模は国内の類
似業界を合わせ年間1,300億円と推計されており、この「ムダ」を解決
し、メーカー、卸・小売、生活者、環境の全てがメリットを享受できる
ソリューションの構築を目指しています。

本事業では、プロトタイプを作成しUI /UX における改善ポイントの洗
い出しを行い、考案しているサービスコンセプトで課題解決ができるの
かの検証を行なってまいります。

リアコネが行うこと

実施事業名：
メーカーと生活者をつなぐ、商品ロス削減に向けた販売支援サービス

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/reaconne/

WEBサイト：
https://www.reaconne.com/

メーカーはリアコネに商品を掲載、ご購入頂いたお客様（サービス利用者）へ
ポイント還元・キャッシュバックをすることでお得な買い物と共に社会貢献が
できるサービスです。

（⽇⽤品メーカーからの出向起業）
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「コート予約」と「相手の確保」の手間よりプレイヤーがテニスを諦め、
需要が潜在化している一方、テニス施設側はプレイヤーにリーチするこ
とができず、機会損失が発生しています。

本事業では、プレイヤーの行動特性やコートの空き状況をWEBプラット
フォームに蓄積し、プレイヤー同士、プレイヤーと施設、プレイヤーと
関連事業者をマッチングすることで、テニス市場の活性化を目指します。

また「健康長寿のスポーツ」と言われるテニスプレイヤー市場活性化を
通じて、短期的にはコロナ禍における運動不足解消、長期的には健康長
寿増進による社会保障費拡大の抑制など、社会的価値のある事業として
の役割を担うことも目指しています。

実施事業名：
テニスプレイヤープラットフォーム事業

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/lawn/

WEBサイト：
https://nankai-lawn.com/top

LAWNが提供するサービススキーム

ユーザー

テニス施設

関連事業者

サービス提供

コート予約
プレイヤーマッチング

サービス利用料

プレイヤー送客

ユーザーデータを
活用したサービス提供

サービス利用料
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改造バスの企画・提案、改造を行い車両をリース、販売業務とバスの維
持に関するメンテナンスやドライバーの派遣業務の提供を通じて、移動
手段としての役目を終えたバスを「スペース」として活用、どんな場所
にでも運べる「目的地」になる「バス事業」の展開を検討しています。

本事業では「サウナ」をバスの目的として活用するために必要な車両製
作のよる法規制との整合およびユーザー獲得に向けたマーケティングの
効果検証をしていきます。

移動式スペース（改造バス）を活用したB2Bサービスの提供

法人企業や自治体を対象に『改造バス』『ビジネスモデル』を提案し、
新たな移動サービスを構築することで
社会に新たなサービスの可能性を拡げ、新たな移動型ビジネスを簡単に始める
ことができるようになります。

実施事業名：
バスで創る新たな移動空間サービスの提案

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/rebirth/

WEBサイト：
-
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実施事業名：
企業向け非常用電源・燃料等の備蓄シェアリング

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/resilab/

WEBサイト：
https://resilab-jpn.com

防災・減災、国土強靱化の取組の加速化・深化を図るため、国では予算
確保しているものの、長期停電に備えた備蓄を行う自治体や事業者は少
数となっています。

本事業では、大規模災害時において、各企業や自治体の事業（業務）継
続に欠かせない「燃料」「電源」等の備蓄について、優先的に提供をう
けることが出来る会員向けの「共同備蓄サービス事業：BCPチャージ」
を展開するものです。
特に、災害時でも停止できない事業者（重要電源の発電容量が中容量以
下）に対して、「シェアリング」のスキームにより、「費用」および
「設置場所」の課題を解決し、市場導入の促進につなげていきます。

＊BCP（Business Continuity Plan）：事業継続計画

これまでコストや保管場所の問題により難しかった長期停電に対する
備え（燃料・電源等）の実現を目指す。
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実施事業名：
クラウドサービスのライセンス一括管理サービス

