
社名 URL 概要 タグ

Agri Networking

Tools Srl

https://www.ant-

program.com
主に中小のメーカーや卸売企業が販売契約を締結するまでの時間を短縮すること
を目的としたB2Bサイト。情報の非対称性や交渉にかかる時間を削減。

ICT、マーケ
ティング

Cubbit srl https://www.cubbit.io
家庭のルーターをクラウド上の容量無限、無料のストレージにつなぐ。データは高度
なセキュリティによって保護。

ICT

Fluida Europe Srl https://www.fluida.io
内部のスタッフと外部のスタッフが同じプロジェクトに組み込まれた場合に、一つの
チームとしてメール、ファイル、日程などを共有できるようにする人事システム。

ICT

Natural Intelligent

Technologies
http://www.nitesrl.com 手書き書類の解析ソフト。大量の古文書などの分類などにも利用可能。 ICT

PACIOLO SRL
https://www.paciolo.co

m
企業向けクラウド・サービス。日程管理、データ・ストレージ、請求書等の経理、等を
統合。

ICT

Tolemaica srl http://ownclick.net/
ユーザーが撮影した画像と位置情報をデバイスから抜き取り法的に裏付けされた
データとしてストレージに取り込む。

ICT

MESSAGENIUS -

VMS ME S.R.L.S.
http://messagenius.im/

企業の社員同士が使うためのメッセージ交換システム。強固なセキュリティ、高い生
産性、既存システムとの統合可能。

ICT

Xelexia S.r.l. https://idelph.com/
AIと深層学習を使い、特定製品のデザインの特徴を把握、販売などのデータをもと
に新しい特徴や機能を予測する。デザインの意思決定プロセスを支援。

ICT,AI

Lumi Industries srl
https://www.lumindustri

es.com/
精密機械や歯科用途の３Dプリンター。特殊な樹脂を使用し、高品質、小型でユー
ザーフレンドリー。

ICT、３Dプリン
ター

Mark One
http://www.3dmarkone.

com/
高性能３Dプリンター。複数の射出口、多様なFDM素材への対応、ＧＲＴヤマハとの
協業でレース用バイクの部品をリアルタイムで制作。

ICT、３Dプリン
ター

PLM DATA SRL https://plmdata.it/
３Ｄプリンターによる生産サービス。送られたモノのリバース・エンジニアリングや３Ｄ
プリンター利用の教育、コンサルティング。

ICT、３Dプリン
ター

Indigo AI SRL https://ndg.ai
チャットボットと深層学習を利用し、企業の顧客対応を自動化する。自然言語プロセ
シングのアルゴリズムを使用し、顧客の嗜好を特定し、適切な回答を提示。

ICT、AI、マー
ケティング

DILIUM https://www.dilium.com

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。名刺にメールやSNSへのリンクを表示させること
も。

ICT、AR

GlassUp srl http://www.glassup.com
業務用ＡＲゴーグル。リモート・アシスタンス、ＯＪＴ、画像認識機能。すでに実用化さ
れており、自動車、保険、物流分野で運用中。

ICT、AR、デバ
イス

BookYourBeach

S.r.l.

http://www.bookyourbe

ach.net
リゾート地のビーチのシートの予約に特化したウェブサイト。リゾートの予約システム
に情報を統合。ソーシャル・メディアへの書き込みもモニターし評判を管理。

ICT、EC

Donkey Commerce
http://www.donkeydom

merce.it

AIを組み込んだECサイトを提供。AIがマーケティング戦略、サイトのデザイン最適
化、eBayやAmazonなどの外部サイトの在庫数も同期化し、出荷、清算、マーケティ
ングはパートナー企業が実行。

ICT、EC,AI

Monokee Srl
https://www.monokee.c

om
ＪａｖａにもとづくＩｏＴデバイスのアクセス管理とコミュニケーション・プロトコル。
MQTT、XMPP、DDS、CoAP対応。

ICT、IoT

Validactor srl
https://www.my-

validactor.com

物品と取引、顧客のデータを管理するセキュアでスケーラブルなSaaSシステム。
IoT用のデジタル・タグも。

ICT、IoT

MTM Project srlu
http://www.mtmproject.

