
2020年7月2日

　　１．ICT（287社）

　　２．食品（121社）

　　３．医療（170社）

　　４．環境、インフラ（106社）

　　５．航空宇宙（26社）

　　６．素材（38社）

＊記載されているスタートアップ、機関は関連イベント発表時に企業情報、ウェブサ
イトなどが特定できるものに限定されています。

＊お問い合わせ、各社へのコンタクトについては下記まで：
イタリア大使館貿易促進部・投資デスク
電話：03-3475-1401　メール：fdi.tokyo@ice.it

イタリア・スタートアップ企業　セクター別リスト

本リストの最新版は　http://www.ice-tokyo.or.jp/fdi　からダウンロードできます。

上記セクター分類に加え、AI、フィンテック、IoT、位置情報、AR、EC、アプリ、デバイ
ス、３Dプリンター、環境などのタグを付与してあります。



タグ 社名 URL 概要

ICT、ゲーム KYNEPROX srl

http://www.kyneprox.c

om/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.mygovern

ance.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://itechnologiesgr

oup.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

https://fifthingenium.c

om/

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/pro

getti.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.co

m

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.sto

re

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.c

om

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。

ICT、NFC Lab Network Srl Unipersonale

https://www.labnetwor

k.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.co

m

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。

イタリア・スタートアップ企業リスト（ICT　287件）

問合せ先：イタリア大使館貿易促進部・投資デスク
電話：03-3475-1401　メール：fdi.tokyo@ice.it

*イベント情報公開時に企業情報等が確認できない案件は掲載されない場合があります。

2019年10月　Italia RestartsUp （ミラノ） 参加企業
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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.mashand

co.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.futuredata

ge.it

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、５
G、素材 Graffiti For Smart City

http://www.graffiti4sm

artcity.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.socialthin

gum.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。

ICT、ゲーム、
スポーツ Orwell SRL

http://virtualsoccerzon

e.com/

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.ermessec

urity.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://StudioBrandan

o.com
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.geeksaca

demy.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.c

om

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.1clickfash

ion.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.

getfuel.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.promarket

11.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。
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ICT、フィンテッ
ク、保険 Whoosnap S.r.l.

https://insoore.com/H

ome

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。

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.thethinking

clouds.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.c

om/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。

タグ 社名 URL 概要

環境、デバイ
ス

Biopic srl http://www.biopic.it
小さな空間でもアロマ植物、花や食材を育て、空気を清浄化す
るパッケージ。イタリアのミシュラン星レストランでも採用。

AR Dilium srl https://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。

デバイス、セ
キュリティ

PRIYATECH SRL www.priyahome.com
自宅などに設置する小型カメラ。内部の様子をモニターし、人間
の表情や温度、湿度、CO2などを測定、子供や高齢者などに異
常があれば判定し通知を行う。

位置情報 Riolabs S.r.l. https://www.riolabs.net
日本のレストランへの外国人客が日本語で注文を出せるように
するアプリ。使用している材料やアレルギーも表示。

EC、観光 You to Italy Srl ohhitaly.com
主に日本、中国、ロシアなどからの富裕層をターゲットにホテ
ル、航空券、レストラン、アシスタント、チャーター車などを必要
に応じて一括手配するサービス。各種支払い方式に対応。

タグ 社名 URL 概要

EC Vintag srl www.vintag.store
イタリアで最大手のヴィンテージ・グッズの個人間売買アプリ。
売り手とのチャット機能や、特定の分野のコミュニティが用意さ
れている。

アプリ、デバイ
ス

SmartOsso www.smartosso.it
犬用の骨状のデバイスで、犬の体温、脈拍、唾液のpH値、など
を計測し、異常があった場合飼い主に治療を促す。専用アプリ
でデータや治療の履歴を記録、閲覧できる。

リスク ARISK SRL WWW.ARISK.IT
企業の直面するすべてのリスクをモニターし評価するアルゴリ
ズムの開発を目指す。

３Dプリンター Artficial www.artficial.com
ミケランジェロなどの作品（頭部、上半身、全身などで分類）の３
Dデータと３Dプリンターを使用し、様々な文化遺産を指定の色
で制作、世界中どこにでも出荷。

EC Zakeke www.zakeke.com
既存のウエブサイトに追加する製品のカスタム化コンフィギュ
レーター。個別の顧客の様々な要求をインタラクティブに処理で
きる。

2019年7月－10月　Global Startup Program （東京） 参加企業

2019年10月　第4回 Italian Innovation Day （東京） 関連企業

https://insoore.com/Home
https://insoore.com/Home
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http://www.thethinkingclouds.com/
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https://www.foxwin.eu/
https://sweethive.com/
http://www.biopic.it/
https://dilium.com/
http://www.priyahome.com/
https://www.riolabs.net/
http://ohhitaly.com/
http://www.smartosso.it/
http://www.arisk.it/
http://www.artficial.com/
http://www.zakeke.com/


ビッグデータ Metaliquid www.meta-liquid.com

リアルタイムで放映される動画の特徴を把握し、タグ付け、タイ
ムスタンプを行うアルゴリズム。アーカイブの素材に適用して、
分類の難しかったデータを分類、整理し、付加価値を上げる。メ
ディアや放送局、コンテンツ企業での利用を想定。

位置情報、AI TBOX CHAIN srl www.tboxchain.io

サイトにおける不正な（フェイク）評価を防止するために、ブロッ
クチェーンと投稿者の位置情報、本人のIDを組み合わせる。評
価対象となる場所に設置されたTボックスを携帯などでタッチし、
認証を行う。

フィンテック
Poleecy Insurtech

Srl
www.poleecy.com

低価格、短期間の保険契約を即時に購入するアプリ。特許取得
済。不正防止、契約保存にブロックチェーンと位置情報を使用。
AIが顧客の位置情報や一日の時間帯を考慮しベストなポリシー
を提案。

アプリ、スポー
ツ

Stadiugraph
http://stadiugraph.com

/

スポーツイベントなどで、特定チームのファンが集まるエリアで
人文字など作るためのアプリ。文字やデザインを自由に指定で
きる。

EC Eligo www.eligomilano.com
100%イタリア製の素材を使い、顧客の好みに合ったイタリアス
タイルのスーツやシャツを専門スタッフが一緒に選択する。ＵＡＥ
とシンガポール進出済み。

フィンテック Utego https://utego.it
金融アグリゲーション・アプリ。銀行、証券会社、不動産などの
資産や負債を統合して閲覧できる。

フィンテック LoanXchain
https://www.loanxchai

n.com/en/home

ブロックチェーンとEuropean Securities and Markets Authority

(ESMA)の基準を使い、多様な債権をトークン化、機関投資家
用の市場を通じて流動化を促進。デューデリ、売買の記録にタ
イムスタンプを加え、取引後のトラブル解決を最小化。

３Dプリンター 3DNextech s.r.l www.3dnextech.com
3DFinisherは３Dプリンターで制作したモノの表面処理をする。
ABS、PLA、ナイロン、セルロースアセテートに使用可能。

位置情報、AI NEXTOME www.nextome.net

オフィスビルや工場などの屋内施設内で行きたい場所を案内し
たり、警備スタッフの入り場所をスマホ上でピンポイントで特定で
きる技術。スマホのセンサー、Bluetoothビーコン、AIアルゴリズ
ムを活用する特許。

ゲーム StarworkGC S.R.L.
https://starworkgc.co

m/

1億5000万人のプレーヤーがいるVRゲームHunt for Gods 開
発会社。VRを使った新しいeスポーツ・ゲームを開発。

IoT
New Generation

Sensors S.r.l.
www.ngs-sensors.it

IoTセンサーを使い、工場内の様々な機械の異常を補足。道路
に敷設したセンサーで降雨時の水深を測定、等。

生産 Orchestra Srl
www.orchestraweb.co

m
既存工場のIndustry 4.0対応を支援。機械の遠隔診断、設定変
更、スマート保守、等。

デバイス
SPECIALWAVES

s.r.l.

WWW.SPECIALWAV

ES.COM

ビデオ、音楽、画像、照明などのコントローラーは調整の幅や方
法が対象ごとに異なる。ＭＩＮＥ（特許申請中）は身障者でも扱え
るような柔軟性と拡張性を持ったユニバーサル・コントローラー。

タグ 社名 URL 事業概要

ICT、農業 A.D.M. SRL www.adm.it
土壌、栽培方法や作物、その他の農業技術変数の分析により、
農作物の正しいミネラル栄養を計算するアプリ。

ICT、ケータリ
ング

ARYMA DI FAZIO

VITO MICHELE

www.cateringebanque

ting.com
ケータリング会社や宴会場のすべてのプロセスを管理するクラ
ウドソフトウェア。

ICT、AR、アプ
リ

AVR MED SRL www.avrmed.com
携帯でユーザーが製品のラベルを見るとARを利用してコンテン
ツ（ビデオ、3Dモデル、テキストなど）表示するアプリ。

ICT、観光、ア
プリ

BEACH SCANNER
www.beach-

scanner.com

指定した地域のすべてのビーチを比較し、ホテル、サービス、ア
クティビティと組み合わせられるアプリ/サイト。地域のベンダー
は独自のオファーを作成し表示できる。

ICT、物流、ア
プリ

DIGILOG SRL www.cargup.com
発送者と運送業者をむすぶWebプラットフォームとアプリ
（AndroidおよびiOS）。運輸会社やブローカーと協力して運営さ
れている。

ICT、ヘッドセッ
ト、医療

EVHOLO SRL www.evholo.com
Microsoft社のHoloLensを使用した遠隔医療支援システム。現
場の医師の視野を遠隔地の専門医が共有、画面に線などを書
き込み指示を出せる。

ICT、教育、
ゲーム

GRIFO

MULTIMEDIA SRL
www.grifomultimedia.it

学習を効率化するゲーム化エンジン。教室、eラーニング、ゲー
ム、に応用、ニュースやSNSのコンテンツを活用。

ICT HUMANS HUB SRL www.humanshub.com
指定に応じた複数のフリーランスを選び、代理店、企業などとの
ネットワーク化、予算管理を実現するWebシステム。

ICT、がん治療 iBMB Srls
www2.unibas.it/cfdnov

a/index.php/it/spinoff

診断画像とデータをもとに無血管性腫瘍の予測数学モデリング
を生成、臨床医および製薬研究者に最適な癌治療プロセスを提
案

2019年4月　BIAT （Bari）参加企業
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https://starworkgc.com/
http://www.ngs-sensors.it/
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ICT

ISTITUTO

NAZIONALE DI

FISICA

home.infn.it/it
放射性物質などに依存しない真性乱数生成装置。閉鎖または
地下環境での使用可能、堅牢、インターネット接続不要、小型
化可能。

ICT、AR/VR
ITALIAN DETAILS

SNC
www.italiandetails.it

AR、VRを利用し、イタリアの製品に特化したB2C eコマース。ス
マホで製品の色やサイズ、企業の歴史などを閲覧可能。

ICT、デバイス MAC&NIL www.macnil.it
Black Box 4.0は車両に搭載するデバイスで、セキュリティ、部
品の異常を監視、スマホで車両の位置を制御する。

ICT、スポーツ MATCHME SRL www.joinset.it
テニスの試合の相手やパートナーをみつけるためのアプリ。他
のスポーツや趣味に応用可能。

ICT、ウエアラ
ブル

METAWELLNESS

SRL

www.metawellness.inf

o

Labby LightはBluetoothやWiFiを使用しないウェアラブルで、
他のLabby ユーザーとの濃厚接触を記録、感染者が出た時は
通知が送られる。

ICT、VR MINDESK SRL www.mindeskvr.com
プロジェクトをエクスポートせずに、3Dモデルを視覚化、ナビ
ゲート、編集、および作成できる、CADソフトウェア向VRイン
ターフェイス。

ICT、VR、教育
MTM PROJECT

SRL
www.mtmproject.com

技術者訓練用VRソフト。ユーザーの学習能力の測定と、再現し
た作業が正しく実行されたかどうかを確認できる。

ICT、AI

NATURAL

INTELLIGENT

TECHNOLOGIES

www.nitesrl.com
筆記者、アルファベット、言語に関係なく筆記体の筆跡を読み取
り、検索、分析できるAIベースのソフトウェア。巨大データのアー
カイブとインデックス作成可能。

ICT、ヘッドセッ
ト、医療

NETMINDS SOC

COOP DI PROD E

LAV

www.netminds.it
Microsoft社のHoloLens用のアプリケーションで、博物館用の
HoloNet Art　ではジェスチャー、ボーカル、またはアイ・トラッキ
ングにより訴求力向上。

ICT、位置情報 NEXTOME SRL www.nextome.net
屋内での高精度（1〜2メートル）位置情報システム。建物の配
置図などなしに目的地に行ける。また、特定エリアに来た人向
けの広告などをその人のスマホに表示。国際特許あり。

ICT
OMNIA ENERGIA

SPA
www.omniaenergia.it

スマート・ホーム用エネルギー管理システム。ユーザーごとのエ
ネルギー消費パターン可視化。設定されたロジックによる消費
の最適化。

ICT、VR、ゲー
ム、医療

PIXELS DESIGN www.pixelsdesign.it

MMORPG Evergreen Light およびVRを使ったイタリア色の強
いゲーム、医療、建築用のコンテンツ開発。Steam、VIVE、
Oculus、Playstation対応。

ICT、医療、AI RELATECH S.P.A. www.relatech.com
ReZone（www.rezone.it）は薬局用のAIベース・システム。顧客
の位置情報やアクセス履歴を記録、顧客ごとの販促メールを発
信できる。

ICT、ビッグ
データ

SADAS SRL
www.sadasengine.co

m

Sadas Suiteはビッグデータに特化した高速システム。10億単
位のデータに対する複合的なサーチも1秒以下で実行。

ICT、物流、ア
プリ

SGM ENERGY SRL www.sgmoil.com
潤滑油およびエネルギー製品に特化した物流管理システム。
パッケージング、輸送、保管、混合およびリサイクルの工程を記
録。

ICT、物流、ア
プリ

SMS

ENGINEERING SRL

www.smsengineering.i

t

MyWMS JISはポータブルデバイス、バーコード、RFおよび
RFIDを使った倉庫管理システム。仕掛品と在庫の同期化、追
跡を可能にする。

ICT
SMS

ENGINEERING SRL

www.smsengineering.i

t

DB4Aはグリニッジ標準時間と同期したアルゴリズムに基づくシ
ステムによって生成された個別のコードが適用された正規の製
品を追跡、検索、および認定。

ICT
SOFTWARE

EVOLUTION

www.softwareevolutio

n.eu

VIKIテクノロジーは、機械が人間を理解できるようにする意味解
析エンジン。 NLP（自然言語処理）と意味計算（コンテキストの
正しい意味の理解）を可能にする。

ICT、AI、マー
ケティング

THE DIGITAL BOX

SPA

www.thedigitalbox.co

m/en/

ADAはモバイル・マーケティングの実施・評価システム。AIを利
用し、顧客と音声でのコミュニケーションを行い、結果やKPIにつ
いても記録、集計できる。

ICT、農業、ブ
ロックチェーン

UCS ECONOMIA

SOLIDALE

www.ucsblockchain.c

om

農業社会融資（ASL）では、消費者は農産品を事前に設定価格
で購入する。生産者は無料の融資を得て、収穫時に消費者に
農産品を送る。 生産から納品までをブロックチェーンで記録。