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/zooba/

WEBサイト：
https://zooba.ai/

従来のオンプレミスに代わり、企業が利用するITツールとしてSaaSサー
ビスが年々増加しています。自社資産として自身で保守管理行う必要が
なく、自社IT人材の有効活用が行えるなどのメリットや、コロナ禍に
よって顕在化したDXの取組みも相まって更に拡大していくと予測されて
います。
一方で、利用条件に則った契約やアクティブアカウントの把握等、適切
な管理を行うためのコストが増えるなどの課題が、利用するSaaSの増加
とともに顕在化しています。

本事業では、“SaaS管理の必要性”という新たな課題・マーケットに対し
て、複数のSaaSのアカウント管理を一元的に管理可能とするBtoBクラ
ウドサービスを提供していきます。
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実施事業名：
アプリ連動型オンラインパーソナルトレーニングサービスの運営

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/with-fit/

WEBサイト：
https://with-fit.com/

昨今痩せる方法がわからない、ダイエットの継続が難しい、たびたびダ
イエットをしたけど失敗したという方にとって、食事の方法や運動の仕
方をマンツーマンで教えてくれる「徹底管理型パーソナルトレーニン
グ」が人気です。しかし、利用を検討する方の多くが月会費が高額など
の理由で断念される場合が多いのが現状です。

本事業では「フィットネスクラブ利用を検討しているが、経済面、環境
面、コロナ禍の密への恐怖など何らかの理由でパーソナルトレーニング
を断念している層」をコアターゲットに、専属パーソナルトレーナーか
らのテキストによる生活指導と、テレビ通話システムZoomを利用した
オンラインレッスンができるサービスをサブスクリプションによって提
供します。

徹底管理パーソナルトレーニングに特化したアプリと、

きめ細かい指導で手の届く価格で

プロのトレーナーによる高品質な

運動＆食事管理を実現
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実施事業名：
シェアリング・レンタカーの軽微なキズを検出証明するセンシングシ
ステム開発・データ収集

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/mobirta/

WEBサイト：
http://mobirta.com/

従来、自動車事故はドライブレコーダー等の車載機で自動検出を行って
いますが、軽微な事故までは検出できず、軽微事故およびそれにより発
生する車の損傷は人の目による確認に依存せざるを得ない状態に。
この結果、特に利用者間で車両の受け渡しを行うカーシェア事業にとっ
て大きな損失が生まれています。

弊社独自のセンシング技術を用いたシステムにより、従来検出できない
軽微事故までも高確率で自動検出でき、事故証明レポートの発行が可能
となります。
これによりカーシェア事業者を始めとした事業者の営業機会損失や、事
故対応・修理費負担を減らし、ユーザ満足度の向上につなげていきます。
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実施事業名：
オフィスの遊休資産とコンテンツ事業者をつなげるプラットフォーム

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/officefaction /

WEBサイト：
https://www.officefaction.com/

コロナ禍で強制的に推進されたテレワークにより、企業ではオフィス＝
デッドスペース化している昨今、フロアの削減や社屋の売却ニュースが
散見されています。
一方、従業員の側では出社に対するモチベーション維持やテレワークに
よる従業員間のコミュニケーションロス、さらにはテレワークによるメ
ンタルヘルスの課題が浮き彫りになっています。

本事業は、デッドスペースの有効化を課題とする企業に対して、サービ
ス提供のスペースを求める事業者（マッサージや弁当販売・飲食店、英
会話講師など）双方の課題解決につながるマッチングサービスを提供、
利用対象となる従業員の満足度向上にも寄与することを目指しています。

ソリューション・サービス 〜どうやって解決するか〜
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実施事業名：
製紙産業の倉庫等におけるフォークリフト作業のIoT化

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/ eyeforklift/

製紙産業、特に地方の製紙工場・物流倉庫において作業者の採用が困難
となり、今後工場の操業に深刻な影響を与えることが懸念されています。

近い将来、自動化・ロボット導入の推進が想定されますが、その前段階
として生産工程に合わせた作業調整・最適な倉庫運用など、熟練作業者
が行っているノウハウをＡＩ等に技能伝承して行く必要があります。
本事業では、製紙業界における慢性的な熟練作業者不足に着目し、現場
(製品在庫)の見える化を実現するエッジデバイス（フォークリフトが在
庫移動させるタイミングで位置座標データを取得）を開発。