com

VRやインターラクティブ・ビデオを使用して技術系スタッフの訓練を効率化。顧客企
業ごとのコンテンツとレベル分けが可能。

ICT、VR

Airlapp S.R.L.S. https://airlapp.com/
様々なアプリの３Dモデルをクラウド上にアップロードし、スマホのアプリやゴーグル
上のVRによって加工できるようにする。携帯用アプリ、有料のアップロード用デスク
トップ・ソフト、クラウド・サービスからなる。

ICT、VR、３D

VirtuItaly S.r.l.
http://www.virtuitaly.co

m

美術館などでVRを使ったインタラクティブな展示を設置する。ウフィッツィ美術館で
の実績あり。

ICT、VR、エン
タメ

Hibye http://www.hibye.it
自分の近くにいるユーザーたちに「ジョギングをしよう」「映画を見よう」と働きかける
アプリ。周囲のユーザーのプロファイルも閲覧可能。

ICT、アプリ

COLOUREE
https://www.colouree.co

m

世界中のどの土地についても、既存の地理関連データを利用し、その場所における
生活の質、ビジネスの利便性、各種エンターテインメントの充実度などを三回クリッ
クするだけで表示する。ライフスタイル、仕事上のニーズ、アクセスの利便性を定義
して最適地を探すこともできる。

ICT、位置情報

EVERYWARE

S.R.L.
http://everywa.re/

小売店、病院、展示会、物流拠点などで、そこにいる人々に位置データを提供、収
集し改善につなげるハード・ソフトのプラットフォーム。

ICT、位置情報

MuMa srl
https://www.musicalma

ss.com
ミュージシャンによるライブ・イベントのストリーミング・サービス。ミュージシャン、
レーベル会社、イベント会社などを顧客に設定。

ICT、エンタメ

XNOOVA srl
https://www.xnoova.co

m
教育用ツールChimpaは教師用タブレットと生徒用タブレットをネットを介さず連携さ
せ、出欠、質疑、発表などを可能にする。

ICT、教育

EcoSteer Srl
http://www.ecosteer.co

m

パートナー企業や消費者に流れるデータに付加するレイヤーであるデータ・オー
ナーシップ・プレットフォーム（DOP)により、配信データの改ざんを防ぎ、アクセスを
管理する。

ICT、セキュリ
ティ

Lean Wire Srl
https://www.leanwire.ne

t/

自宅の見取り図を指定サイトにアップし、セキュリティ強化、LEDライト導入、空調設
備の更新などの見積もりを見れるようにするサービス。

ICT、セキュリ
ティ

Filo Srl
https://www.filotrack.co

m
6ミリほどのデバイスを貴重品に取り付け、忘れたらアプリで位置情報を確認、80
メートル以内なら音を出す。一定以上距離が離れるとスマホに通知。

ICT、デバイス

2018年　Italia Restartsup　参加スタートアップ・リスト
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Powerme srl
https://www.powermest

ation.com
アンドロイド形態と別のデバイスをつなぎ、電気のチャージとデータ転送の両方を行
うケーブル。200種類のアンドロイド・スマホで動作確認。

ICT、デバイス

Orwell Srl
http://www.orwell-

vr.com/en/
ゴーグルを使用するＶＲサッカー・ゲーム。アーケードやイベントで使用、Steam、
Viveport、Oculusなどのプラットフォームに対応。

ICT、デバイ
ス、VR、エンタ
メ

EVERYMAKE SRL http://www.everymake.it
銀行送金、小切手などの入金と、請求書、債券、分割払いと銀行のデータなどを自
動的に照合し、更新するシステム。

