
タグ 社名 URL 概要

ICT、ゲーム KYNEPROX srl http://www.kyneprox.com/

en/home-en.html

２／３軸の３Dシミュレーション・チェア。空気、油圧式機構を使わず、低電圧。フラ
イトシミュレーター、ゲーム、訓練に使用。

ICT Mygo S.r.l. https://www.mygovernanc

e.it

決裁書類を電子的に動かし、保管し、必要に応じて追跡、閲覧するためのシステ
ム。過去一年で売り上げは三倍、社員は十倍。

ICT SWHARD srl https://www.swhard.it 電子制御、メカトロニクスとIoTの分野における組み込み制御システムの開発。各
種通信プロトコル、エネルギー量に対応。

ICT GreenBee S.r.l. https://www.gbee.biz/ ソフト開発、クラウド・インフラ、アプリ開発のシステムインテグレーター。

ICT、AI Innovation

Technologies Group

https://itechnologiesgroup

.com

CiaoBiは上級管理職用のAIを使ったBIダッシュボードで、音声でのやりとりが可
能。他社のBIツールとの統合も容易。

ICT、AI Intuendi s.r.l. https://intuendi.com 在庫管理にはしばしば大量の過剰在庫や型落ち在庫に時間とコストがかかる。AI
を使用し製品ごとの管理コスト、利益率をもとに在庫量とコストの最適化を実現す
る。

ICT、AR Fifth Ingenium SRLS https://fifthingenium.com/ マイクロソフトのHoloLens2（AR用ゴーグル）を使用し、現実とARを混合したミック
ス・リアリティ・コンテンツを企業等に制作、提供。

ICT、AR、マーケ
ティング

DILIUM srl https://dilium.com/progetti

.php

スマホカメラなどで⾒る現実の⾵景にARを使いユーザーニーズに合わせて様々
な仮想オブジェクトをリアルに表⽰。

ICT、AR、マーケ
ティング

AR STUDIO SRL https://www.arstud.com 携帯のカメラで見ることにより教材などからARの動画が起動する。博物館の展
示、広告などにも応用実績あり。

ICT、EC Danam Srl https://www.danam.eu/ 調髪、美容、マッサージ、空調などのパーソナル・サービスのB2Cサイト。個人は
自宅近くの業者の価格、評価、などを比較し指定価格で予約できる。

ICT、EC Vintag srl https://www.vintag.store ビンテージ・グッズのC2C仲介サイト。女性ユーザー主体のサイトで、コレクター、
デザイナー、アーティストなどが参加。

ICT、EC、アプリ BUYTRON SRL https://www.ernesto.it 個人ユーザーと地元の電気工事業者、水道工事業者、塗装業者、掃除、プロの
写真家などあらゆる種類のサービスを提供している業者を結びつけるアプリ。見
積入手、評価閲覧可能。

ICT、EC、観光 MY TAKE IT SRLS http://www.mytakeit.com 宿泊予約システム。ユーザーは自分の予算を提示し、ホテル側は条件が合えば
受け入れ成約する。サイトの手数料が低いため、ホテル側も安い価格を受け入れ
られる。

ICT、EC、観光 Bottle-Up srl https://bottle-up.com/it ホテルや飲食店、個人が指定したデザインのボトルを納品するサイト。独自のAPI
で情報交換可能。B2B、B2C用デザイン作成のツール装備。

ICT、EC、観光 DONKID SRL https://donkid.it/ Donkid は幼児のいる家族用ECサイト。グッズに加え、小さな子供とでも問題のな
いホテルの旅行パッケージなども販売。

2019年10月22-23日 Italia Restartsup 2019参加スタートアップ・リスト
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ICT、NFC Lab Network Srl Unipersonalehttps://www.labnetwork.it 電子キーを使ったアクセス管理システム。いつ誰がどこでキーを使ったかの統計
データ取得可能。携帯を使ったNFC版と番号入力によるキーパッド版。

ICT、VR VirtuItaly http://www.virtuitaly.com ギガ・ピクセル級の高解像度を使った双方向VRプレゼン・システム。ウッフィツィ美
術館などへの導入実績あり。携帯、web、タッチスクリーン、学校のホワイトボード
などと連携可能.