ICT、デバイス
UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI BARI
www.uniba.it

メモリカード・スロットが付いてGPS信号を検出するデバイスで、
文化遺産や国立公園などにおいてユーザーの位置に応じた情
報をゲーム形式で提供する。

ICT、医療、
ADHD

VILLA DELLE

GINESTRE SRL

www.villadelleginestre

.com

ADHD改善用ゲーム。プレーヤーの反応がシステムに/記録さ
れ、難易度を最適化する。

ICT、位置情報 VINOLED www.vinoled.com
Hi-CaseはGPS、緊急時のアラーム信号、ワイヤレス充電器、
内部ライトが組み込まれたバッグ。

ICT、教育、
ゲーム

WIDEVERSE SRLS www.wideverse.com
Scottyは生産現場用の支援システム。MicrosoftのHololensな
どをサポートし、作業者にビデオ、図面などを表示。既存の業務
に簡単に統合可能。

ICT、医療
XENIA PROGETTI

SRL
www.xeniaprogetti.it

MEDWEDは、工場などで使う早期医療情報システム。負傷者
が装着したセンサーから血圧、呼吸時間、体温、心拍数、酸素
飽和度、ECGなどがセンターに送信され初動治療を助ける。
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ICT、ヘッドセッ
ト、AR

YOUBIQUO SRL www.youbiquo.eu
事業用のARスマートグラス。モーションとポジショニングセン
サー、WiFi接続、高解像度カメラ、自然言語処理機能。倉庫で
の在庫データ確認に使える。

タグ 社名 URL 概要

マーケティング
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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

AI 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。

３Dプリンター Lumi Industries srl

https://www.lumindust

ries.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。

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。

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。

AI、マーケティ
ング 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。

AR DILIUM

https://www.dilium.co

m

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。

AR、デバイス GlassUp srl

http://www.glassup.co

m

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。

EC

BookYourBeach

S.r.l.

http://www.bookyourb

each.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。

EC,AI Donkey Commerce

http://www.donkeydo

mmerce.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。

IoT Monokee Srl

https://www.monokee.

com
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。

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。

VR 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。

VR、３D 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。

VR、エンタメ 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。

アプリ 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。

位置情報 COLOUREE

https://www.colouree.

com

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。

2018年10月　Italia RestartsUp　(ミラノ)　参加企業
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https://www.colouree.com/
https://www.colouree.com/


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。

エンタメ MuMa srl

https://www.musicalm

ass.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。

教育 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。

セキュリティ EcoSteer Srl

http://www.ecosteer.c

om

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。

セキュリティ Lean Wire Srl

https://www.leanwire.n

et/

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。

デバイス Filo Srl

https://www.filotrack.c

om

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。

デバイス Powerme srl

https://www.powerme

station.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。

デバイス、
VR、エンタメ 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。

フィンテック 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。

フィンテック Metadonors S.r.l.

https://www.metadono

rs.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。

フィンテック、リ
スク 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。

マーケティング 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。

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。

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。

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。

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。

マーケティング LittleSea srl

https://www.littleseavi

deo.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。

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。

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。

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。

マーケティン
グ、AI 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。

ロボット 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。

タグ 社名 URL 概要

不動産、AR 3DSign.band S.r.l. planimetrie3d.com
不動産業界用AR/VRシステム。完成前の住居の中を歩き回る
体験をVRで提供。また、内装等を希望に合わせて変更し、比
較、体験できる。

2018年5月第三回 Italian Innovation Day （東京） 参加企業
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セキュリティ、
AI、ロボット

Archon

Technologies
www.archon.ai

ロボティクスとAIを組み合わせ、人手を極限まで低減。ドローン
や自走車によりあつめられた映像データをAIが解析し、 24時間
体制で現場を監視、異常があれば即時に警報を出す。ハード
ウェアはすべて電池容量が落ちた場合、自動的に電気を充電、
劣化の場合は交換を表示。システムは市場のドローンの80%と
の互換性を確保。 蓄積されたデータを使い、経年変化や現状
の評価を行う。

AI、マーケ
ティング

Athlos S.r.l. www.athlos.biz
自然言語に対応したAIソフト。主に店舗の販売スタッフの業務
代行を想定。顧客と会話で情報、アドバイス、支払いの受付を
行う。

EC、エンタメ CHILI S.p.A. www.chili.com

各種のデバイスからハリウッド製の映画、映画のチケット、関連
商品の視聴、購入をするサイトを運営。イタリア、オーストリア、
ポーランド、ドイツ、英国で100万人ユーザー。Netflixなどが月
間料金での契約であるのに対し、スポットでの利用を特徴として
いる。約60億円調達済。

エンタメ NIWAEN S.r.l. www.niwaen.com

コミック作家が自分で作品を作成、公開、販売、配信するシステ
ム。素材のオンライン化を効率化、静止画素材に音声や動画を
組み合わせ、コミックを動的作品へと変化。読者用リーダーで購
入した作品を第三者にギフトとして送ることも可能。

セキュリティ Sofia S.r.l.
http://www.sofialock

s.com

働き方改革に対応できる鍵のシステム。鍵、カード、PINの課題
（コピー、作成・受け渡しの手間、紛失）解消のためクラウドでス
マホによるドアの開閉を許可。複数に分かれた職場やイベント
会場へのアクセスも権限に合わせて柔軟に管理。米国と主要市
場の欧州で規格が違うための先行優位あり。

タグ 社名 URL 事業概要

PCB Coindustrio  Srls
https://coindustrio.c

om/

カスタム・メイドのPCB（プリント回路基板）を希望する顧客とイタ
リアの300社のサプライヤーをつなぎ、最短三日で納品する
B2Bサイト。

交通、アプリ Digitaxi Srl http://www.digitaxi.it
顧客の位置情報をもとに、一番近くのタクシーを呼び出すアプ
リ。顧客、タクシーの位置情報にはグーグル・マップを使用。待
ち時間とコストを最小化。

デバイス HWA Srl
https://www.hwasrl.i

t/project/habueno/

葉巻の温度・湿度管理用の小型葉巻型デバイス。ブルートゥー
スで携帯等とつなぎ、一定期間のデータ履歴を記録、モニター
できる。特許申請中。

マーケティン
グ、セキュリ
ティ

Software Evolution

Srl

http://www.software

evolution.it/en/techn

ology/viki-

technology.html

コグニティブ・コンピューティング用のエンジンVIKI

Technology。口語で交わされるデータを理解し、マーケティング
やセキュリティ強化に使用。現状では英語、イタリア語、スペイン
語、オランダ語に対応。

教育
Top Systems

S.c.a.r.l.

http://www.easysch

oolsrl.com/easy-

school-net.php

教師が使用することを前提に「使いやすさ」重視のインターフェ
イスを使用した語学教育用webシステム。すでにイタリアの学校
や大学5,400か所に設置済。発音比較や動画教材機能もあり。

ロボット、AI、
セキュリティ

Morpheos Srl
http://www.morpheo

s.eu/en/

家庭用ロボットMomoはAI、モーション・センサー、顔面認識、音
声認識機能を有し、リンクされた家庭内の他のデバイスの操作
を可能にする。センサーを使い、温度やガスの濃度をモニター、
異常時には知らせてくれる。

GPS GiPStech Srl
http://www.gipstech.

com/

屋内や地形的にGPSが機能しにくいエリアに仮想GPSを展開
するマイクロ・ローカリゼーション技術。地磁気ローカリゼーショ
ンと慣性エンジンを利用。特許申請中。

光ファイバー
Telecom &

Security SRL

www.telecomsecurit

y.it

終端を組み込み済の小口径の光ファイバー・ケーブル。シング
ル・マルチ、モノモーダル/マルチモーダル、各規格のコネク
ター、各種表面処理対応。設置時間の短縮と構造的耐久性を
実現。特許あり。

GPS、マーケ
ティング

Nextome srl www.nextome.net
屋内での位置情報管理システム。建物の配置図などなしに目
的地に行ける。また、特定エリアに来た人に特化した広告などを
その人のスマホに表示できる。国際特許あり。

ソフトウェア
Natural Intelligent

Technologies

http://www.nitesrl.co

m/
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。特許あり。

アプリ、マー
ケティング

Sinappsys Srl
www.prizeme.it/priz

eme/

このアプリを使ってエンドユーザーが、加盟店舗に対し指定のア
クションを取ると、割引クーポンやポイントが配信される。エンド
ユーザーの行動を統計処理し、優良顧客を特定。店舗側はエン
ドユーザーの行動様式のデータを入手できる。

アプリ、エン
ターティンメン
ト

Roll Studio
http://influssi.rollstud

io.it/

イベント、美術館、ギャラリー、小売店舗などの情報を発信、共
有するためのアプリ。iBeacon、GeoFenceを利用。ユーザー間
での情報共有が簡単。

2018年4月　BIAT（Napoli) 参加企業
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データベース Sadas SRL

https://www.sadassr

l.com/enhttps://www

.sadassrl.com/en

データウェアハウス用データベース・ソフト。コラムナー・データ
ベースにもとづく独自のシステム。

マーケティン
グ

Puglia Comunicazione

di Bitetti Gianpiero &

Co.

https://www.proxity.i

t/

Proxityはクラウド・ベースのプラットフォームで、デベロッパーや
広告代理店などのユーザー企業による集客施設やイベントに来
ているエンドユーザー向けアプリの開発を容易にする。位置情
報などのデータ収集や、指定条件下でメッセージを送るなどが
できる。

障害者、ソフ
トウェア

Mediavoice S.r.l.
http://www.mediavoi

ce.it/en/homeeng/

Speaky Facileは視覚障害者用のWindows 10ベースのソフト
ウェア。処方箋やメモなどの紙を読み込ませると音声にして再
生。音声認識を備えた小型デバイスに話かかけて遠くからの操
作も可能。

AR、デバイ
ス

Youbiquo SRL
http://www.youbiquo

.eu/

スマートグラスのTalensはAR、アシスタンス機能を組み込んで
あり、製造業など多様な顧客企業の作業効率化のツールであ
る。顧客と連携しながらカスタム化していく。

農業 Penelope S.p.a.
http://www.valuego.i

t/

各種の農産物に一次生産の段階からIDを割り振り、最終製品と
しての販売に至るまでの各加工工程の記録を集積し閲覧可能
とする。EU特許あり。

モバイル Smarts SRL
http://www.smarts-

srl.com/

携帯キャリアやVPN業者向けの通信品質確認用システム。品
質を決定する様々なパラメーターをモニター。エンド・ユーザー
のトラブル処理機能も。特許あり。

インキュベー
ター

Campania Newsteel

SRL

www.campanianew

steel.it/?lang=en
ナポリ大学などが支援するインキュベーター。

教育 MTM Project

http://www.mtmproj

ect.com/en/software

/

VRやインターラクティブ・ビデオを使用し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可能。

マーケティン
グ

Tourmake srl
https://tourmake.jp/j

a/

グーグルのストリートビューから店舗内に誘導し、商品のチェッ
ク、購入などまでを実現できるVRシステム。

食品 RAM Elettronica S.r.l.
www.ramelettronica.

it

パスタの製造工程における異常を検知するシステム。乾燥工程
に設置し、高速画像認識を使うことで異常乾燥や異物混入の影
響を受けたパスタを自動的に除外する。特許あり。

IoT WIB srl
https://www.wibmac

hines.com/en/

小売業、生鮮食品販売に特化したIoTソリューション・プロバイ
ダー。24時間ピックアップが可能なスマート・ロッカー。

セキュリティ Pluribus One s.r.l.
https://www.pluribus

-one.it/

DNSのトラフィックを受動的に監視することにより、サイバー攻
撃を受けているホストや悪意のあるネット・アドレスに接続してい
るホストを検知。

マーケティン
グ

Humans Hub SRL
https://www.humans

hub.com/

フリーランサー、広告代理店、クライアント企業をむすぶサイト。
フリーランサーの細かい情報があり、依頼主は必要に応じて人
材補強が可能になる。

セキュリティ CODIN S.p.A http://www.codin.it/

ESSG (Enterprise Security Service Grid)は大手IT企業向け
のセキュリティ・システム。個別ターゲットが守るべき資産にどの
ような影響を与えるかをマシン・ラーニングを使って継続的に予
測し対処する。

ソフトウェア Marveryx SRL www.maveryx.com/
プログラムの品質管理ソフト。Java, .NET, アンドロイドなどの言
語、Windows,　リナックス、Mac-OSなどのシステムに対応。

省エネ Omnia Energia SPA
www.omniagenius.it

/

家庭用省エネシステム。各家庭ごとの電力消費の特徴、付加管
理による電力消費の最適化、ビル単位での電力需要への対応
能力向上。

自動車、アプ
リ、ロボット

Next2U S.r.l.
http://www.next2u-

solutions.com/

非接触型赤外線センサーにより、人間の体調や感情をモニター
し、自動車やロボットと人間のコミュニケーションを向上させる技
術。ユーザーの感情の状態を測り、それにあわせてアプリの動
作を変えることにも使える。特許あり。

エネルギー、
フィンテック

IdPost SRL
https://www.idpostb

ox.com/

ばらばらに管理されているガス、水道、電気などの請求書を統
合し、過去の記録を調べたり、支払いのタイミングを変えられる
サービス。利用パターンに異常があれば通知。企業側は個別
ユーザーごとのコミュニケーション履歴を管理できる。

教育、ゲーム Grifo multimedia Srl
www.grifomultimedi

a.it

企業などの訓練プログラムのゲーム化エンジン。ユーザーの興
味と生産性をあげる。Eラーニング、リアルまたはバーチャルの
授業などに適用。列車の旅行、枝分かれしていく木、ジグゾー
パズルをイメージ。

医療 Villa delle Ginestre srl

http://www.villadelle

ginestre.com/ingles

e/

可動部分を持つイスとインタラクティブな映像装置を組み合わ
せ、ゲーム要素を付加、リハビリのための運動を促進する。リハ
ビリに必要なスタッフも減らせる。

セキュリティ
Enginfo Consulting

S.r.l.
www.enginfo.it

IoTとクラウド・ベースのシステムで、事業所の安全管理を行う。
全ての従業員の動きをモニター、指定領域に入る権限のない人
が入った場合、人が倒れていたり、温度・湿度等の異常の警報
を24時間実施。
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http://www.enginfo.it/


デザイン、物
流

Applica SRL
http://www.applica.g

uru/

ソファや椅子のデザインから販売、生産、物流、保守に至るまで
を一貫して管理するWebシステム。エンドユーザーとサプライ
ヤーを結びリアルタイムの情報を提供。

旅行、VR
CSR4 Cetro di Ricerca

Sviluppo
www.crs4.it

VRと360度動画・静止画像を使い、世界各地の3Dプレゼンテー
ションを行い、同時にその目的地への旅程を提示するシステ
ム。旅行業界での利用を想定。

マーケティン
グ

Relatech Lab s.r.l.

http://www.relatech.

com/web/home-

page/

同社のReZoneはIBMのワトソンを利用、実店舗およびeコマー
ス・サイトからの情報で顧客のプロファイリングと消費行動を収
集。現在および将来の嗜好を把握する。

医療 Olomedia s.r.l.