ICT、フィンテッ
ク

Metadonors S.r.l.
https://www.metadonor

s.it/
ＭｅｔａｆａｃｅはＮＰＯが寄付を募る際に使用するソリューション。タブレットでの使用を
想定。Ｄｏｎｏｄｏｏは寄付をした人たちのデータ管理システム。

ICT、フィンテッ
ク

arisk srl http://www.arisk.it 保険市場における分析、自動モニタリング、事業リスクの移転を行うソフトウェア。
ICT、フィンテッ
ク、リスク

Brandorbi srl http://brandorbi.com
ニーズにマッチング・アルゴリズムを適用し、クライアントとインフルエンサーを１ク
リックでつなげる。ホスト・プロファイリングとターゲットの説明、予算なども表示。

ICT、マーケ
ティング

Buzzoole srl https://buzzoole.com/
GAIIAアルゴリズムにより登録してあるインフルエンサーの特徴を解析、クライアント
の指定するブランドを拡散する上で最適なインフルエンサー、ターゲットに応じたメ
ディアを選定、リアルタイムのパフォーマンス・モニタリングを実行。

ICT、マーケ
ティング

DATAFALLS https://bigprofiles.it
BigProfileはSNSなどの情報源から個別顧客の既婚・未婚、学歴、職種、持ち家、趣
味を類推し分類する。データは１００以上のカテゴリーに分類され、CRM、マーケティ
ングなどに利用。

ICT、マーケ
ティング

Elif Lab srl http://www.eliflab.com
顧客の行動パターン分析などにより、クライアント企業の持つ特定の課題を解決す
るためのアルゴリズムを開発。

ICT、マーケ
ティング

KPI6.COM S.R.L. https://kpi6.com/it/
ソーシャル・メディア上の日々のやり取りや画像データをモニターし、意思決定に役
立つ情報として提供する。ビジターの動向を分類し、購買などにつながる要因を特
定。

ICT、マーケ
ティング

LittleSea srl
https://www.littleseavid

eo.com
サイトのトップページに表示させる動画のコンテンツをビジターの属性に合わせて最
適化する技術。

ICT、マーケ
ティング

Roialty srl http://roialty.com
顧客プロファイリングを使ったマーケティング・ソリューション。一見特徴のない顧客
を固定客に変える。

ICT、マーケ
ティング

The Big Wave s.r.l. https://www.ilfenicio.it
小売店の前を通る顧客に対し一対一の営業メッセージを送信。顧客の属性を指定
することも可能。

ICT、マーケ
ティング

Tilelook di Tecnobit

S.r.l.

https://www.tilelook.co

m
店舗や自宅のインテリアをその場で指定通りに３Dで再現できる描画システム。販促
ツールとしても利用可能。

ICT、マーケ
ティング

Namu Srl https://namu.io
SaaSであるAnimaCDMはAIを使い、潜在顧客から契約取得へのコンバージョン率
を上げる。

ICT、マーケ
ティング、AI

Joytek srls http://www.joytek.it 工場などの自動化、ロボットのプログラミング、人工視覚の導入サービス。 ICT、ロボット

iDelivery isrl http://www.idelivery.it
乾癬治療の特許取得療法。植物フィトコンプレックスエキスを使用し、治療期間は約
10か月。現在検証研究中。

医療

Nextage srl https://nextage-on.com/
慢性的な疾病を有する患者が自分で症状をモニター、管理できるようにするクラウ
ド・ベースのソリューション。EUの患者モビリティ規制をクリア、複数の病院にて実証
実験中。

医療

Remembrane Srl
http://www.remembrane

.com
細胞膜を標的とする脂質サプリメント。様々な培養細胞やプロトコルに対応、細胞の
成長を促進。細胞膜の脂質構成を変え、異なる膜の表現型を育てる。

医療

Healthropy S.r.l. https://healthropy.com/
HSSP規格を実現するためのクラウド医療情報プラットフォーム。異なる規格の医療
情報を統合（データ抽出、収集、加工）可能。