ICT、VR、EC、マー
ケティング

WEART S.r.l. http://weart.it 触感のデジタル化により、幅広いアプリケーション向けに触感（テクスチャー、温
度、圧力）の記録および再生。 VR / ARセッション、マルチメディアコンテンツ、eコ
マース、広告、エンターテイメント等に利用。

ICT、VR、IoT Archeido Srl https://archeido.com デジタル戦略の策定、デザイン、アプリ開発、クラウド設定の総合コンサルティン
グ。IoT、深層学習、VR、チャットボット対応。

ICT、アプリ Hibye Http://www.hibye.it ユーザーが近くにいる他のユーザーを特定し、話をしたりタクシーの相乗りをする
ためのアプリ。ユーザーは自分の特性や趣味などを登録し、評価もされるので、
ニーズに合った相手を見つけられる。

ICT、アプリ Openclick Srl http://www.openclick.it アプリの開発。安価で短納期。Hubspotは営業を自動的に展開するツール。

ICT、アプリ iUP S.r.l. http://www.i-up.it ２RECは音声をテキスト化するアプリ。WhatsApp, Messenger, WeChatなどのメッ
セージアプリ、Facebook, Instagram, Snapchatなどとの互換性、15か国語に対応。

ICT、アプリ、教育 Mash&Co srls https://www.mashandco.it 子供たちが環境問題や差別についての理解を深めるためのアニメ用アプリ。多国
籍展開を想定、キャラクターを企業のESGサイトなどに有償で利用してもらう。

ICT、位置情報 Tolemaica srl http://ownclick.net/ スマホ、ドローン、カメラなどのデバイスで取得した画像、音声などの位置と場所
のデータを法的に立証する。国際特許取得済。

ICT、環境 FUTUREDATA Srl https://www.futuredatage.i

t

廃棄電子製品からの資源回収を効率化するネットワーク。メーカーはネットワーク
に製品に使われている希少金属などと効率的分解方法のデータを提供。廃棄業
者は製品に貼ってあるQRコードなどをもとに分解、回収を行う。

ICT、観光、５G、素
材

Graffiti For Smart City http://www.graffiti4smartci

ty.it

世界中の主要な場所に設置するデザイン性の高いバイオ樹脂タイル。5G機能を
備え、WiFi、観光スポット案内、などの機能を提供。

ICT、観光、EC Trulego Srl http://www.tueke.com ホテル予約サイト。ホテル側が価格を表示するのではなく、ユーザー側が滞在
日、場所、価格を指定する。条件が合えば空室が多いホテルは価格を公示するこ
となく販売ができる。

ICT、教育、マネジメ
ント

Social Things Srl https://www.socialthingum

.it

WhoTeachは様々な分野のエキスパートが作成した教育用素材を集め、ユー
ザー・ニーズに最も合った素材を提供するサービス。学生（学ぶ人）、教師双方が
利用。

ICT、金融 CRIPTALIA SRL https://criptalia.com ブロックチェーンを使用し、新事業企画や工業投資と高利回りを求める投資家を
結びつける。

ICT、ゲーム、ウェ
アラブル

Verso Technologies srl https://www.getverso.co/it

/verso-home/

VersoはPC、携帯、ゲームやソフトの操作をジェスチャーで行うためのウェアラブ
ル。ジェスチャー・エディターを使って新しいジェスチャーやアクションを登録、シェ
アできる。
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ICT、ゲーム、ス
ポーツ