http://www.olomedia

.com/en/olohealth-

digital-medical-

report/

oloHEALTHは柔軟な医療情報管理システム。初診、診断、入
院、退院、複数部門での治療に対応。受付、入力時間の短縮、
情報共有を促進。タブレットを含む多様なデバイスに対応。情報
は顧客のサーバーにて運用可能。

人事 Olomedia s.r.l.
http://www.olomedia

.com/en/oloshifts/

oloSHIFTは人事情報管理システム。従業員の人事情報から個
人ごとの情報について、異動に伴うアクセス権の変更などが可
能。

物流 SMS engineering SRL
http://www.smsengi

neering.it/

MyWMS JISは倉庫用在庫管理システム。ポータブルデバイ
ス、バーコード、ICタグなどをサポート。生産から保管、出荷に
至るまでをリアルタイムで把握。

ファッション Vinoled Srls www.vinoled.com/
高級バッグに小型デバイスを取り付けて、持ち主の位置情報を
記録、緊急時の把握・対応、正規品の証明につなげる。顧客の
要望に応じた付加機能追加も可能。

物流 FriTrak s.r.l.
https://www.fritrak.c

om/

小口貨物の移動に際して利用が難しい中小の貨物業者を利用
するためのサイト。電話ではなく、サイト上で条件を入力、数秒
で相見積を入手、発注ができる。

医療、デバイ
ス

AVR Med s.r.l.
http://www.avrmed.

com/

医療スタッフ用のコンピューター・インターフェイス。例えば手術
中の医者が手首につけたバンド型デバイスをつかって手を触れ
ることなく、パソコン内のデータから特定患者のデータを選択、
画像データを拡大・縮小できる。

オーディオ Consevo Network SRL

http://www.horgonic

.com/html-audio-

tube-amp-interior-

design/index.html

携帯、タブレット、ストリーミング・サービスなどから音声を再生す
る真空管アンプ。真空管アンプならではの音質とビジュアルを提
供。音源に合わせて点滅する真空管やむき出しのパーツがレト
ロ感を演出。

ビッグデータ Eclettica S.r.l.
http://www.eclettica.

net/edrain/

サードパーティーのセンターを統合化できるビッグデータ・システ
ム。ストレージ、ビジュアル化、リモート管理機能を有し、ユー
ザーが定義する解析機能付加可能。

ロボット、マー
ケティング

Athlos SRL www.athlos.biz
AI、マシン・ラーニングにもとづく中・大規模店舗用ロボット。顧
客との会話、情報提供、支払いの受付が可能。

コミュニケー
ション

Deltacom SRL www.deltacomsrl.it

企業用コミュニケーション・コラボ・システム。Gmail、既存の社
内メールなどを統合、データ保管（サーバー側、クライアント
側）、社内グループ設定、アクセス権設定など可能。現在100

社、500名が無償版を使用中。

交通 Gematica SRL www.gematica.com

既存、新規の列車用イーサネット/IPサービス・ソリューション。
様々なベンダーの提供するオンボードCCVV、緊急時電話、列
車センサー、乗客への情報・娯楽提供、などのサービスを統
合。

医療 NEA Project SRL
www.neaproject.co

m
高齢者の慢性的疾患や精神病を改善させるための音楽療法。

省エネ Sevenda SRLS www.sevenda.com

多様なセンサーからくる電力・料金データを統合、表示、マシン・
ラーニングとデータ・マイニングにより将来の電力消費パターン
を割り出すビッグデータ解析システム。コストと温暖化ガス排出
量の最小化。

医療 Synteg SRL www.synteg.it
慢性病による神経・筋機能や認知機能の障害を持つ患者に対
し、VRによるゲーム化と関係者の参加を組み合わせてリハビリ
を促進。

タグ 社名 URL 概要

医療 EOS S.r.l.
www.eosinstrument

s.com

液体中のナノ粒子の大きさの分布、形状、安定性などをモニ
ターする機材。製薬業、化粧品、農業などでの品質保証に利
用。

医療 Medyx SRL
https://medyxcare.c

om/en/
退院した患者に対し、指定の時刻に薬を飲むよう音声、SNS、
メールなどで通知を送る

医療 P2R Srl
http://www.playtoreh

ab.com/
ストレスからのリハビリをめざすゲーム。センサーとつなぎ、ユー
ザーの動作がゲームに反映される。

環境 aGrisù s.r.l. www.a-grisu.com
その場所で吸っている空気の品質をモニターする小型デバイ
ス。データはビッグデータとして活用。

2017年10月　ItaliaRestartsUp 参加企業
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アプリ Bandyer
https://www.bandyer

.com/

ブラウザーやアプリだけ（ソフトやアカウントなし）で複数の人た
ちが異なるデバイス上で音声、動画や静止画を共有し打合せを
するシステム

SaaS Cloudesire.com srl
www.cloudesire.co

m
自動SaaS化とあらゆる種類のアプリケーションをあらゆるクラ
ウドに即時配信するためのプラットフォーム。

ホスティング HardyPress SRL
https://www.hardypr

ess.com
WordPressを使ったウェブサイト・ホスティング

ICT IOOOTA S.r.l.
https://www.iooota.c

om
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。

ソフトウェア
Natural Intelligent

Technologies

http://www.nitesrl.co

m/
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。

ソフトウェア S2X s.r.l. www.s2x.it
対象物への衝撃を測定するハード・ソフトにより損傷の度合いを
測定するシステム

VOIP yottaip srl www.yottaip.com
ビジネス用VOIPサービス。リアルタイム・チャット翻訳、先進会
議システム、コールセンター機能などを統合

AR、芸術 YOUBIQUO S.R.L.
http://www.youbiquo

.eu/
AR技術を使ったスマートグラスで保守作業や美術館、医療の現
場の効率化を実現

マーケティン
グ

BIT256 SRL
http://bit256.compan

y/

製品ラベルに固有のQRコードを印刷して、そのコードにアクセ
スした顧客に消費期限などの製品情報を表示、履歴を蓄積して
製品開発につなげる

EC Cikala Srl http://cikala.it/
中小企業の様々な製品・サービスを地元の顧客に売り込むサイ
ト。消費期限の迫った製品を割引きで販売等。

EC Coindustrio Srls
https://coindustrio.c

om/

200社以上のサプライヤーを結び、１から5,000個のPCB、
PCBA、ケーブルの発注に対応するB2Bサイト。

EC Donkey Commerce
http://www.donkeyc

ommerce.it/en/
個人でも簡単にeコマースサイトが開設できるサイト。支払い受
付サービスも付属。

EC FUTURENEXT SRL www.futurenext.it
eコマース・サイトで扱う製品の色や形状を顧客が自由にカスタ
ム化して表示する機能

EC Jamnet S.r.l. http://www.jamnet.it/
企業向けeコマース・サイト、Web、モバイル・アプリなどの開
発。

EC ROIALTY http://roialty.com/
連絡をしてきた顧客のプロファイリングをリアルタイムで行い、
CRMを補完

EC VODIVI'
http://www.vodivi.co

m/en/
手作り、自然素材をポイントにした高級イタリア製バッグのブラ
ンド。産地ごとの製品ラインを提示。

EC World Advisor Srls
www.eshoppingadvi

sor.com/en/
eコマース・サイトによせられる意見や口コミの内容を分析、ブラ
ンド・イメージの向上、アクセス数増加

EC、住宅 DAIVAI SRL
http://www.daivai.co

m/
戸建て住宅でスマートホーム関連の商品やサービスを購入する
顧客とベンダーをつなぐサイト

EC、食品
West East Corporation

srl
www.100ITA.com イタリア製食材を購入できるホームページ

EC、転職 Just Knock srl
https://justknock.it/e

n/
転職サイト。応募者は「自分が特定の会社にどう貢献できるか」
を送り、採用者は「課題を提示し、提案を募集」。

IoT EcoSteer Srl
http://www.ecosteer

.com/
IoT端末からの情報を収集、公共あるいは専用クラウドに転送。

IoT TechMass srl http://techmass.de/
IoT機能を持った光学センサーを生産現場に設置、作業と生産
された製品をAIによって比較し、問題がある場合の解決方法を
提案。

IoT、位置情
報

EVERYWARE

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

位置情報をもとに施設内の自分の位置、社員の場所、製品在
庫の場所などを総合的に把握、近隣マーケティングなどを展
開。

ＩｏＴ、牧畜業 Cynomys
http://www.cynomys

.it/en/
畜産場にＩｏＴのセンサーを設置、家畜の状況を24時間モニター
しデータ収集による最適化、異常事態への対応

アプリ Brandorbi
http://brandorbi.com

/

共通の商品やサービスに興味のあるグループや集まりについ
て告知し、そこにアプローチしたい企業との「会合」を設定するア
プリ

アプリ Cozily Srl www.cozily.it 不安や不眠などに悩むユーザーと心理療法士などをつなぐ

アプリ Touchware S.r.l. http://touchwa.re/ アプリ開発

アプリ Wiman www.wiman.me 全世界7000万ヶ所の無料WiFiスポットに接続するアプリ

アプリ、観光 Spotlime
https://www.spotlim

eapp.com/
ローマ、ミラノ、フィレンツェなどのイタリア主要都市での人気イ
ベントの予約用アプリ。海外都市への展開も可能。

音楽 Nami Lab srl
http://www.nami-

lab.com/
MP3（音楽）ファイルを解析し、演奏、練習用のコードを出力する



自動車、シェ
ア

Your Personal S.r.l.
www.yourpersonalja

mes.com

スマホからだけでなく、メールやコールセンターでも受付るライ
ド・シェア。ドイツとイタリアで24時間サービス。3種類のクラスか
ら選択可能。

セキュリティ CyberKube
www.cyberkube.co

m/
サイバー攻撃への防御能力を自社製ハードウェアで一定期間
測定。企業のどこに脆弱性があるか特定。

セキュリティ
Mon-K Data

Protection Srl
mon-k.com/

企業の機密書類などを暗号化するとともにマルチ・プラット
フォームからのアクセスを可能にする

セキュリティ、
フィンテック

BANKSEALER
https://www.bankse

aler.com/
マシーン・ラーニングを使用し、金融システム内で不審な取引が
実行されそうになった場合に警告を発するシステム

繊維 Plug&Wear Srl
http://www.plugand

wear.com/t
繊維でできたセンサー。シートやマットレスにかかる圧力などを
測定。

ソフトウェア CONSELF srl conself.com
数値流体力学や有限要素解析に応用することにより、抵抗を最
小化、熱交換能力向上、負荷の推定等。

地方振興 Etna Hitech
http://www.etnahitec

h.com/
地方政府、公共団体の電子化支援

ブラウザ KJuicer.com Srl
http://alpha.kjuicer.c

om/
ウェブサイト内のテキストを重要度別に色分け。短時間で概要
を把握できる。

マーケティン
グ

Leevia s.r.l.
https://www.leevia.c

om/
ビデオ、写真などのオンライン・コンテストを短期間、ローコスト
で開催

マーケティン
グ

VirtuItaly www.virtuitaly.com
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。

自転車、アプ
リ

Telamone srl www.biciclope.com
固有センサーによる自転車の盗難防止。アプリから盗難を登録
するとその自転車に近づいた全ユーザーに通知がされる。

３Dプリンター Roboze Srl
http://www.roboze.c

om/
10種類の素材で製作ができる3Dプリンター。25ミクロン単位の
高精度加工も可能。

AI INNAAS
http://www.innaas.c

om/
AIを利用して、財務や営業部門の機能を支援

AI、転職 Job4U Srl http://job4u.it/en/ 転職希望者、支援者にAIを使って最適化したアドバイスを提供

EC NeedIsNow s. r. l. www.famforce.it
一般住宅における保守業務について複数サプライヤーの見積
りを入手するサイト

セキュリティ Validactor srl
http://www.my-

validactor.com/
製品に付与された番号を読み取ることにより、その製品の仕
様、正規品かどうか、リコール歴などを参照できる。

ファッション、
EC

Velunia
http://www.velunia.c

om/
美容プロフェッショナル向けeコマース・サイト。ヘアケア、ネイ
ル、フェイシャル、機材、など。

フィンテック Domec S.p.A.
http://www.domecso

lutions.com/it/

クーポン、オンライン・ギフトなどを利用して顧客の囲い込みを
し、CRMにつなげる。

マーケティン
グ

Neuroset Italia srl
http://www.neuroset

.net/
消費者神経科学の利用により、購入に至る「隠れた動機」を見
つけ、販売増につなげる。

タグ 社名 URL 概要

デバイス Horus Technology n/a

視覚障害者用のウェアラブル・デバイス。会う人の顔や
物、障害物を認知し知らせる。テキストを読むこともでき
る。ヘッドホン型のデバイスでインドア、アウトドア両方
で使用可能。英語、日本語、イタリア語をサポート。

芸術 Engilab www.engilab.it

文化遺産などの形状をデジタル化し、必要に応じてそのデ
ザインを生かしたレプリカなどを商品化。大規模な遺跡な
どの小型３Dモデルを作成し、目の不自由な人への展示に
使用。

マーケティン
グ

3rdPLACE
https://3rdplace.com/e

n/

ネット上、各種メディアでの顧客企業のデータ解析による
デジタル戦略策定

マーケティン
グ

Advice Group n/a
専用プラットフォームによるデジタル行動マーケティン
グ・ローヤリティのビッグデータ解析

CRM Airpim
https://www.f6s.com/a

irpim

特許取得デジタルプラットフォームにより製品の追跡、顧
客サービスの自動化などを実現

ICT Algorab
https://www.algorab.c

om/en/
遠隔操作技術

2016年5月第一回 Italian Innovation Day （東京）、2017年5月第二回 Italian Innovation Day （東京） 、

2017年4月Italian Investment Showcase(ミラノ)参加企業

http://www.engilab.it/
https://3rdplace.com/en/
https://3rdplace.com/en/
https://www.f6s.com/airpim
https://www.f6s.com/airpim
https://www.algorab.com/en/
https://www.algorab.com/en/


AI Atooma
http://www.atooma.co

m/

AIとIOTを組み合わせたソフトウェア・プラットフォーム
により顧客の求める予測やソリューションを提供

EC Business Competence www.dogalize.com
動物好きのSNSサイトdogalize、クラウド上のITセキュリティの
サイトswanscanを運営

ビジネス Edo.io www.edo.io

グーグル・ドライブを使って、多様なファイルを整理し、
必要に応じてグループでシェア、複数のデバイスでアクセ
ス、管理する。

CRM、ソフト
ウェア

Inventia https://inventiaid.com/

チャットを利用する一貫した接客ソフトのベンダー。ウィ
ジェット、携帯、SMS、ソーシャル・ネットワーク、ス
マートグラスに対応

環境 Sense Square
http://sensesquare.eu/

?lang=en

広域のPM10、PM2.5、オゾン、NO2、COなどの空気汚染
モニタリング用センサーとデータ統合システム

アプリ Vivocha www.vivocha.com/
顧客とホームページや携帯アプリで動画、音声、チャット
などを交換するためのクラウド・サービス。

AI、検索 Facility Live www.facilitylive.com
検索ワードの組み合わせにAIによる人間的な視点を取り入
れ、求める情報をより正確に特定する。