医療、ICT

HeartWatch srl
http://www.heartwatch.i

o
あらゆる種類のビデオカメラ動画から医療データを抽出。皮膚の上から血流を把握
し心臓・呼吸器系の症状を把握、異常時には担当者に警報を出す。

医療、ICT

Pedius srl http://www.pedius.org
携帯用アプリ。話すのが不自由な人が、テキストを入力して電話番号を指定すれ
ば、そこに電話をして音声でテキストを読み上げる。先方からの返答はテキストに変
換されて視認可能。医師とのアポとりや家族、友人、同僚との「会話」に使える。

医療、アプリ

D-EYE CARE
https://www.d-

eyecare.com
スマホに装着したパーツで網膜を写し、生体認証を行う。また、写した網膜データを
もとに眼科疾病の初期症状を予測し、治療につなげる。

医療、デバイ
ス

ENERLIFT SRL http://www.enerlift.com
リフト・タイプのギアレス昇降機として電気代50%削減を実現。インバーター不要、操
作盤が動かなくなっても自動降下で安全を確保。

インフラ

LYM S.r.l. http://lym.it/en_US/
多数の微小な電源用タップを埋め込んだ壁材とワイヤレス、可動型の照明ユニット
の組み合わせでデザイン性に優れた家庭や事務所を実現。

インフラ

NITEKO S.R.L. http://www.niteko.com/
高性能LED街灯。道路状況に応じて光量を最適化。スマートシティなどの制御シス
テムとの統合も可能。高い耐久性で永久保証。

インフラ

Soluzioni Tirinnanzi

srl

https://www.gardenstuff

.it/it/
家屋の窓際に設置するプランター。特許取得の仕組みで落ちないように固定でき
る。

インフラ

OPTOSENSING

SRL

https://www.optosensin

g.it/
光ファイバーのセンサー。鉄道、パイプライン、大型公共施設、船舶などに取り付
け、温度や漏れなどをモニタリング。

インフラ、ICT

Artys Srl http://www.artys.it/it/
SRS技術を活用し、リアルタイムで降雨量などを予測、リスクがある場合に警報を
発する。テレビ用の衛星アンテナからの信号を低価格センサーで受信し降雨量や激
しさを測定。

インフラ、ICT、
リスク

IOOOTA S.r.l.
https://www.hellojarvis.i

t/
家庭にある全ての異なるメーカー、種類の家電製品等を遠隔で一括管理できるシス
テム。

インフラ、ICT、
リスク
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JOS TECHNOLOGY

SRL

http://www.jostechnolog

y.com/educational/Fron

tend

携帯やタブレットなどの充電用システム。電源を一か所に抑え、配線を整理、使用
電力も低減。教室、キャンピングカーなどへの応用事例多し。

インフラ、ICT、
リスク

MYNA-

PROJECT.ORG srl

http://www.myna-

project.org/
グリッド、太陽光発電、蓄電池など複数の電源からの電気は時間帯等に応じて優先
順位、価格が異なるが、現状や予測モデルを使用し最適解を計算。

インフラ、エネ
ルギー

eProInn srl
http://www.eproinn.com

/en/home-en/
一般的なＦＦ車を太陽光ハイブリッド車に改造するキット。燃費改善、排ガス低減効
果。

インフラ、環
境、自動車

Alpha-Cyber s.r.l.
http://www.alpha-

cyber.com
ブロックチェーンを使った統合用システムにより、どの会社の運営する駐車場でも使
えるアプリを提供。空き駐車場も全部の会社のものが地図上で見れる。

インフラ、自動
車

ARGO Vision srl http://www.argo.vision
AIを使ったCyclopEyeは駐車場内での移動に使用。対象が人の顔、顔の各パー
ツ、手、上半身、車の前面、リア、バイク、忘れ物、などかを判断。顔認証機能も。

インフラ、自動
車、AI

Orway S.r.l. http://www.orway.com RFAを応用した生体認証技術。
インフラ、生体
認証

Powahome srl
https://www.powahome.

com

既存の電気スイッチの横に組み込み、世界中どこにいても携帯でそのスイッチのオ
ン・オフを操作できる。中央制御ユニット不要、既存の配線を変えず、2時間ほどで
施工完了。