Orwell SRL http://virtualsoccerzone.co

m/

Virtual Soccer ZoneはVRを使い、サッカーのキーパー守備、シュートなどの動作
を行い、ボールの軌道をシミュレート。スキルのランキングを競う。

ICT、個人情報、ブ
ロックチェーン

Ecosteer srl https://ecosteer.com ブロックチェーンで個人情報を管理するソフト。個人情報保護法に準拠する形で
ユーザーが自らの個人情報を管理、合意した相手にのみ開示。セカンド・ラウンド
として2022年までの資金1億5000万円を希望。

ICT、スポーツ、AI HiGoal srls http://www.higoal.it AIを使い、人手を使わずにサッカーの試合を録画するシステム。自動ズーム、自
動アップロード。バスケットボールやバレーボールにも応用可能。

ICT、セキュリティ Validactor srl https://www.validactor.it 化粧品や水などの安価だが安全性に関わる商品が正規品であることを証明する
ために、個別商品ごとのQRコードを割り当て、データ管理をするシステム。

ICT、セキュリティ Ermes Cyber Security

S.r.l

https://www.ermessecurit

y.com

ブラウザー経由のサイバー攻撃に特化した防御ソフト。約一億円を調達済で、す
でにイタリアの中小、大手に販売実績あり。

ICT、セキュリティ SWASCAN srl https://www.swascan.com ウェブサイト、社内ITインフラのサイバー・セキュリティ脆弱性を評価するためのク
ラウド・プラットフォーム。シスコをはじめ多くのメディアから欧州で最も優れたITセ
キュリティ会社との評価。

ICT、セキュリティ Studio Brandano SRL https://StudioBrandano.co

m

高品質のサイバー・セキュリティとBCPサービスを提供。

ICT、セキュリティ、
AI

Morpheos S.R.L. http://www.morpheos.eu AIを組み込んだ独自OSを使い、中小企業などの事務所のセキュリティや電気を一
括管理。個人用のランプ式AIコントローラーも展開。

ICT、セキュリティ、
教育

Geeks Academy Europe https://www.geeksacade

my.it

イタリア、韓国、スイスの8都市でサイバー・セキュリティ、AI、ブロックチェーンなど
の教室と企業内研修を運営。修了者を雇用する採用サービス会社30社と提携。

ICT、ファッション EB HI-TECH FASHION http://www.ebhitech.com リチウム・ポリマー・バッテリーを搭載し－35度の気温にまで耐えられるイタリア製
の防寒着。アプリによる温度指定可能。

ICT、ファッション、
EC

VODIVI' srl http://www.vodivi.com/ 100%イタリアの素材を使い、職人が生産するバッグとアクセサリー。個別の製品ご
とに産地を訪問して生産工程を見学するツアーの案内が添付。法人顧客の要望
に応じた生産も可能。

ICT、ファッション、
位置情報

Digital Visions s.r.l. https://www.1clickfashion.

com

買い手の位置情報に応じて、近隣の実店舗で自分の好み、サイズ、金額に合った
服を自動的に選択、表示するシステム。出店者はアマゾンなど販売ルートも指定
でき、清算機能も付属する。

ICT、フィンテック Fuel Srl https://www.business.getf

uel.ai

金融機関向けAIベースのLMSプラットフォーム。教育産業用チャットボットの技術
を使い初心者FXトレーダーの取引スキルを改善し、リピート率を向上させる。

ICT、フィンテック、
AI

ProMarket 11 https://www.promarket11.

com

個人投資家とファイナンシャル・アドバイザーのマッチング・アプリ。投資家は必要
情報を入力、AIがそれに応じて候補を推薦。

ICT、フィンテック、
保険

Whoosnap S.r.l. https://insoore.com/Home 保険会社やフリート管理会社のクレーム処理効率化。動画、写真をもとに事故車
の修理代を千人以上の登録専門家がリアルタイムまたはオンデマンドで見積。顧
客企業14社、見積件数25,000件。
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ICT、マーケティン
グ

Roialty srl https://roialty.com CRMなどの顧客をソーシャルメディアの情報、同時進行のイベントや行動パターン
ごとに自動的に分類、顧客がより関心とロイヤルティを高めるトリガーを特定す
る。