AI Expert System
www.expertsystem.co

m

AIを使ったシステムにより多言語のテキストの意味を理解
し、顧客により良いソリューションやリスク低減を提供。
欧州、北米各国に事務所。

EC Sailsquare
https://it.sailsquare.co

m/

レジャー用ボートのAirbnb。ボート所有者から特定期間だ
け借りたり、ボート所有者が募集するツアーへの応募が可
能。ボート所有者として登録が認められれば直接サイトに
ツアーを掲載することができる可能。

アプリ Pedius
www.pedius.org/en/ho

me/

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。

アプリ Cynny n/a
ユーザーが提供する写真、音声、テキスト、音楽をブラウ
ザで見る動画に変換するアプリ。Facebook、Google+、
Twitterなどのマルチ・プラットフォームでシェア可能。

エネルギー Energy Audit n/a

エネルギー使用量最適化モニタリング・システム。ボイ
ラー機能の最適化、冷却機能の不具合の早期特定、水漏れ
の予測モデル、ガス・コジェネレーション・プラント最適
化。日立など日本企業の顧客あり。

環境 Enerbrain www.enerbrain.com

ビルや家庭の空調設備の遠隔操作システム。ビル内の温
度、湿度等をリアルタイムでモニター、設備の稼働を最適
化し省エネと快適性を実現。設備の稼働履歴、不調、故障
の予兆も把握。管理者はアプリでいつでもエネルギー消費
量などをモニターできる。

交通 Movalia https://www.movalia.it

都市交通システムの効率化ソリューション。監視カメラの
映像などを利用して、交通システム全体で何が起きている
かを解析、安全向上、渋滞解消、環境保全のための提案を
提示。

交通 Smart-I
http://www.smart-

interaction.com/

SmartEye：監視カメラに画像認識能力を持たせ、渋滞、
デモなどの異常事態の発生、駐車場の空きスペースの確
認、迷子などの危険な状態、等を認識し管理者にアラート
を出す。SmartEye Sense：SmartEyeに機能の中から危
険・異常事態検知能力を強化。空港、駅、ショッピングセ
ンターなどに設置を想定。

自動車 2045 Tech www.floome.com

携帯に取り付けたデバイスで息の中のアルコール濃度を検
出。その国の基準ごとに判定。問題がある場合はあと何時
間程度まてばよいかも分かる。製品名Floomeはすでに日
本でも発売中。

生産技術 OC Lab
www.digithon.it/startu

ps/oc-lab

工場などにおける生産用ロボットにモニターを取り付け、
作業手順を動画で指示、効率化。ロボットに故障が起きた
ときは作業者がつける専用メガネに写る画像をサービス部
門に送れば、故障部分が特定される。

セキュリティ Swanscan www.swascan.com

同社ソフトはwebアプリケーションの脆弱性をテスト、
OWASP規制に適合しているか判断。企業ネットワーク全
体のセキュリティ・レベルと現行規制への適合性チェッ
ク。ソースコード・レベルの分析と提案。

フィンテック Umanot
http://www.umanot.co

m

独自SW（PowerLanguageとC++）による解析により、金
融取引の判断をメールやSMSで同社サイトから発信。
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不動産 3DESIGN.BAND n/a
不動産物件の３Dモデル。携帯版あり、ユーザーは特別な
知識なしでも内装を変えて視認、共有できる。

翻訳 Veasyt
https://italianinnovatio

nday.weebly.com/vea

syt.html

手話を含む25か国語の通訳を30分刻みで即時、あるいは
24時間前に予約可能。

マーケティン
グ

Senso Immersive
www.sensoimmersive.

com/

360度のインターラクティブな映像・音声プレゼンテー
ション技術。コンテンツはイベントの規模に合わせて、ま
た内容やテーマを顧客の要望に合わせて制作可能。店舗内
プロモーションにも応用可能。

マーケティン
グ

ETT n/a
博物館や公共施設においてマルチタッチ、非接触型システ
ム、スマホ、ジェスチャー・インターフェースを利用した
イベントを企画、設定

メディア Sibylnet n/a

クラウド・プラットフォームを使い、誰もが様々なニュー
ス、情報、マルチメディア・コンテンツを管理できるよう
にする。生産性の向上、専門領域の情報蓄積、統合が可能
に。

フィンテック Moneyfarm
www.moneyfarm.com/

uk/about-us/

英国、イタリアで個人向けローコスト投資を提供。独自の
Q&Aの使用により、顧客の資金ニーズ、リスク指向にあわ
せたポートフォリオを組む。顧客資産50,000ポンド以上、
以下を分岐点とし、継続的に最適化。顧客はアプリで投資
の詳細を確認できる。

気象 Aｒｔｙｓ n/a
ジェノバ大学のスピンオフ。地域ごとにリアルタイムの天
候情報に応じて洪水等の予測をし、警報を出すシステム。
顧客には自治体などを想定。

https://italianinnovationday.weebly.com/veasyt.html
https://italianinnovationday.weebly.com/veasyt.html
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タグ 社名 URL 事業概要

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.

com/

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.clo

ud

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。

タグ 社名 URL 事業概要

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。

タグ 社名 URL 事業概要

環境 Hotbox Food www.hotboxfood.it

食べ物の宅配用バイクに載せるための容器。バイクの排熱を利用して85

度を最高40分維持できる。空調機能も備え、湿度を下げ余計な臭いなし
に配達を可能とする。

機械 Elaisian https://elaisian.com/
オリーブ畑の一定区間ごとに設置するデバイス。温度や湿度をモニター
することにより病気の防止、最適な施肥や水やり、人が来なければなら
ないかどうかの判定を実現。

EC Caronte Consulting
https://www.caronteco

nsulting.com

食品加工の工程（素材、半製品、廃材）をリアルタイムで監視するためのUV-

Vis分光器。スペクトル曲線の差異、比色距離計算（(CIE76, CIE94,

CIEDE2000,等）を測定可能。PCとはWi-Fiでつながるので設置自由度高い。

タグ 社名 URL 事業概要

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。

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。

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。

Dante Medical

Solutions S.r.l.

https://www.mindthegum

.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。

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

k.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。

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。

EC 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。

ICT 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。

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。

2019年10月　第4回 Italian Innovation Day （東京） 関連企業

イタリア・スタートアップ企業リスト（食品関連121件）

2019年7月－10月　Global Startup Program （東京） 参加企業

2018年10月　Italia RestartsUp (Milan) 参加企業

2019年10月　Italia RestartsUp (Milan) 参加企業
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ICT WECARE S.R.L.
https://www.wecareinnov

ation.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。

環境 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。

タグ 社名 URL 事業概要

IoT、ICT 3Bee S.r.l. www.3bee.it

養蜂業にIoTを応用したシステム。巣の中に太陽光などで動作するセン
サーと採取装置を設置、AI独自の アルゴリズムを開発し、病気や異常
を予測。薬品などの使用を低減。蜂だけでなく牛や豚にも応用予定。

IoT、デバイス La Comanda www.lacomanda.it

家庭の冷蔵庫に取り付けるピザ注文用IoT小型デバイスで１）いつもの
ピザの注文、２）トッピングの入れ替え、３）割引クーポンの適用、を
選んで注文できるクリック＆ピザ（米国ピザハットで使用中）。処方薬
の定期的な服用を同じようなIoTデバイスでモニターするTrillioを展開。

タグ 社名 URL 事業概要

食品、アプ
リ

3BEE S.R.L. https://www.3bee.it

量子エレクトロニクス、ナノバイオテクノロジーを活用した「Hive-

Tech」を設置することで遠隔で蜂の健康状態、女王蜂の存在確認等を
監視でき、アプリで蜂の巣を管理できる。

食品、ICT
AGRICOLUS

S.R.L.

https://www.agricolus.

com

コンピューター分析のDSSとWEBやモバイル端末を用いたクラウド
サービスによって農業の予測、管理を最適化

食品、ICT
AGRIOPENDATA

BY EZ LAB

http://www.agriopenda

ta.it

農家が農作物のトレーサビリティや認証データを正しく管理するための
ソフトウェアプラットフォーム。サプライチェーンまでの道のりを安全
に自動化、商品（特にオーガニック）の品質向上、持続可能で透明化と
安全性を消費者に提供。

食品、ICT AGROBOTICA
http://www.agrobotica.

it/EN/index.html

太陽光のない室内で植物の育成が可能な全自動家庭用品。携帯端末や
PCで温度、湿度、水量などを確認できる。

食品 AMADORI

https://www.amadori.c

om/en/amadori/compa

ny

農業食品分野に特化した食品メーカー。卵、鳥肉、ハム、ソーセージな
どを扱う。

食品、EC AMBROSIAE
http://www.ambrosiae.

com

ロー・グルテンフリー・オーガニックに特化した食品メーカー。防腐
剤、甘味料、香料、砂糖不使用。

食品 ANONIMA CIBI
http://www.epastait.co

m

輸送用コンテナの中に本格的なキッチン設備があり、トラックや電車で
どこにでも運び、できたてのパスタを提供。

食品、アプ
リ

APPNESS http://www.appness.it/
レストランやサプライヤー向けの注文管理アプリ。PCや携帯端末で受
注や注文依頼が可能。

食品、ICT

ASSAM - AGENCY

FOR AGRO-FOOD

SERVICES

SECTOR OF

http://www.innovamar

che.it

マルケ地方の食品サービス・セクターの団体。生産セクターと研究セク
ターを繋ぎ、サービスやイノベーションの観点で地域のニーズを特定す
る。

食品、IoT AURORAS
https://www.auroras.e

u

農業をソフトウェアで監視。環境および輸送の分野でモニタリングシス
テムを提供。

食品、EC BABASUCCO https://babasucco.com
果物・野菜のコールドプレスジュースの生産、販売。着色料、添加物不
使用。ロー、フレッシュ、ピュア、ビタミン豊富なジュース。

食品、IoT BEEING http://www.beeing.it
蜂の巣のフレームに埋め込まれたBシステムによって蜂の動きを追跡
し、蜂の健康管理が遠隔で可能。アプリを用いて蜂の巣の位置や様子を
確認できる。

食品、EC BEVEGAN http://www.bevegan.it
ビーガン食品のオンライン・サイト。ビジーミート、アペタイザー、デ
ザート、ソース、飲料等。

食品、ICT BIORFARM
https://www.biorfarm.c

om

ユーザーは農家が投稿する写真やビデオを通じて、「自分の」果樹園を
モニターできる。果物が熟すと発送依頼を出すか、収穫しに行くことが
できる。

食品
BONIFICHE

FERRARESI

http://www.bonifichefe

rraresi.it

農産物、畜産製品の販売。5,500ヘクタールの農地を所有。米、トウモ
ロコシ、小麦、麦、砂糖、アルファルファ、ひまわり、大豆など。

食品、アプ
リ

BUYME4YOU http://ikook4u.com

BuyMe4Youは近隣同士のホームメイドや手作りの商品売買アプリ。
iKooK4Youは近隣同ﾃﾞｨの手作り食事売買アプリ。特にセリアック病や
ビーガンの食事に特化。小規模食品売買の規制をクリア。

2017年5月 Seeds & Chips (Milan) 2017 参加企業

2018年5月第三回 Italian Innovation Day （東京） 参加企業
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食品、ICT
C&M BIO

SCIENCE

http://cm-

bioscience.com

農作物の品質と自動化の研究開発を行う。C&MはPTP Science Parkに
所属し、香港やドバイのScience and Technology Parkと協力関係にあ
る。

食品、EC
CACIOCAVALLO

IMPICCATO

http://caciocavalloimpi

ccato.net/?lang=en

チーズ、チーズを溶かす調理器具、パン、トリュフクリーム、はちみつ
等のセット販売

食品、EC COFFEE HAT
http://www.coffee-

hat.com

コーヒーカプセルのメーカー。高級感のあるコーヒーを追求、自然の味
にこだわり香料は不使用。いつでもどこでもボタン一つで最高の一杯を
楽しむことができる。

食品
CONFAGRICOLTU

RA

http://www.confagricol

tura.it/ita/
イタリアの農家を代表し、守る非営利団体。

食品、ICT COOK4ME
http://www.cookforme.

it

指定の地域内で手作りの料理を食べたい人と、手作りの料理を提供した
い人をつなぐアプリ。

食品、ICT COOKI http://www.cooki.it

食品専門家向けプラットフォーム。商品の原材料に関する認定された
データベースを使用し、材料と分量を入力するとアレルギー、栄養価、
コスト等を自動計算できる。PCや個人の携帯端末からアクセス可能。

食品、EC CRICKÉ
http://www.crickefood.

com

イタリアや地中海の味付けをベースにした昆虫食品の生産と販売。コオ
ロギのクラッカー。

食品、ICT DELIZIALY
http://www.delizialy.co

m

レストラン業界の専門家と料理愛好家の交流のプラットフォーム。トッ
プシェフが新しいメニューを提案し、一定の支持を得るとディナーイベ
ントが開催される。

食品、EC DIRETTOO http://www.direttoo.it
レストラン経営者が多様な産地直送食材を一括購入するサイト。12、
24、48時間以内あるいは配送時間の指定が可能。

食品、EC EATTIAMO
https://us.eattiamo.co

m

80人以上の小規模生産者が選び抜いた商品を消費者に直送。消費者はプ
ランを選択し、必要な材料を受け取り、簡単なレシピで料理。

食品、ICT ELAISIAN
https://www.elaisian.c

om

マシン・ラーニング・アルゴリズムを使用。オリーブの木をリアルタイ
ム・モニタリングし、病気監視・予防、灌漑、肥料、収穫を最適化。

食品、IoT EVJA http://www.evja.eu

ワイン農家用意思決定システム。農場のデータ、気候データ等をリアル
タイムで照合、集計し、剪定、肥料、殺虫剤、水やり等を最適化。農家
のPCや携帯端末に送信。

食品、EC FEEL GOOD
https://www.feelgood.

bio
低糖質、グルテンフリー製品の販売。

食品、ICT FOODY
http://www.foodyexper

ience.it

「食」を中心にした旅行のサイト。旅行者と現地の人をつなぐ。100%

現地の食事やワインを楽しめる。

食品、EC FRUITSAPP
https://fruitsapp.com/i

ndex

生鮮業界のためのB2Bマーケットプレイス。生産者・卸売業者・輸出入
業者・スーパーの事業拡大支援。

食品、アプ
リ

FUUDLY http://www.fuudly.com
食に特化したSNSアプリ。イタリアのシェフによるレッスン動画あり。
冷蔵庫にある食材からレシピを検索可能。シェフやフードブロガーとの
交流ができる。

食品、イン
キュベー
ター

GREENCODE

http://www.progettoma

nifattura.it/en/node/28

62

インキュベーター。商品「Demeter」100%天然で果物や野菜の廃棄物
を減らし、エネルギー消費や温室効果ガスを減らす。

食品、ICT
HEXAGRO

URBAN FARMING

https://www.hexagrour

banfarming.com

都会で最小限の手間で野菜を栽培するシステムの販売。照明、水やり等
を自動化。場所の広さに応じたシステムを選択可能

食品、農業
IDROMECCANICA

LUCCHINI

http://www.lucchiniidro

meccanica.it

70年の歴史と経験ある企業。プラスチック製のグリーンハウスを生産。
ソフトウェアによって管理された灌漑や温度管理システム。

食品、EC IIMERGE
http://www.iimerge.co

m

世界中の食品のサプライヤーと小売をつなぐサイト。食品を買う前に必
要な全ての情報にアクセスできる。

食品、農業 INTINI
http://www.intinizootec

nica.it/index.html

自然素材のみで作ったシリアルが新規商品。バリ大学と協力して三つの
農場で実験的農作物を育成。

食品 ITALBUGS SRL
http://www.italbugs.co

m

地球に優しく低アレルギー性の食用昆虫の研究開発。2006年から食用
昆虫のプロジェクト運営や支援を行い、新しく40以上のビジネスを支
援。たんぱく源となるタブレットの販売も。