製紙業界に広く使ってもらうために、IoTデバイスを安価に提供できる
サービスを企画。リアルタイム在庫データ活用して、国内製紙産業全体
の生産性向上に貢献する事業を展開します。

WEBサイト：
https://eyeforklift.com/
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「更年期」によるキャリアへの影響に不安を感じる女性は多く、実際に
更年期を理由に 昇進を辞退や退職するなどの経済的損失は今後の社会
課題であり、企業や社会で向き合う必要があると考えています。

TRULYは、すべてのオトナ女性が経験するのにもかかわらず、タブー視
され、語られることが少ない更年期などの女性ホルモンの悩みに寄り
添ってサポートするフェムテックサービス※を提供します。

※フェムテック（Female＆Technology）：テクノロジーを使って女性の健康ニーズに取り
組むこと。

実施事業名：
女性の「更年期」に寄り添う、オンライン相談プラットフォーム

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/truly/

WEBサイト：
https://www.truly-japan.co.jp

（広告会社からの出向起業）
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“以心伝心コミュニケーションの核となる脳情報活用を日常に開放するこ
と”をミッションとし、2020年5月に富士ゼロックス株式会社よりスピ
ンアウトしたCyberneX。
創業後まもなく採択された令和２年度事業ではEar Brain Interface技術
の用途開発に向けた実証を実施、これまでの脳波計等では不可能であっ
た日常シーンにおいて脳情報を取得することに成功し、人間の内面を可
視化が可能となりました。

この技術を広く一般に広めていくためには、いつでも誰でも簡単に使え
るUX（使いやすさや、わかりやすさ）が必要不可欠という課題解決に向
けて、本事業では、ハードウェア/ソフトウェアの両面でUXを改善する
施策を導入し実証していきます。

実施事業名（令和３年度採択）：
イヤホン型脳波計の用途開発に向けた実証事業

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/cybernex/

WEBサイト：
https://www.cybernex.co.jp/
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週末に予定もなくネットコンテンツで時間を消費している若手社会人の
「休日」を彩るために、普段自分では考えることのない体験を『休日
ハック』が決定・提供することで、休日の過ごし方に変革を起こします。

本事業では、まず都心部の若手社会人向けに多種多様な体験を提供、施
設側には空き時間の活用やプロモーション手段を提供できるプラット
フォームを展開していきます。
将来的には「転職」「副業」「移住」「結婚」などを切り口に様々な
“きっかけ”を与えるサービスへ進化させていくことを目指します。

実施事業名：
休日行動変容実証事業

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/kyuzituhack/

WEBサイト：
https://www.kyuzituhack.com/

利用するお客様・体験先様・休日ハック ３者がWINWINに

訪問
体験

体験
提供

依頼

企画・
代理予約

送客

送客⼿数料

（⽇⽤品メーカーからの出向起業）
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東南アジア地域の民間教育市場は28兆円といわれ、2020年現在、年
7~11％の成長が見込まれています。

本事業では、子ども一人ひとりに対する才能分析結果と多重性知能理論
によって最適化された200種以上の豊富なコンテンツ提供の実証を行い
ます。
トイエイトは知育プロダクトの提供を通じて、市場のターゲットとなる
2-10歳の子どもを持つ保護者が抱える“自分の子どもにあった学びと遊
びを継続して提供したいというニーズ”を満たし、解決することを目指し
ています。

実施事業名：
才能分析システム実証事業

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/toyeight/

WEBサイト：
https://www.toyeight.com

才能最適化した“遊び”と“学び”を提供するサブスクサービス

8つの領域で子どもの知能を図る

才能データベース

才能に最適化して
毎月届く学習キット

才能に最適化した
プレイグラウンド
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スマートフォンを活用した画像認識技術、特に同一の製造物であっても
個々を識別できる「物体指紋認証技術」を用いて、新しい市場・顧客開
拓、付加価値の実現を目指し設立された “株式会社GAZIRU” 。