ICT、マーケティン
グ

Pigro srl https://pigro.ai 顧客の問い合わせに対するチャットでの自動回答システム。多くの場合、問い合
わせに対する回答は社内のどこかにあるので、多言語、マルチ・チャネル（web、
携帯、メッセンジャー、等）などから回答情報を収集。

ICT、マーケティン
グ、AI

Awhy Srl https://www.awhy.it 顧客サービス・プラットフォーム。チャットボットはAIと自然言語処理技術を使い、
普通の言葉で会話可能。深層学習により正確性が上がる。答えられなかった質問
に対してはチケット・メールが発行され、後日人間が対応。

ICT、マーケティン
グ、AI

The Thinking Clouds http://www.thethinkingclou

ds.com

AI、感情に訴えるインターフェイス、ストーリー、視聴覚を組み合わせ、自然な会話
を提供するチャットボット。企業業務のガイダンスや地域の歴史案内用のモジュー
ルあり。

ICT、マーケティン
グ、アプリ

The Big Wave http://www.thebigwave.eu 小売業での意思決定支援ツール。データベース内のビッグ・データをもとに顧客の
行動、好み、位置を解釈。近隣のアプリ・ユーザーにクーポンを送信。

ICT、マネジメント Ethicjobs Società

Benefit Srl

http://www.ethicjobs.com/

en/

独自ソフトの利用により、社員の満足度を調査、データによって企業における「労
働環境の質」を評価、認証。結果として離職率や無断欠勤の低減、企業イメージ
の向上を実現。

ICT、マネジメント Foxwin s.r.l. https://www.foxwin.eu 組織内の問題解決ツール。ユーザーは直面している問題を入力。他のユーザー
たちが解決策を提示、ベストな解決策を実行。問題と解決方法の共有化、データ
ベース化。

ICT、マネジメント WEREA S.r.l. https://sweethive.com 社内のすべての情報のやり取りを管理、追跡するSaaS。マネジメントはコンテクス
ト・シェアリング・アルゴリズムにより整理されたコンテンツにアクセスが可能。

医療 MELO SRL https://www.melolabs.co

m

水が要らない携帯歯ブラシ。歯をこするとフッ化物をリリース。100回まで使用可
能。

医療 MYWAY GENETICS srl https://www.mywaygeneti

cs.com

InnoGraftは、cfDNAテクノロジーに基づく液体生検。ドナーの（移植片から来る）
cfDNAをレシピエントの血流の中で測定。検知されたcfDNA値が大きいほど拒否
度は高い。

医療、AI Teseo Società a Responsabilità Limitatahttp://www.teseo.tech AIを使い室内にいる人が、座っているか、横になっているかなどを判定し、ADSL、
認知症や事故などの早期診断を行う。

医療、ICT ArzaMed Srl https://www.ArzaMed.com 病院用の患者情報管理システム。PC、携帯などからアクセスでき、経理業務効率
化。98の医療機関顧客を有し、35万件の来院記録。

医療、ICT Huxelerate S.r.l https://e-novia.it/ HUGenomicはFPGAなどのハードウェア技術による限界を打破し、遺伝子データ
の加工速度を上げるシステム。ユーザーのカスタム・コードを最適化。

医療、アプリ Nubentech srl https://www.morphogram.

com

Morphogramはユーザーがライフスタイル、身体の基礎データ、リスク要因を入力
することにより、必要に応じて診断、警告などをするアプリ。

医療、スポーツ PRAXE SRL HTTPS://WWW.PRAXES

RL.COM

心電計、医療用レーザー機器のメーカー。スポーツでの健康診断のために運動中
の心電図の品質を改善、エルゴメーターテストもより見やすいものに。
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医療、認知症、AI、
アプリ