食品、ICT JUST EAT ITALIA https://www.justeat.it
自宅からアプリを通じて食事の注文＆宅配ができるサービス。6,000以
上のレストラン、550以上の地域と組んでいる。

食品、3Dプ
リンター

KANESIS https://kanesis.eu/en/

FDM式3Dプリンター用のフィラメントを利用した3D印刷。一般には廃
棄されてしまいがちな産業用ヘンプの木質部を利用した天然の複合材
(HBP)の技術を所有。

食品、EC
L’ALVEARE CHE

DICE SÌ!

https://thefoodassemb

ly.com/en

イタリアの地元農家から直接商品を購入できるサービスの提供。果物、
野菜、パン、チーズ、肉、ビール、など。

食品、EC LA COMANDA
http://www.lacomanda

.it

ワンクリックでピザのオーダーが可能なマグネットボタン。ツークリッ
クでピザをカスタマイズできる。その他の「ちょっとした」革新で売り
上げを大きく伸ばすノウハウ。
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食品、NPO
LA TAVOLA

ITALIANA

http://www.latavolaitali

ana.org

イタリアの文化、観光、芸術、食に関するプロモーションや研究をする
ことで世界に普及する。

食品、EC
MADE IN

MASSERIA

http://www.madeinma

sseria.it

厳選された農家や生産者の商品を取り扱う通販サイト。食材や生産者を
トラッキングし、新鮮な食材が届くように管理。

食品、サー
ビス

MED&FOOD
http://www.medandfoo

d.it

バリ大学が設立。地中海食品に関する科学的知識とサービスを提供。企
業の競争力を高め、地中海地域の食品安全と品質向上に努める。

食品 MELOVITA http://www.melovita.it
ザクロの消費促進。ザクロの栄養価を啓蒙。日々の食事にビタミンと抗
酸化作用のある食材をプラスすることを勧める。

食品
METALVUOTO

GRUPPO SAES

http://www.metalvuoto

.it

酸素透過率の低い（ 1 cc/m2 x 24 h – ASTM D3985）食品パック用透明
ホイル。

食品 MIGREEN FOOD
http://www.migreenfoo

d.it

食用植物の「superalimenti」は多くのビタミンや栄養素を含み、抗酸化
作用がある。室内でLEDによって栽培が可能。

食品、EC
MOLTOGUSTOSO

S.R.L.

https://www.moltogust

oso.it

サイトから好みのレシピを選択、必要な食材の注文・配達が可能なサー
ビス。

食品、宅配 NEARTOYOU
http://www.neartoyou.i

t/login_code

野菜や果物などの生鮮品のオフィスや自宅での受取が可能なサービス。
総額の5%が社会的機関に寄付される。

食品、アプ
リ

ORDEAT https://www.ordeat.net

レストランオーナーのためのアプリ。注文の自動化。客はテーブルに置
かれたQRコードを読みとり、食べたいメニューを選択。注文を確定す
ると直接キッチンに注文が入る。

食品、EC PALATIFINI
https://www.palatifini.it

/it/
サーモンからキャビアまで、様々な食品のECサイト。

食品
PANIFICIO

FOLLADOR

http://www.botteghedi

gitali.it/azienda/panifici

o-follador/

最高級の小麦を使用したパン、ケーキ、ペストリーの生産。香りが豊か
で栄養素も豊富。50年以上の歴史を誇る。

食品 PARODI NUTRA
http://www.parodinutra

.com

特別な植物油の生産（新種の種、ドライフルーツなど）。 ISO9001認
証を受けた生産設備。

食品、EC PAVÈ
https://www.pavemilan

o.com

クロワッサン、ブリオッシュ、ペーストリー、ビスケット、ケーキなど
フランス系の製品を提供。2015年にオンラインショップを開始。イタ
リアやヨーロッパに配達。アイスクリームショップも展開。

食品、ICT PROXENTIA
http://www.proxentia.c

om

ミラノ大学の研究グループによって設立。バイオセンサーに特化。食品
の品質管理を効果的に素早く行うシステム。

食品、バイ
オテクノロ
ジー

PTP - SCIENCE

PARK
http://www.ptp.it

農作物研究センター。過去10年間農作物やバイオエコノミー、ライフサ
イエンスの分野の研究を実施。90以上の国内外の研究プロジェクトに携
わり、11のゲノムプロジェクトに関わる。40カ国で500の機関、650の
企業と業務。

食品、EC RECUPERIAMO
http://www.recuperiam

o.org

消費期限の近づいた食材を近隣のレストラン、ホテル等の大口消費者に
売却するサイト。

食品、EC RESTORE
https://restore.shoppin

g/it/

カスタマイズ可能なECのSAASソリューションを提供。2週間でオンラ
イン販売ができる。

食品 REVOILUTION https://revoilution.it
固形になったオリーブを使って、オリーブオイルをその場で作れる。ニ
ンニクやレモンなどを一緒に追加するとフレーバーオイルができる。

食品、アプ
リ

Robonica https://linfa.io
自動で野菜やハーブの栽培を行う機械。アプリをダウンロードすれば植
物の成長度合いを観察することができる。

農業、ド
ローン

SAL

ENGINEERING

http://www.salenginee

ring.it/public/en/1/

ドローンや自動運転車両を使用して画像、温度、湿度等のデータ収集を
行うアプリの開発と販売。

食品、EC
SAVE BY

BOOKING

https://bio.savebybook

ing.com

オーガニック食材を厳選された生産者から適正な価格で購入。最低限の
数量に到達しないと購入できない。購入者は直接受け取りに行くか、家
や近くで受け取るかを選択できる。

食品、EC SECONDCHEF
http://www.secondche

f.it

レシピキットの注文・宅配サービス。簡単に家庭で健康的な食事をする
ことができる。消費者は2名用、4名用、6名用を選択できる。一食9.33

ユーロから。

食品、NPO
SLOW FOOD

INTERNATIONAL

https://www.slowfood.

com

地元の食文化や伝統の消滅を防止するために、食べ物や食べ方を見直す
ための草の根活動を1989年から行なっている。

食品 SMART ISLAND
http://www.smartislan

d.it

ブドウ畑の状況を常に録画クラウドにアップし、発育具合、害虫のデー
タを判定、水やり等のタイミングを最適化。

食品、農業 SOP
http://www.sopgroup.c

om

EUなどの最も厳しい有機農法の規制をクリアし、かつ生産性の高い農
場の設計、運営をコンサルティング。

食品、EC
SPAGHETTI &

MANDOLINO

https://www.spaghetti

emandolino.it
食品、ワイン、ビール等の販売サイト。

食品、EC SPIREAT https://spireat.it
100%イタリア産のスピルリナ（藍藻綱ユレモ目の単細胞微細藻類）。
自然乾燥、無添加により好ましいフレーバーを有する。
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食品、EC
SQUAT &

BASILICO

https://www.squateba

silico.it

機能性食品の開発と販売に特化。健康的でバランスのとれた食事を推
進。デトックスメニュー、フィットネスメニュー、ヘルシーメニューな
ど様々なメニュー。

食品、EC STEPAT
http://www.easyicecre

am.it

ジェラートを作る機械とジェラートミックスでお店の味を家庭で簡単に
楽しめる。種類も様々。

食品、EC THE FORK https://www.thefork.it レストランの検索と予約サイト。TripAdvisorの会社。

食品
THE

VEGETARIAN

BUTCHER

http://vegetarian-

butcher.it

ミートフリーの生活を推進・啓蒙する団体。肉の代用になる食事を紹
介。

食品、ワイ
ン

THE

WINEFATHERS

https://www.thewinefat

hers.com

トラブルや困難に遭遇しているワイン農家に対するクラウドファンディ
ングのサイト。集金目標額や経過を開示。

食品、ICT Travaglini S.p.a. http://www.travaglini.it
肉、魚、チーズの乾燥、スモーク、熟成システムを自動化する機械、先
進的な空気清浄システムを搭載した垂直農法の機械等の製造。空気の対
流を実現することで効率アップ。

食品、農業 VAZAPP http://vazapp.it
プーリア州の20軒の農家に20人の若者を招き、20回のディナーを提供
し、農業をする若者を育てるプロジェクト。

食品、EC VINHOOD
https://www.vinhood.c

om

ワインの好みや種類、合わせる料理などから自分にぴったりのワインを
見つけることができる。そのままワインを通販で購入可能。

食品、EC VINIAMO https://www.viniamo.it
用途やシーンに合わせたワインの「プレイリスト」を作成。また、専門
家によって作られた「プレイリスト」のワインを購入可能。

食品、パッ
ケージ

VINNI PIZZA
http://www.vinnipizza.

com

ポリスチレン製のピザのテイクアウト用ボックス。紙と違い、空気を外
に逃がしてくれるため蒸気がこもらず、ピザを保温、パリパリ感を持続
できる。再利用、リサイクル可能な素材で環境に優しい。

食品 Wallfarm http://wallfarm.bio
垂直農法の自動化をするためのコンパクトな箱型の装置。コンセントに
機械を繋ぎ操作をするだけで、種まきから収穫までを機械が行い、携帯
でモニターも可能。

食品、水 Water Wells Srl
http://www.waterwells.

it/?lang=en

既存の井戸に特許技術の加工をすることで井戸水の酸素を低減、水質を
改善。

食品、EC WeBeers
https://www.webeers.c

om

イタリアのクラフトビール専門通販サイト。他では簡単に手に入らない
地元のクラフトビールを販売。

食品、ワイ
ン

WENDA
http://www.wenda-

it.com

ワイナリー向けの商品追跡システム。ワインボトルの首に特別な装置を
取り付けることで常にボトルのある場所やワインの情報をクラウド、
PC、端末で追跡・管理可能。偽物ワインの防止にも効果あり。

食品、EC
YOU EAT

(FOODEBA srls)

http://www.youeatfood

.it

食事のデリバリーサービス。サイトから注文し、レストランから家やオ
フィス等希望の場所まで食事をデリバリー可能。

タグ 社名 URL 事業概要

食品、ICT、
EC

West East

Corporation srl
www.100ITA.com イタリア製食材を購入できるホームページ

食品 Buono Vending srl
www.buonovending.c

om/
できたてのイタリアン・ジェラートを耐熱性の包装に包んで出す自動販売機

食品 Elaisian
https://www.elaisian.c

om

オリーブ栽培の最適化システム。農園にシステムを設置、木の様子をリアルタ
イムでモニターすることにより、灌漑、肥料、病気を管理・予防。

食品 Mash Srl
http://www.mashcrea

m.it/
伝統的なイタリアン・ジェラートをより短時間で生産できる機材

食品 Mida Più S.r.l. http://www.midapiu.it/
バター、マーガリンやパーム油に代わるオリーブオイル・ベースの油脂。パン製
品の生産にも使用可能。

食品
PRAGMA BLUE

S.R.L.

https://www.pragmabl

ue.com/english/
産業用浄水器

食品 Ventuno srl
http://www.ventunoital

y.com/?lang=en

イタリアの各地域の名産品を、好みに応じて木製の箱に入れて発送してくれる
サイト

食品、EC Aurumjulii
http://www.aurumjulii.c

om/en/
イタリア製サフランに特化したeコマース・サイト

食品、EC
Gioform srl

UNIPERSONALE
www.chocostore.it/ 様々な形状のチョコ商品と、チョコをテーマにした商品の物販サイト

食品、セキュ
リティ

Xnext s.r.l.
http://www.x-

next.com/

X線を利用した1ミリ秒での出荷品検査システム。食品、薬品、セキュリティなど
に用途。

2017年10月　ItaliaRestartsUp 参加企業
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ICT、ＩｏＴ、牧
畜業

Cynomys
http://www.cynomys.it/

en/

畜産場にＩｏＴのセンサーを設置、家畜の状況を24時間モニターしデータ収集に
よる最適化、異常事態への対応

タグ 社名 URL 事業概要

食品、ICT Wenda
ワインボトルに取り付けるデバイスによって保存状況をモニター、複製防止を
図る。ワインごとの歴史や特徴をアプリでアクセス可能。

食品、ICT Melixa
養蜂場の活動状況、環境汚染、気象情報などをリアルタイムでモニタリングす
るクラウド上のシステム。推移表なども表示可能。

食品、アプリ MyFoody
廃棄食品低減アプリ。スーパーなどの廃棄処分直前、外観が棄損、過剰な食
品を特定し低価格でアプリ利用者に通知、販売する。

2016年5月Innovation Day 2016 (東京）、2017年5月　Innovation Day 2017 (東京） 参加の食品関係企業



タグ 社名 URL 事業概要

医療 MELO SRL

https://www.melolab

s.com
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.mywayg

enetics.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 Limitata

http://www.teseo.tec

h

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.ArzaMe

d.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.morpho

gram.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.PR

AXESRL.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。

Vega Research Laboratories S.r.l.

http://www.vegarese

archlabs.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。

タグ 社名 URL 概要

感染症 SetLance srl
http://www.setlance.

com/
特に感染症治療のための新規ペプチドベースの薬剤候補の開発を目指
している。

ICT Cba Informatica
https://www.cba.it/h

ome

医療サービスプロバイダーの業務（人事、給与、管理、請求、投薬管理、
電子健康記録、報告）用プログラム設計・開発。トレーニングコース、コン
サルティング、およびサポートを全国の1,400以上の顧客に提供。

Kode Srl http://kode-solutions.net
ウェアラブルセンサーからの信号処理の研究に特化 。また、画像情報か
ら主要の場所や代謝または遺伝のバイオマーカーを特定。診断の精度
を上げる。

Interceptin http://Interceptin.com
血管系（前立腺、膵臓、膀胱、胃、結腸）にPSMAおよび/またはPSCAを
発現している腫瘍の治療法。主要な腫瘍塊と最小の転移の両方に同時
に対処できる2つの組換え単鎖抗体フラグメント。

Siad S.p.a. www.siad.com
低温生物学および生命科学用の医療および外科用特殊ガスおよびシス
テム

AR、ICT WitHECA https://www.witheca.com
ARを使用してCT画像をインタラクティブなホログラムの形でを視覚化し、
放射線科医と外科医の診断精度向上。

Biotoxik http://www.biotoxik.it
微生物分析サービス。変異原性、細胞毒性、およびFDA/USPおよびEP
要件に準拠した膨大な種類の脱水済みの培地、高度な滅菌プロセス。

Abich s.r.l.