インフラ、デバ
イス

MyPart meccanica

srl

https://www.mypartmec

canica.com
航空宇宙の分野で要求される複雑な形状の単結晶凝固、光硬化性スラリーなどの
加工を可能にする鍛造技術。モールドに比べ表面処理、精度に優れる。

航空宇宙、素
材

Algaria srl https://spireat.it
スピルリナおよびスピルリナ由来の食品の製造、販売。スピルリナ製造機器の販
売、構築。

食品

BioSpremi
https://www.biospremi.it

/
オリーブなどの農作物からの油分を抽出する機械。水を使わず圧力だけで抽出す
るため環境にやさしく、養分が保全され、コストも低い。

食品

Bottle-Up Srl
https://www.bottle-

up.com/
ワイン、ビール、オリーブオイルなどのラベルとボトルを小ロットで生産、納品。ラベ
ルは各種規制の要求事項を満たすよう制作。

食品

Dante Medical

Solutions S.r.l.

https://www.mindthegu

m.it/
カフェインやテアニンなど１５の成分を最適化された比率で含めることにより、集中
力と記憶力を高めるガム状の食品。

食品

MEMENTO S.R.L.
http://www.mementodri

nk.com/
Ｍｅｍｅｎｔｏは地中海の香りをイメージさせるドリンク。ハーブなどの有機成分からな
り、アルコール・ゼロ、砂糖ゼロ、グルテン・ゼロでカクテルのベースなどに利用。

食品

PONICS SRL https://ponics.it/
水耕栽培と観賞用の魚を組み合わせ、無農薬生産を行う。バクテリアが魚の排せつ
物（アンモニア）を硝酸塩に転換し、持続可能性を確保。

食品

winelivery srl
https://www.winelivery.c

om
ワインやビールなどの飲み物を最適化された温度で配達するECサイト。手書きの
メッセージカードをつけて贈ることも可能。

食品、EC

Boote srl http://www.boote.cloud
酪農家向け管理システム。牛などの首にセンサーを取り付け、家畜が迷ったり、病
気になったときに対応。生産、管理、経理もカバー。

食品、ICT

evja slr http://www.evja.eu
農場やグリーンハウスにおける温度、湿度、太陽光などを測定し、農家のＰＣ、携帯
などに配信。予測モデルと組みあわせ、意思決定の最適化を実現。

食品、ICT

WECARE S.R.L.
https://www.wecareinno

vation.com

NFCとブロックチェーンを使い、ペットや家畜の位置やトレーサビリティをクラウドに
記録する。

食品、ICT

Cynomys srl https://www.cynomys.it
酪農家の動物の吸う空気におけるNH3, H2S, CO2, CH4などの有害ガスがないかを
モニター、より高品質な食材の生産につなげる。

食品、環境

STARTEF  srl  (Start

Energy Future)
http://www.startef.com/ 最小コストで再生可能エネルギーを生産するための微分熱分子ナノコーティング。

素材、環境、エ
ネルギー

EB HI-TECH

FASHION SRLS

http://www.ebhitech.co

m/
アウターウェアに組み込んだボタンやスマホの操作により、-３５度でも耐えられるよ
う体を温められる。イタリア製、電源はリチウムポリマー電池。

素材、ファッ
ション

Mat3d Srl http://mat3d.it
光造形法（SLA)やDLPの光硬化のための樹脂にナノ粒子を混入させ、熱機械性
能、電導率、抗菌性能を向上。

素材、ファッ
ション

Nano-Tech Spa
http://www.italnanotech.

com/

ナノ粒子の分布を均一化し流体化する技術。Nano-Forceはナノ加工を施したエポ
キシ樹脂で振動抑制特性に優れる。Nano-Pregは機械・振動特性の良いプリプレ
グ、Nano-Force Sは射出成型や３Dプリンター用の高電導サームプラスチック・ポリ
マー。

素材、ファッ
ション
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