Vega Research Laboratories S.r.l.http://www.vegaresearchl

abs.com/

アルツハイマー病や自閉症の進行を防ぐためのAIベース・アプリ。

インフラ Ectabyte erl https://ectabyte.com/ バスの乗車券オンライン販売と荷物の発送・受取サービスを組み合わせた24時間
サービスのシステム販売・運営。

インフラ IOOOTA S.r.l. https://www.hellojarvis.it/ Jarvisはスマート・ホームを実現するデバイス。ワイヤレスで照明、空調などを操
作、温度計などのセンサー機能も。WiFi, BLE, ZigBee, Z-Wave, Thread, EnOcean
プロトコル対応。インフラ PREINVEL S.R.L. http://www.preinvel.com/ 流体力学に基づく1ミクロン以下の工業粉塵除去装置。空気の流れのモジュレー
ションを利用するため機械、温度、電気が不要。

インフラ SNOWFOOT SRL HTTP://WWW.SNOWFO

OT.EU

山岳用スノーシューズ。Alpine Search、Rescue、Civil Protectionなどの企業と販
売契約を交渉中。

インフラ Builti s.r.l. https://www.builti.it/ ビルなどの構造体の耐震性診断システム。ビル用のRE.SIS.TO、橋用の
BRIDGIN-ITでコスト、時間を最大1/4に圧縮。

インフラ、ICT MONITOR THE PLANET S.R.L.https://www.monitorthepla

net.com/index

３Dレーザースキャナーなどで、インフラ工事用の地形・地盤調査、データ管理を
安価、正確に実行。独立電源による遠隔既存施設の監視、異常時のデータ収集、
送信。

インフラ、ICT Monitor the Planet https://www.monitorthepla

net.com/index-en

GNSSレシーバー、高感度センサー、３Dスキャナーなどにより橋、道路、鉄道など
のインフラの角度、温度、強度を定期的あるいは24時間監視。

インフラ、アプリ、セ
キュリティ

Huna Srl http://www.huna.io 道路・工場の照明用アプリにより、二名の作業者で1時間当たり150カ所の設置場
所を特定可能。監視システムは全照明の利用状況をモニタリング、異常時の警報
や最適化を実現。

インフラ、位置情
報、AR

Shareminutes srl https://www.seeties.org ユーザーが観光名所などに着くと、通知が来る。名所をカメラで見るとARを使った
動画が起動。地図上で名所の所在はチェック可能。

インフラ、位置情
報、ICT、IoT

GUARDIAN SRL https://www.guardian.sm/ IoTベースの地震・災害検知システム。各所に設置されたセンサーが毎秒400回モ
ニター、地震の初期振動が検知され、それが周辺のセンサーでも検知され場合の
み広域警報を発令する。火事、ガス漏れ、水害などにも対応。

インフラ、観光 Experiences http://www.naplesexperie

nces.it

イタリア南部の観光案内サイト。メインの観光ルートだけでなく、ニッチなプログラ
ムも用意、地元ガイドなども手軽に手配できる。

インフラ、観光 P2T Group srl https://p2tgroup.com/ 旅行サービス販売サイト。個別ホテル等が独自にインターフェイスを設定でき、購
買価格をオークション形式で決めるため、ユーザーはゲーム感覚を楽しめる。価
格の下限、落札のタイミング等はホテルが指定。

インフラ、観光、EC Visioni SRL https://www.bemyguest.it ３クリックで予約ができるホテル予約サイト。トリップアドバイザーのプレミアム・
パートナー、トリバゴ・パートナー、Kayakとも連携。

インフラ、観光、シェ
ア

CleanBnB SpA https://www.cleanbnb.net イタリアで最大の観光用家屋オペレーター。物件の管理サービスを行うとともに、
Airbnb、Booking.com、Expediaなどの大手予約サイトと統合されたプラットフォーム
を共有。