 

http://www.abich.it/e

n/

現行の規制に準拠し、動物試験に代わるin-vitroメソッドの検証と研究。
化粧品（様々な条件下のSPF、残留金属、肌荒れ）の測定、素材の毒性
検査、等。

アプリ Nextage S.r.l https://nextage-on.com/
患者用のモバイルアプリと医療従事者用のWebアプリで構成される慢性
患者用のクラウド・プラットフォーム。 患者は薬物療法の効果を速やかに
把握、タイムリーな治療につなげられる。

デバイス Sidam Srl http://www.sidamgroup.com
使い捨て医療機器（CT、MR、超音波スキャン、血管造影のコントラスト
材）、サーモスタットセル（Warm-MB-マルチボトル、Warm-SB-シングル
ボトル）など。

Accelera Srl http://www.accelera.org
非ヒト霊長類（NHP）を含むげっ歯類および非げっ歯類の種の毒性学。
GLP一般毒性学、安全性薬理学、遺伝毒性、ADMEおよび薬物動態
（PK）を含むIND / CTA対応パッケージ。

GENEDIA S.R.L. www.genedia.it
分子診断の分野で25年の実績。 ISO 13485：201に準拠したリアルタイム
PCRに基づいた診断キット（HCV-RNA、HBV-DNA、性感染症、多型、胃
腸感染症、ヘルペス、出生前診断、獣医など）の研究、開発、製造

Gruppo

Ospedaliero San

Donato

www.grupposandonato.it/
イタリア政府が認定する高度医療機関の資格IRCCS。 毎年5000床を超
える収容能力と400万人の患者を治癒。

イタリア・スタートアップ企業リスト （医療セクター　170件）

問合せ先：イタリア大使館貿易促進部・投資デスク
電話：03-3475-1401　メール：fdi.tokyo@ice.it
*イベント情報公開時に企業情報等が確認できない案件は掲載されない場合があります。

　2019年10月　Meet in Italy　（トリエステ）参加予定スタートアップ・リスト

2019年10月　Italia RestartsUp (Milan) 参加企業
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Gentras Srl www.gentraslabs.com
安価で手頃なDNAジェノタイピング：同じ技術的アプローチから無数の用
途を開発。DNAの分析に基づく継続的な学習、開発、マーケティングサー
ビス。

Exosomics Siena

SpA
www.exosomics.eu

癌のスクリーニングと液体生検に特化。 バイオマーカーのソースとして循
環するエキソソームと微小胞の使用に基づいて、早期癌検出のスクリー
ニングテストと分子診断ソリューションを開発。

Kedrion www.kedrion.com
血友病、免疫不全、Rh感作などの治療用に、ヒト血漿を収集して分割
し、血漿由来の治療製品を生産。

RTC S.p.A. http://www.rtc.it
AAALACの認定企業。化学、農薬、医薬品、殺生物剤などの分野で毒物
学的研究とコンサルティングサービス。

ICT Braincontrol www.braincontrol.com

重度の身体的およびコミュニケーション障害を克服することを可能にする
「メンタルジョイスティック」。BCIベースの拡張および代替コミュニケーショ
ン（AAC）。

AI
ESPACE ELAB

SRLS
www.espaceelab.com

Institut Agricole Regional Valle d'AostaおよびIstituto Superiore Mario
Boellaと共同で、分散型機械学習および深層学習（Raspberryプラット
フォーム）を使用したインテリジェントな監視システムを開発

TURINGSENSE

EU LAB S.R.L.
www.turingsense.eu

シナリオフィットネスジム、病院、遊び場などにおける上肢と下肢の動きを
モニターし、その動きを反映できるハードとソフトを開発。

CNR IFC

Radiopharmaceut

ical

Manufacturing &

http://www.ifc.cnr.it
生物学的/生理学的トレーサーの開発と実証（バイオマーカーのイメージ
ング）。 生物学的に活性な分子のラベリング（分子標的化およびコンパ
ニオン診断）。

Katalyxer srl www.katalyxer.com
デフォルトでプライバシーとセキュリティが確保されるユーザー中心の
データフレームワーク。広範な暗号化とドメインとロールモデルの分離に
より、ユーザーはデータ開示の範囲と時間を管理できる。

BioTrix - bac3Gel 肺、口腔、胃または腸の調整可能な人工ヒト粘液技術。

ファッション Comftech S.r.l. www.comftech.com
最適化されたフィット性を有する生体信号モニタリング用のセンサー付衣
服を開発および生産。ISO13485特許所有。乳児、アスリート用。

Politecnico di

Milano
https://www.polimi.it/

技術者、建築家、工業デザイナーを養成するイタリア屈指の科学技術大
学。

AR、VR Immersio Srl www.immersio.eu
手術中に患者固有の情報をARによって視覚化、提供し外科手術を支
援。VRトレーニングは、外科医がさまざまなシナリオの腹腔鏡手術を疑
似経験するのに利用。

AI HOPENLY www.hopenly.com
Machine LearningおよびAI技術を使用して、製薬および医療業界の研
究開発におけるデータ分析を支援。

Bioside BIOSIDE.IT
特許申請中の医療用培養液、希釈剤、ペプトン水などのパッケージ。容
易な着脱、一般ごみとしての廃棄、操作ミス防止、ISO 1113とISO 7218準
拠。

ORTHOKEY

ITALIA SRL
www.orthokey.com/

BLU-IGSプラットフォームは、解剖学データ、手術ワークフロー、生体力
学モデルを統合したCASシステム。下肢関節形成術中に外科医を支援。
ジャイロ駆動の大腿骨軸ファインダーはより少ない労力で整合した手術
を実現。

化粧品
HELIXPHARMA

SRL
WWW.HELIXPHARMASRL.COM

カタツムリ粘液からの高品質の原料の研究開発。 高分子の複雑な混合
物であり、最近化粧品用途が特定された。

EC
Harmonium

Pharma
www.harmonium-pharma.com

薬局や薬剤師に対し、糖尿病に関する総合的な支援サービス。最適な
薬剤や治療法、ウェブ、 アプリ、ソーシャルネットワークを提供。

Arithmos www.arithmostech.com
臨床試験の管理を強化するための拡張PPMシステム。 グローバルな連
携を確保するため、アクティビティとリソースを計画、整理、管理。

化粧品 PharmaPrime www.pharmaprime.it
医薬品、医薬部外品、化粧品、動物用医薬品を低価格で、地元の薬局
から40分で受け取ることを可能にするヨーロッパ初のオンデマンドプラッ
トフォーム。

Kitos Biotech

s.r.l.s.
www.kitosbiotech.org

臨床前段階の製品を開発するために、薬化学および腫瘍学分野の研究
センター、製薬会社をサポート。 自動化システム、生細胞イメージング、
100を超える社内細胞株を活用。

Silver Economy

Network
www.silvereconomynetwork.it

65歳以上の顧客に製品とサービスを提供するイタリア企業の最初のネッ
トワーク。高齢者の特定のニーズを調査し、専用のサプライチェーンを構
築。

移植 AFERETICA SRL http://www.aferetica.com
移植を目的とした生体外臓器灌流、保存、輸送モジュール・システム、特
許取得。 専用の使い捨てハードウェアにより、すでに肺の臨床使用実
績。

Vera Salus

Ricerca srl
www.verasalusricerca.it

患者の細胞のリアルタイム機能アッセイ（増殖、分化、接着、移動、浸
潤、上皮バリア機能）、分子生物学戦略（遺伝子編集、サイレンシングお
よび過剰発現、遺伝子治療、免疫沈降、免疫検出）、受容体シグナル伝
達の分析 シグナル伝達、薬物スクリーニング、細胞毒性評価、バイオ
マーカー検証。

Naturamente di

Lidija Borcic
www.naturamente.biz

植物抽出物、エッセンシャルオイル、植物油、その他多くの天然物質を
ベースにした研究用製品。 植物療法と心理療法（特にEMDRおよび
Brainspotting）と漢方薬の組み合わせも提唱。

MTTlab Srl www.mttlab.eu
世界中の企業、大学、研究機関に、小中規模（1回の実験で最大500匹
のマウス）の生体内研究（毒性、有効性、行動、疾患モデル）および関連
する生体外研究を提供。 ISO10993準拠。
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デバイス MEDLEA
CTおよびMRIの画像データに基づき、診断、利用するデバイス、手術計
画のための有用な情報を提供。 心臓病および耳鼻咽喉科で使用されて
いる高価で侵襲的な診断方法の正確な代替品。

ICT Artiness www.artinessreality.com
患者固有の解剖学的構造を4Dホログラフィック視覚化。臨床画像データ
に、独自のアルゴリズムとソフトウェアを使用して、正確でリアルかつ動
的な患者固有のモデルを再構築。

FESTO SPA http://www.festo.com

サンプルの識別と制御の操作から、試験管の開閉、マイクロウェルプ
レートへの液体の供給まで、標準コンポーネントを提供し、顧客と協力し
てカスタマイズされたソリューションを開発。完全自動化、サンプル処理、
液体処理、 分注、把持および回転モジュール、キャッパー、デキャッパー
モジュールなど

Aczon srl www.aczonpharma.com
ナノプローブとシリカ・ナノ粒子を開発、生産し、診断、臨床、研究用途向
けに、従来の試薬を最適化。

化粧品
Omini Pharma

srls
www.ominipharma.it

ヒアルロン酸はほとんどの美容外科医が注射用の皮膚充填剤として利
用。 肌の若返りのために、間質腔を満たし、その親水性の高い構造とレ
オロジー特性により、水を保持し、より多くのボリュームを保持する。

再生医療 Euroclone SpA www.euroclonegroup.it/再生医療、幹細胞、ATMP生産用の高度な細胞療法アイソレーター。

Genechron Srl
www.genechron.co

m/
医療遺伝子診断の用のさまざまな分子バイオマーカーに特化。 これらの
テストは、GLP標準で開発し、臨床試験で利用可能。

A.P.E.Research

srl
www.aperesearch.com

ナノテクノロジーの分野で使用する走査型プローブ顕微鏡（SPM）および
高解像度ナノポジショニングシステムの生産。

Chino.io www.chino.io

デジタル医療企業にEU/GDPRおよびUS/HIPAAデータ保護法準拠のた
めの安全なAPIおよびDatabase as a Serviceを提供。データとユーザーを
簡単に保護、データ保護法準拠を保証し、開発コストと時間を大幅に削
減。

Diatheva Sol

Group
www.diatheva.com/

臨床・獣医診断、抗菌薬耐性の研究、食品および水質検査に使うための
分子・ELISA技術に基づくキット。

AMNOL Chimica

Biologica Srl
www.amnol.net

Trivalex（Diosmin、Diosmetin、Hesperidin）、Yellow Sweet CloverとBirch
をベースにした薬剤で、微小循環の生理学的機能を促進し、過剰な体液
の排泄に有効。

化粧品 Aptsol srls www.aptsol.it
医薬品、化粧品、食品の分野で、製剤に関するソリューションを提供。 シ
ンプルなエマルジョン、ナノ化粉末、または非常に複雑なポリマーマトリッ
クスシステムにも対応。

デバイス
BALBO SPORT

ABILITY SRL
www.davenbike.it

心臓病、肺病学、整形外科、神経学、肥満、糖尿病、ICU、などの症状に
応じたリハビリ用機材。

Ivtech srl www.ivtech.it 静的培養（In Vitro）を改良するための先端的細胞培養チャンバー。

Centro

Cardiologico

Monzino

www.cardiologicomonzino.it/en/
大動脈弁の外科的再建に使用可能な生体大動脈弁組織を製造する技
術。 バルブ療法における新しい「パーソナライズされた」医療アプロー
チ。

Giotto Biotech Srl www.giottobiotech.com

E. coliでの発現により生産されたタンパク質の広範なカタログを提供。 す
べてのタンパク質は、安定同位体、通常13C、15N、2Hで均一かつ選択
的に標識可能。幅広い分子量の溶液および固体NMRにすぐに使用でき
るNMR参照タンパク質も。

Ephoran Multi

Imaging Solutions
www.ephoran-mis.com

当社の前臨床in vivoイメージングシステムは、リアルタイムの生物学的
ターゲットと経路を監視および定量化するために、定量化、肺、心臓、肝
臓、腎臓、GI、脳などの深部組織ターゲティングのソリューションを提供し
ます

DI.V.A.L.

TOSCANA S.R.L.
www.divalsrl.com

低発現タンパク質/非タンパク質抗原/リン酸化部位/低抗原性分子などの
困難な抗原ターゲットに対するツールの開発

Bioridis www.bioridis.com
生物医学研究開発および分子診断アプリケーション向けの新しい化学試
薬。 PNAベースの核酸プローブ（ペプチド核酸）の設計および/または製
造。

デバイス VivacSo Srl www.vivacso.com
EU特許を取得した足首装具は、正面のねじれ反射を効果的に抑制し、
望ましくない動きを不可能にする一方で、しっかりと足を支える。

NIB Biotec srl www.nibbiotec.com
前立腺癌のバイオマーカーとしての尿分子の利用に関する特許。 これら
の分子を検出する低コストデバイスを開発中。

ソフトウェア MED4FIT www.medforfit.com
個人の体格指数、収縮期および拡張期血圧、心拍数、腹部最大胴回り、
脊椎の柔軟性、脂肪の割合、除脂肪体重、有酸素性評価と手の強度を
測定、健康度を評価するソフト。

デバイス Dianax Srl www.dianax.eu
使い捨てデバイスを備えた糖化ヘモグロビンA1c測定システム。電子リー
ダーを介してスマホ等に接続、糖尿病患者の診断、治療をするアプリ。5
分でIVDテスト結果を取得、クラウドを通じて病院に結果を送信。

ARTA

PEPTIDION Srls
www.artapeptidion.it

局所製剤用の新しい短および超短Argリッチ抗菌リポペプチド。 カスタム
生物活性ペプチドおよびペプチド模倣薬の設計および開発。

Zeta Research srl www.zetaresearch.eu
AIFA（イタリアの医療当局）認定の契約研究機関。 医療、臨床、栄養分
野、臨床試験、科学的研究、研究プロジェクトの設計、開発、管理におけ
る科学的および統計的なコンサルティング。

http://www.artinessreality.com/
http://www.festo.com/
http://www.aczonpharma.com/
http://www.ominipharma.it/
https://www.euroclonegroup.it/
http://www.genechron.com/
http://www.genechron.com/
http://www.aperesearch.com/
http://www.chino.io/
https://www.diatheva.com/
http://www.amnol.net/
http://www.aptsol.it/
http://www.davenbike.it/
http://www.ivtech.it/
https://www.cardiologicomonzino.it/en/
http://www.giottobiotech.com/
http://www.ephoran-mis.com/
http://www.divalsrl.com/
http://www.bioridis.com/
http://www.vivacso.com/
http://www.nibbiotec.com/
http://www.medforfit.com/
https://www.dianax.eu/
http://www.artapeptidion.it/
http://www.zetaresearch.eu/


タグ 社名 URL 概要

Materia

Rinnovabile
http://www.renewablematter.eu/

循環型社会の振興を目的としたメディア会社。オンライン、オフライ
ン双方のメディアに対応。

素材 Novamont https://www.novamont.com/eng/分解性かつ堆肥化可能なプラスチックの生産。

素材
Pharma at Caldic

italia s.r.l.
https://www.caldic.com/

食品及び化学製品の流通、素材などについて、環境、品質、健康
などの制約要因をクリアする提案を行う。

INNOVHUB SSI
https://www.innovhu

b-ssi.it/
ミラノ工科大学内のイノベーション・ハブ。抗パプチド材を使った
パッケージ素材など。

iSweetch srls
http://www.isweetch.