本事業では、流通・リテール業界において拡大の一途を辿る模倣品被害
の解決を糸口に、画像認識を活用した商品の個体管理・トレーサビリ
ティのビジネスモデルを設計。
まず、市場規模が年々拡大し、2022年には約3兆円と予測される二次流
通（リユース）市場への参入を進め、高級ブランド商品にフォーカスし
たトレーサビリティサービスの国内シェア獲得を目指します。

実施事業名：
画像認識サービスによる商品トレーサビリティ実証事業

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/gaziru/

WEBサイト：
https://gaziru.co.jp/

スマートフォンを活用した真贋判定フロー
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SpoLiveは「スポーツファンとアスリートやチームの距離をデジタルの
力で縮める」というビジョンのもと、スポーツチームやアスリートのコ
ンテンツ発信をエンパワーメントし、それによってファンの方々がより
チームを身近に感じながら観戦を楽しみ、応援できるようにするための
バーチャル観戦プラットフォームです。

令和２年度の事業期間において、ラグビートップリーグとの「リモート
応援におけるパートナー協定」を締結し、リモート応援を軸とした新た
な観戦スタイルの提供により、多くのラグビーファンの皆様に「興奮」
と「感動」を届けることにチャレンジしました。

サッカーをはじめとしたその他競技においても、SpoLiveを通じた応援
を現地の選手に届けるチャレンジをするなど、様々な形でバーチャル観
戦の価値検証を推進していきます。

実施事業名（令和３年度採択）：
競技団体向けファンエンゲージメント強化支援事業

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/spolive/

WEBサイト：
https://spo.live/
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日々、不動産業を取り巻く市場環境は大きく変化していますが、
まだまだ「テクノロジー」の活用余地がある日本の不動産業界。
TRUSTARTは「不動産×テクノロジー×人」の力で、不動産の調査、
データ収集を始め、不動産に関わるビジネスのDX化にチャレンジします。

本事業では当社のビジョンでもある“不動産業界の非効率をテクノロジー
で解決していくこと”を目的に、まずは「不動産調査」業務のDX事業を
開発。
我々は “不動産”と金融・士業・その他多くのビジネスとの親和性の高さ
に着目、幅広い業界で不動産の活用可能性を模索し、日本産業経済の成
長に貢献していきます。

実施事業名：
不動産業界DXによるビジネスモデル変革事業

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/trustart/

WEBサイト：
https://www.trustart.co.jp/

「不動産×テクノロジー×人」の力で顧客課題を解決する不動産テック企業
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使用済みPCの内、国内で再流通しているPCの割合は30%程度で、
残りは部品が回収されたり海外に輸出されています。
一方、日本では10代のPC所持率・利用率ともに先進国で最下位という
現状があります。

本事業では企業から排出されるパソコンをリファービッシュ（再生）し
て、ICT教育用途としてプログラミング教室等を通じて販売すること
で”ICT教育の遅れ”という課題解決を目指しています。

実施事業名：
再生PCを用いたICT環境構築事業

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/pontdestech/

WEBサイト：
https://pcnext.shop/

関西電力を始めとした大手インフラ企業やリース会社から
排出されるリースアップPCを買い取り、SSD換装等の
リファービッシュ処置を施し、教育用として再生

子供用PC購入を迷う家庭に1年利用後の譲渡を前提
としたレンタルサービス (rent to own)やプログラ
ミング教室へのPC導入・レンタルサービスを提供
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Tuttiでは、インターネットを経由した国内外の有名な演奏家によるクラ
シック音楽コンサートの収録映像を視聴無制限の形、いわゆる“サブス
ク” ビジネスにて、“クラシック音楽コンサート専門の動画配信サービス”
を提供します。

本事業では、動画配信サービス提供の実証および、コロナ禍で実施でき
なかった吹奏楽関連のコンテントの代わりに吹奏楽フェスティバルや
マーチングフェスティバルを主催し、入場チケット並びに視聴チケット
の販売実証を行います。

実施事業名：
クラシック音楽コンサート専門の定額制動画配信サービス

インタビューページ：

https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/tutti/

WEBサイト：
-

「国内外の有名な演奏家によるクラシック音楽コンサートの収録映像を
月額480円（税込528円）で見放題サービスを提供
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