インフラ、シェア、自
動車

Yago srl https://auting.it/ ピア・ツー・ピアのカーシェア・サービス。ユーザーは日時と場所を指定し、利用で
きる車を見れる。利用期間中は保険会社が借り手、貸し手双方を保証。
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インフラ、自転車 Shiftic S.r.l. http://www.e-novia.it Shifticは自転車用の自動ギア選択システム。ディレイラーまたはハブ式のギアに
取り付け、速度や踏力に応じてギアを自動選択。E自転車や交換での取り付け可
能。

インフラ、自動車、
アプリ

Emc2 Srl https://www.theitalianbox.

com

車の出力を40%あるいは燃費を20%改善する効果のあるチップ。アプリでセッティン
グを指定する。アプリ経由でデータはデータベースに送られ、最適な運転方法の
アドバイスも。

インフラ、セキュリ
ティ

Tekno Idea srl http://www.teknoidea.it 屋外の緊急避難所メーカー。生産現場におけるロボットなどの自動化も。

インフラ、セキュリ
ティ

LaserAid LTD Srl http://laseraid.it/ 霧などが原因で視界が悪く事故が発生しやすい道路などに設置するレーザー表
示システム。劇的な視認性向上により事故と事故処理コスト削減。

インフラ、セキュリ
ティ

IoTty Srl http://www.iotty.it デバイスをエレベーター・シャフトに取り付けることにより、ビルの構造に影響を与
える振動、地震、構造的な問題をモニターし評価する。一定数があれば地域全体
の地盤評価も可能。

インフラ、素材、環
境

e-4e srl http://www.e-4epcm.com Infinite Rは熱くなると内部素材PCMが解けて室温を下げ、寒くなると逆に温度を
上げる省エネ、エコ建材。

インフラ、物流、アプ
リ

Digilog Srl https://www.cargup.com/ 荷主、フォワーダー、実運送人が貨物の位置、状況、契約などの情報をリアルタイ
ムで共有するためのアプリ。

航空宇宙 New Electric Aircraft

Engines

http://www.neae-gsi.com 航空機用電気エンジン・メーカー。ナセルの中に逆位相のプロペラを相互に組み
込んでる。イタリア特許取得。

食品 Mash Srl https://www.mashcream.it 顧客が見ている前で注文したジェラート（健康的な素材を使用）を生産するシステ
ム。

食品、EC PERLE DI SALE SRL https://www.perledisale.co

m/

イタリア最高の塩を産出するトスカーナ地方の塩を商品とした塩の取引専用サイ
ト。塩の情報提供や過剰摂取を抑えるための6グラム錠剤を用意。

食品、EC Agri Networking Tools

Srl

https://www.ant-

program.com

農産物のB2Bサイト。余剰の原料、半加工品、加工品などを仲介なしに販売。近
隣の顧客開拓、市場・価格の可視化を実現。

食品、位置情報、
ICT

Agricolus s.r.l. https://www.agricolus.co

m/

Agricolusを使い、地図上で自分の農地を指定すると、平均降雨量、近くの水路、
ピンポイント天気予報が表示される。育てている農産物などを入力すると最適技
術やツールが紹介される。

食品、ロボット、AI Smartisland Group srl http://www.smartisland.it 農業用ロボットDaikiは各種農産物の農場でデータを収集、そのデータとAIをもとに
全体の発育度、収穫率を計算。堆肥や水の量を40%節約。

食品、ワイン Sanvittore srl http://www.sanvittore.clou

d

白ワイン、赤ワイン、発砲ワイン、高糖度ワインの4種類に対応した自動化ワイン
生産システム。散水ロボットなどを使い、工程間の静止時間、温度、酸素濃度、発
酵速度を総合的に管理。

素材、3Dプリンター MAT3D https://mat3d.it/ ３Dプリンター用の先端素材開発。多様なセクターの試作品、ツール、エンドユー
ザー用部品に利用。

素材、グラフェン Graphene-XT https://www.graphene-

xt.com

ポリマー、セラミック、金属用のグラフェン・ナノ血小板フィルム。厚さ10ナノミリ、半
透明で電導性(抵抗は1 KQ/sq.）
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