com/
たんぱく質をもとにした高濃度甘味料の開発。ナポリ大学のスピン
オフ。

タグ 社名 URL 事業概要

ゲノム OACP SRL www.oacp.it

独自の試薬とDNAの反応効率向上により、遺伝子診断の精度を維持し
ながら診断までの時間を72時間から2時間に短縮。乳がん、肺がん、脳
腫瘍などに対応。日本に販売代理会社あり。

AI
Omnidermal
Biomedics

http://omnidermal.co

m/

Wound Viewerは皮膚潰瘍の画像を撮影し、AIアルゴリズムを適用、深
さ、面積、体積、組織の種類（壊死性または粒状）、感染の有無を分析す
る。 臨床データは、クラウドに保存され、遠隔アクセスが可能。

アプリ Hi-Interiors
https://www.hi-

interiors.com

HiCanはベッドのハイテク化を実現。アプリを使い、ベッドの照明、アロ
マ、形状、プライバシー設定や聞きたい曲を指定し、睡眠を記録、最適
化。

Vera Salus Ricerca
(VSR)

www.verasalusricerc

a.it

分子工学と天然素材（植物由来など）の組み合わせによるバイオ薬品・
食品の素材開発。カチオン交換樹脂を使った免疫検査薬や固形腫瘍に
対する標的療法など14の独自知財を開発中。

感染症 PlumeStars srl
https://plumestars.c

om/

 肺細菌感染症の局所治療のための乾燥粉末吸入器を用いた高呼吸性
トブラマイシン粉末。 優れた通気性と高い薬物含有量。当社は、嚢胞性
線維症の感染症に使う、別の抗生物質アミカシンについてEMAおよび
FDAの希少疾病用医薬品指定を獲得。

AI Mr Doc srl www.mrdoc.ai

完全に管理された医療診断用AIは膨大な元データを要する上、ノイズや
元データと大きく違うデータの処理が苦手である。Mr. Docは管理を緩め
たAIであり、スマホのカメラだけで患者の表情や指の動きを観察、心不
整脈、高血圧、高血糖、低酸素および貧血を特定。

デバイス QUICKLYPRO
https://www.quicklyp

ro.it/

ひざ下につけるウェアラブル。パーキンソン病などの患者が歩き方をアプ
リ上で見ることにより改善をはかる。長期の歩行データもクラウドに蓄積
される。

Bio-NK www.bio-nk.com
非侵襲性、48時間でパーキンソン病の診断ができるキット。欧州特許取
得済み。

NTERILIZER SRL www.nterilizer.com

紫外線を使い工場などで液体窒素や蒸気窒素を殺菌。生殖補助におけ
る体外受精、胚、卵母細胞、幹細胞、組織、器官の凍結に利用。認定制
度を使い、追跡性、品質、コンプライアンス対応。

Mysurable S.r.l www.mysurable.it
mioTESTはサルコペニア（加齢による筋力低下）診断のため歩行速度、
筋力、筋肉の量、体内の水分量を測定。

ゲノム PersonGene srl
www.persongene.co

m

バーリ大学の認証を受けたスタートアップ。唾液サンプルをもとに個人ご
とのゲノム薬理解析結果を伝え、必要に応じてその結果に基づき個人に
とって最適かつ最新の治療法を提案する。

EV Tech Srl
www.isitecinnovatio

n.com

抗悪性腫瘍薬の生産設備。バーコードによる準備段階でのエラー防止、
人的操作の回数の最小化、曝露事故が起きないように配慮。

タグ 社名 URL 事業概要

医療、アプ
リ、デバイ
ス、肺炎

BPCOmedia
http://www.bpcomed

ia.com/

慢性閉塞性肺疾患治療用のデバイスで、Bluetooth酸素濃度計とアプリ
を装備、炎症などの初期症状を把握、通知する。CEマーキング取得済。

医療

EPTRI –

European

Paediatric

translational

research

infrastructure

http://incipit-

ped.net/eptri-

european-

paediatric-

translational-

research-

infrastructure/

小児薬開発のためのプロジェクト。2018年1月、欧州レベルでの薬品開
発を推進するNPOであるCVBFと欧州議会が出資して発足。

医療、バクテ
リオファージ

COSVITEC

SCARL
www.cosvitec.com

飼料に使われるバクテリオファージを利用し、繁殖環境に存在する特定
の細菌を標的にする。自然起源の抗菌材を使用したサルモネラ属に起
因する胃腸症候群の治療。

医療
COSVITEC

SCARL
www.cosvitec.com

オリーブオイルの加工でできる搾りかすの有効利用。微生物を用いた植
物毒性分子の分解と植物培養。

2019年10月　第4回 Italian Innovation Day （東京） 関連企業

　2019年10月　IFIB2019　（ナポリ）参加スタートアップ・リスト

2019年4月　BIAT （Bari）参加企業

http://www.renewablematter.eu/it
http://www.renewablematter.eu/it
http://www.renewablematter.eu/
https://www.novamont.com/
https://www.novamont.com/eng/
https://www.caldic.com/
https://www.caldic.com/
https://www.caldic.com/
https://www.innovhub-ssi.it/
https://www.innovhub-ssi.it/
http://www.isweetch.com/
http://www.isweetch.com/
http://www.bpcomedia.com/
http://www.bpcomedia.com/
http://incipit-ped.net/eptri-european-paediatric-translational-research-infrastructure/
http://incipit-ped.net/eptri-european-paediatric-translational-research-infrastructure/
http://incipit-ped.net/eptri-european-paediatric-translational-research-infrastructure/
http://incipit-ped.net/eptri-european-paediatric-translational-research-infrastructure/
http://incipit-ped.net/eptri-european-paediatric-translational-research-infrastructure/
http://incipit-ped.net/eptri-european-paediatric-translational-research-infrastructure/
http://incipit-ped.net/eptri-european-paediatric-translational-research-infrastructure/
http://www.cosvitec.com/
http://www.cosvitec.com/


医療、アプ
リ、小児

EVOTION SRLS
evotionbiomedicalso

lutions.com

新生児と乳児用のウェアラブルで、身体および周囲のパラメータを継続
的に監視、ビッグデータ分析により異常を検出し、アラームを携帯のアプ
リ等に発信。

医療、美容
ISOPHARMA

COSMETICS

SRL

www.isopharma.it
美容、皮膚科、美容医学用の非侵襲性・抵抗性多極無線周波数システ
ム。治療に際し、均一で一定の温度が保たれ患部の過熱および偶発的
な熱損傷を起こさない。

医療、光学

ISTITUTO

NAZIONALE DI

FISICA

NUCLEARE

home.infn.it/it

プレノプティックイメージングの概念に基づく3D光学顕微鏡。サンプルか
ら放出される光子の量子統計特性を活用し、センサーの二つの部分で
光の強度相関を測定。相関プレノプティック顕微鏡のプロトタイプは現在
制作中。

医療、音声、
アプリ

ITHEA SRL www.ithea.it

VOTAは音声関連装置を訓練、モニター、分析する。また、人間の声を
分析して声道病変を特定。現状は基本的な機能を含むアプリのプロトタ
イプ。IBM Watsonの Conversation, Speech to Text, Tone Analyzer,

Discoveryなどが統合。

医療、眼科
IVIS

TECHNOLOGIES

SRL

www.ivistechnologie

s.it

iVis Suiteは、遠隔閉ループ制御による角膜手術用の統合プラットフォー
ム。cTenはタッチレスの手術技術で遠隔地でも最適なパフォーマンスを
提供。すべての屈折障害を矯正、カスタマイズされた角膜の正則化と架
橋を組み合わせた拡張症などの角膜治療。

医療、農業 NEETRA SRL
waiv.neetra.com/ma

gico
多様な農産物の生育状況をモニターするシステム。作物の病害を予想
し、薬品などの使用を最小化。

医療、がん
治療

PREDICT SRL www.predictcare.it
被検者の息をカートリッジに保存し、大腸がんや肺がんの診断につなげ
る。バーリ大学との共同プロジェクト。

医療
PROMEDICARE

SRL

www.versainserto.c

om

性別、年齢別のフレームと事前成形されたインサートを組み合わせ正し
い姿勢をとれるよう大腿骨/骨盤/腰椎をバランスよくサポート。

医療、高齢
者

TECNO BIOS

SRL
www.tecnobios.com

高齢者の慢性疾患などを治療するための生体高分子を利用した個別化
医療。

医療、光学
UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI

BARI

www.uniba.it
スキャン不要、焦点移動可能な3D撮影技術。光の時空間量子相関を利
用し、マイクロレンズアレイを排除、量子相関光ビームで照らされた2つ
のばらばらのセンサー間の相関測定を実行。

医療、バイ
オマーカー

UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI

BARI

www.uniba.it
疾患の早期診断のための分光光度法、質量分析およびNMR使用によ
るアポトーシスバイオマーカーの特定。

医療、たん
ぱく質

UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI

BARI

www.uniba.it
オルガネラ膜に組換えタンパク質を送達のためのプロテオリポソーム
ベース・システム。

医療、たん
ぱく質

UNIVERSITA’

DEGLI STUDI DI

FOGGIA

www.unifg.it
不妊症のバイオマーカーとしてのPLAC1タンパク質に対する抗体の使用
とPLAC1に対する免疫応答を検出するための診断キット。

医療、がん
治療

Vera Salus

Ricerca Srl

www.verasalusricerc

a.com

FlavoSkinは、有機低分子の新しいグループであり、黒色腫および他の
皮膚癌の治療のために「標的療法」として機能する経口薬。免疫療法や
標的療法の効かない後期患者（III / IV）向け。

タグ 社名 URL 事業概要

デバイス D-EYE S.r.l. 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。

デバイス ECHOLIGHT S.p.A.
https://www.echoligh

tmedical.com

背骨や腰の骨粗しょう症の初期症状をX線に頼らず超音波検査で特定
する先端非侵襲性デバイス。製品は2016年に発売開始、世界30か国で
販売中。

デバイス HeartWatch www.heartwatch.io

治療中もしくは自宅療養中の患者を一般的なカメラで撮るだけで、リアル
タイムで心筋系、呼吸系の異常を察知する。 六つの論文、臨床実験一
回に基づいた結果では96%の確率で、三種類の異なる心拍リズムを特
定した。現在二回目の臨床実験中。

タグ 社名 URL 事業概要

iDelivery isrl

http://www.idelivery.i

t

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。

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。

Remembrane Srl

http://www.remembr

ane.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。

ICT Healthropy S.r.l.

https://healthropy.co

m/

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。

ICT HeartWatch srl

http://www.heartwat

ch.io

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。

2018年5月第三回 Italian Innovation Day （東京） 参加企業

2018年10月　Italia RestartsUp （Milan）参加企業

http://www.isopharma.it/
http://home.infn.it/it
http://www.ithea.it/
http://www.ivistechnologies.it/
http://www.ivistechnologies.it/
http://www.predictcare.it/
http://www.versainserto.com/
http://www.versainserto.com/
http://www.tecnobios.com/
http://www.uniba.it/
http://www.uniba.it/
http://www.uniba.it/
http://www.unifg.it/
http://www.verasalusricerca.com/
http://www.verasalusricerca.com/
http://www.d-eyecare.com/
https://www.echolightmedical.com/
https://www.echolightmedical.com/
http://www.heartwatch.io/
http://www.idelivery.it/
http://www.idelivery.it/
https://nextage-on.com/
https://nextage-on.com/
http://www.remembrane.com/
http://www.remembrane.com/
https://healthropy.com/
https://healthropy.com/
http://www.heartwatch.io/
http://www.heartwatch.io/


アプリ Pedius srl

http://www.pedius.or

g

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。

デバイス 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。

タグ 社名 URL 事業概要

漁業
University of
Perugia、その他

魚介類の廃棄物から高純度のオメガ3脂肪酸を抽出する技術。溶剤
の使用により環境汚染、人体への危険を発生させない。プロジェ
クトID：138

COPD、デ
バイス、ア
プリ

BPCOmedia S.r.l.
http://www.bpcomed

ia.com/

慢性閉塞性肺疾患（COPD）の初期段階から炎症をモニターする
ブルートゥース酸素計デバイスとアプリ。毎日計測し、初期症状
を98.4%の精度で特定。特許あり。

Centro Diagnostico
Baronia SRL

www.cdbaronia.it

分光測定とオーディオ周波数技術を利用して高速、高精度で水
中、土壌、培養スワブ、木材、バイマス、廃棄物におけるバクテ
リアや微生物の存在を認識する。

ナポリ生物化学研究
所

ibbr.cnr.it

神経性疾患に対するポリフェノール投与による腸内微生物への影
響の研究。神経性疾患におけるオメガ3脂肪酸の腸内微生物への影
響の研究。

ICT、癌治
療

iBMB SRL
www2.unibas.it/cfdn

ova

POEM：ソフトウェアによってガンを分子レベルではなく、組織
レベルで仮想化し、個別の治療薬や新薬との相性をシミュレート
する。

美容
Isopharma Cosmetics
s.r.l.

http://www.isopharm

a.it

皮膚科治療や美容で無線周波数を照射する際に皮膚の全面にわ
たって温度を一定に保ち、再生を促すシステム。特許
BR2014A000003。

イタリア生体分子科
学研究所

www.icb.cnr.it/en
健康な人とメタボリック疾患のある人の腸内微生物を比較し、腸
内の化学的特徴や微生物の活動と疾患の相関関係を研究。

ICT、音声
認識、アプ
リ

Ithea SRL
http://www.relatech.

com/

IBM社のAIワトソンにも組み込まれた技術で、音声操作をする機材
の性能を評価、性能向上を助ける。病気などによる人間の音声の
異常を認識する。現在のアプリはプロトタイプ。

医療 Cosvitec Scarl、他
http://www.cosvitec.

com/index.php/en/

人や動物のサルモネラ菌の消毒、治療等のためのラクトフェリン
などのバクテリオファージ抽出と活用。サルモネラ菌に特化した
バクテリオファージはバッファローから採取。特許申請中。

デバイス Cosvitec Scarl、他
http://www.cosvitec.

com/index.php/en/

ブルセラ菌を検知するためのSERSプラズモン分光法ポータブル・
デバイス。試作段階。

化学 L'Informatica SRL
www.informaticarag

usa.it

次世代シークエンシングとコンピューター・シミュレーションで
健康への影響を数値化、最も影響の小さい殺虫剤を開発。

デバイス

Mater Societa
Consortile a
Responsibilita
Limitata

www.mater.it

人工膵臓。タイプ１の糖尿病患者に対する個人ごとの最適なイン
シュリン投与量を特定するアルゴリズムを備えた最小侵襲性デバ
イス。

Mater Societa
Consortile a
Responsibilita
Limitata

www.mater.it
魚介類の廃棄物から高純度のオメガ3脂肪酸を抽出する技術。溶剤
の使用により環境汚染、人体への危険を発生させない。

デバイス Nextsense SRL
http://www.nextsens

e.it/en/biovitae/

グラム菌、グラム＋菌、カビ、酵母、胞子などによる抗生物質耐
性を抑えるためのLEDライト。既存の照明への取り付け可能。光
触媒の素材や紫外線の周波数は使用していない。

ICT Olomedia s.r.l.
http://www.olomedia

.com/

バイオバンクのデータ保管用サイト。ドナーとサンプルのデータ
を一括して保管し、異なるバイオバンク間でのやり取りを可能に
する。ドナーカードには事務情報に加え、ドナーの病歴などが記
載される。

バイオマー
カー

Pharma Bullet Ltd.
前立腺ガンの予後マーカーの特許。生体検査用のインビトロ・
キットの臨床検証が終了している。

デバイス Psychotec wwwpsychotec.it/

MindLAB Set:多様なモードでの精神診断、感情の自己抑制、バイ
オフィードバックを提供するシステム。データ収集用のハード、
電極、USBケーブルのセット。

バイオテク
ノロジー、
環境

R&TIA srl http://www.retiasrl.eu

バイオガス生成の際に排出される有機廃棄物、下水のスラッジな
どを生体触媒酸化、生体安定化した肥料を生産。悪臭、廃液を発
生させない。特許、稼働設備あり。

デバイス SOS Ozono SRL www.sosozono.it

ロボット型医療オゾン発生器で薬品や消耗品を使うことなく消毒
を行う。主に医療施設などでの利用を想定、一般的な施設の消毒
や水処理にも利用。

DBS、リピ
ドミック

Tecno Bios SRL www.tecnobios.com

DBS（脳深部刺激療法）における初期的なリピドミック診断の問
題点を克服し、応用範囲を広げる研究。特定の患者に適した栄養
補助剤の開発を支援。

2018年4月　BIAT （Napoli）参加企業

http://www.pedius.org/
http://www.pedius.org/
https://www.d-eyecare.com/
https://www.d-eyecare.com/
http://www.bpcomedia.com/
http://www.bpcomedia.com/
http://www.cdbaronia.it/
http://www.icb.cnr.it/en
http://www.informaticaragusa.it/
http://www.informaticaragusa.it/
http://www.mater.it/
http://www.mater.it/
http://www.nextsense.it/en/biovitae/
http://www.nextsense.it/en/biovitae/
http://www.aleteia.it/
http://www.retiasrl.eu/
http://www.sosozono.it/
http://www.tecnobios.com/


ICT バリ大学 www.uniba.it

時空間量子相関理論に基づく高解像度画像技術。既存の光学カメ
ラ等では実現不可能な解像度や手振れからの解放を実現。特許あ
り。

PLAC1、バ
イオマー
カー

Università di Foggia

http://www.placentaj

ournal.org/article/S0

143-4004(13)00036-

2/pdf

不妊のバイオマーカーとしてのPLAC1タンパクに注目し、免疫反
応を調べる診断キットやPLAC1を使った治療薬や避妊薬の研究を
進めている。特許あり。

タグ 社名 URL 事業概要

デバイス EgoHealth Srl
http://www.egohealt

h.it/
院内感染の最多原因の一つである聴診器をUV-Cで自動的に殺
菌するウエアラブル・デバイス

タンパク質 Giotto Biotech Srl
http://www.giottobiot

ech.com/

フィレンツェ大学のスピンオフ。13C、15N、および2Hの安定同位体
で標識されたタンパク質、溶液用NMR比較タンパク質、固体NMRを
多様な範囲の分子量で提供

ICT Quipu Srl http://www.quipu.eu/
ピサ大学（UNIPI）のスピンオフ。内皮機能障害評価用ソフトウェア
と頸動脈の厚さや硬さの増加、およびプラークの有無の測定ソフト
ウェア

デバイス、
細胞培養

IVtech Srl http://www.ivtech.it/
標準プロトコルに準拠した細胞培養用デバイス。LB1は肝臓などの
代謝組織の代用となるシングルフロー・バイオリアクター。LB2は肺
などの生体障壁の代用。

癌治療 DI.V.A.L. TOSCANA
http://www.divalsrl.c

om/
癌細胞におけるhERGチャネルの研究。結腸直腸癌における
hERG1 と Glut1に関する特許、抗hERG1 分子に関する特許

抗菌ペプチ
ド

Setlance SRL
http://www.setlance.

com/
細菌感染治療用の抗菌ペプチドSET-M33と抗がん剤としての分枝
状ニューロテンシン・ペプチドの開発

デバイス InSono SRL
http://www.insono.it/

en/
フィレンツェ大学のスピンオフ。オプトエレクトロニクスと超音波を使
い表在静脈の位置をリアルタイムで表示するデバイス。

医療、食
品、自動車

Eye-Tech SRL www.eye-tech.it/
クラウド上のサービスで画像の食品が何かを特定できる。ダイエッ
トやアレルギーの用途に応用可能。自動車の全デバイスを一画面
で管理するVCU。

ICT Errre Quadro SRL

https://www.linkedin.

com/company/erre-

quadro-s-r-l-/

知財データの解析により、有望な知財分野や競合特許の少ない分
野を特定。

癌治療 Galieo Research SRL
http://www.galileore

search.it/en

抗がん剤としてのTALL-104細胞（致死線量照射、非増殖、人のT
型クローン細胞）研究。フェーズ1で13人、フェーズ2で15人の治験
終了。

医療 Noxamet Srl

https://www.dsv.unis

i.it/en/research/busi

ness-
製薬会社等に売却する金属-NONOエートの最適化と評価

尿素誘導
体、病原体

Lead Discovery
Siena Srl

http://leaddiscoverys

iena.it/

シエナ大学のスピンオフ。真菌感染症のための大環状アミジノ尿
素誘導体、細菌感染のためのXDR / PDR臨床関連グラム陰性病
原体など

バイオマー
カー

Philogen SPA
http://www.philogen.

com/en/

免疫調節バイオ医薬品メーカー。血管新生のマーカー用の抗体
ベースの治療薬を得意としており、腫瘍学分野で四つ、慢性炎症
性疾患で二つの有力抗体を開発中。

ICT Dedalus S.p.A. www.dedalus.eu/ 30カ国、1500の病院に対し統合的医療用システムを提供

ICT eHealthTech s.r.l.
http://www.ehealthte

ch.eu/
異なる医療機関の間でのヘルス・レベル７(HL7)の（XML、JAVA、
C#など）の医療データ互換性を確保するシステムを開発。

薬品 Kedrion SPA www.kedrion.com/
血友病、一次免疫システム欠損、Rh感作などのための血漿由来
薬品を主力とする。

タグ 社名 URL 事業概要

デバイス AQUABUDDY srl www.aquabuddy.it
患者が普通のベッドに寝たまま体を洗えるようにする移動式の洗
浄マシンとフレームのセット

デバイス ECCENTRICA SRL
http://www.eccentric

alab.com/?lang=en
筋肉や膝へのダメージからのリハビリを助けるための機械

EC GtGsolutions s.r.l.
https://www.gtgpriva

tecare.it/
病院などの大口ユーザーと各医療用品のサプライヤーを結ぶＢ２
Ｂサイト。

ICT Brave Potions srl
http://www.bravepoti

ons.com/
子供の患者がより前向きに治療や手術に取り組むようにするため
のシステム

ICT EOS S.r.l.
www.eosinstrument

s.com
液体中のナノ粒子の大きさの分布、形状、安定性などをモニターす
る機材。製薬業、化粧品、農業などでの品質保証に利用。

ICT Medyx SRL
https://medyxcare.c

om/en/
退院した患者に対し、指定の時刻に薬を飲むよう音声、SNS、メー
ルなどで通知を送る

ICT、ゲー
ム

P2R Srl
http://www.playtoreh

ab.com/
ストレスからのリハビリをめざすゲーム。センサーとつなぎ、ユー
ザーの動作がゲームに反映される。

アプリ iCanDo srl www.icando.life 喫煙を徐々に減らし、コーチングを提供するアプリ

環境
Is CLEAN AIR
Italia S.r.l.

www.iscleanair.com
空気中のPM10、オゾン、一酸化炭素、重金属、PAH、NOｘなどを除
去するフィルター技術

2017年10月 BioJapan　紹介企業

2017年10月　ItaliaRestartsUp 参加企業

http://www.uniba.it/
http://www.placentajournal.org/article/S0143-4004(13)00036-2/pdf
http://www.placentajournal.org/article/S0143-4004(13)00036-2/pdf
http://www.placentajournal.org/article/S0143-4004(13)00036-2/pdf
http://www.placentajournal.org/article/S0143-4004(13)00036-2/pdf
http://www.egohealth.it/
http://www.egohealth.it/
http://www.setlance.com/
http://www.setlance.com/
http://www.insono.it/en/
http://www.insono.it/en/
http://leaddiscoverysiena.it/
http://leaddiscoverysiena.it/
http://www.philogen.com/en/
http://www.philogen.com/en/
http://www.dedalus.eu/
http://www.ehealthtech.eu/
http://www.ehealthtech.eu/


素材、ナノ
粒子

MAT3D http://mat3d.it/en/
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

保険、デバ
イス

comftech srl
http://www.comftech

.com/
医療測定ウェアラブルやセンサー入り衣料を使い、日々の健康状
態を測定。安価な健康保険の購入を提示。

モバイル BigTree Srl www.docured.com ユーザーや患者が医師、精神分析医、医療専門家とチャットできる

ロボット ValueBioTech Srl.
http://www.valuebiot

ech.com
同一開口部から差し込み複数の外科手術を行うロボット。内部で
ツール交換も可能。

セクター 社名 URL 事業概要

薬品 GreenBone www.greenbone.it

重度の骨折や骨粗鬆の治療に竹を原料としたヒドロキシアパタイ
トを利用、骨移植から骨の再生をうながす。試験管試験、生体内
試験を実施し、効果を確認済。同社はファエンツアのセラミック
科学技術研究所の研究者が主体となって設立。EUおよび中国で特
許取得済み。

デバイス WISE www.wiseneuro.com

ニューロメデュレーション、ニューロモニタリング用の新世代移
植可能電極。生体適合性が高く、折り曲げ可能、伸縮性に富み安
価。独自の製法により成形された伸縮性ポリマーの内部に金属の
ナノ・パーティクルを挿入、電導性のある表面。日本を含む各国
で特許取得済。

マイクロプ
レート

Biomat www.immunosurface.com
プラズマ、化学、生体コーティングによる表面改質、マイクロプ
レートの生産

食品 Microlife www.micro-life.bio
イタリア製スピルリナ藻の製造・販売。ダイエット食品、化粧品
素材、ビタミン、食品素材、等

デバイス、
ICT

Amyko https://amyko.it/

リストバンド型デバイスに本人の健康医療情報を保存、認可され
た相手は情報を即時読み取り可能。緊急時および必要時には世界
中のどこでも、すべての医療記録を管理および共有できる。

ロボット、
ICT

Liquidweb www.liquidweb.it

身体が不自由な人が手を上下左右に動かそうとする脳波をタブ
レットなどに反映させ、照明、ドア、エアコン、警報、ベッド、
ロボットなどの操作を可能にする。

ICT
Gun-

powder
n/a

個別治療ごとのデータではなく、医療サービスプロバイダーと患
者の永続的データ管理システム。調達目標700万ユーロのうち50%

は応募済。

薬品 Mirnagreen www.mirnagreen.com
様々な植物から免疫力を高めるためのmicroRNA採取、濃縮のプロ
セスを開発。

バイオテク
ノロジー

TTFactor www.ttfactor.com

欧州癌研究所（IEO)とFIRC分子腫瘍研究所（IFOM)の技術移転会
社。バイテク・ベンチャーの他機関との協力、特許申請、供与な
どを支援。

2016年5月第一回 Italian Innovation Day （東京）、2017年5月第二回 Italian Innovation Day （東京） 、
2017年4月Italian Investment Showcase(ミラノ)参加企業

http://www.greenbone.it/
http://www.wiseneuro.com/
http://www.immunosurface.com/
http://www.micro-life.bio/
https://amyko.it/
http://www.liquidweb.it/
http://www.mirnagreen.com/
http://www.ttfactor.com/


タグ 社名 URL 事業概要

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.hellojarvi

s.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.c

om/

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.SNO

WFOOT.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.monitort

heplanet.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、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.o

rg

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

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.naplesexp

eriences.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.bemygue

st.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。

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.theitalian

box.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。

イタリア・スタートアップ企業リスト（環境・インフラ　106件）

2019年10月　Italia RestartsUp　（Milan) 参加企業

https://ectabyte.com/
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https://www.hellojarvis.it/
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http://www.preinvel.com/
about:blank
about:blank
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http://www.huna.io/
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https://www.theitalianbox.com/
https://www.theitalianbox.com/
http://www.teknoidea.it/
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http://www.iotty.it/


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.c

om/

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。

タグ 社名 URL 事業概要

位置情報 Bagus srl http://bagus.online/

車や自転車などの多数の移動体に位置情報、決済機能をもたせ
管理するシステム。書類、花、食品、服、修理などモノやサービス
のホームデリバリーに利用。車ごとに小売り店舗の機能を付与
できる。

ライドシェア Scooterino srl www.scooterino.it/
バイクを使用したライドシェア。特に大都市など渋滞で車だと時
間がかかるときや安価に移動したい場合に利用。サービス提供
者は運賃を事前に提示、ユーザー評価も表示される。

タグ 社名 URL 事業概要

シェア・エコノ
ミー

BikeSquare
https://ebike.bikesqu

are.eu

各目的地における自転車や電動バイクのレンタル、近隣の最適
ルート、観光名所、ホテルなどを紹介するアプリ。二輪レンタル業
者向けのフリート管理、GPSシステムも販売。

観光、EC
Fair Bnb Network

Soc. Cooperativa
Fairbnb.coop

ルームシェア・サービスであるが、過度の短期貸し出しが地域住
民に負担となったことの対策として、貸し手は最大でもアパート
一棟に限定、15%の手数料のうち半額は地域に還元するスキー
ムとした。

ICT
NET CITY LED

S.R.L.
www.netcityled.com

道路などの公共の場に設置するLED照明で、監視カメラや５G用
の基地局機能を一体化できる。各ユニットはネットワーク化し、情
報交換が可能。

再生可能エ
ネルギー

CREL Srl
http://www.crelsrl.co

m/en/
ソーラーパネル設置場や商業施設の防犯システムの設計、設
置、運用

環境
SENSE

SQUARE SRL

WWW.SENSESQUA

RE.EU

広域のPM10、PM2.5、オゾン、NO2、COなどの空気汚染の状
況を広域、リアルタイムで24時間モニタリングし、細かいエリアご
とにアプリ等で表示。企業、地方自治体、観光地ごとのシステム
構築可能。

GLOWAPP SRL www.glowapp.it
エレクトロルミネッセンス（電界発光）の機能を有する素材を道路
等に含めることにより、日中の光を暗くなった時に放出し、明るく
する。一切の有害、放射性の物質は使用しない。

環境
Is CLEAN AIR

Italia S.r.l.

https://www.iscleanai

r.com

フィルターなどを使わず、水の流れを利用して職場の空気を清浄
化するAPA技術。一般的な空調設備に比べて必要な電気やメン
テナンス時間は10分の1。

環境
Innovation

technologies

group

https://wwww.itechnol

ogiesgroup.com

SDGやエコを重視したスマートシティ開発のコンセプトづくり、設
計、等

タグ 社名 URL 事業概要

循環経済、ご
み処理

ANTIFEMO SRL www.retiasrl.eu
NP-bioTechは、有機廃棄物の安定化と低温殺菌を短時間で行
う生体触媒。２～４週間で80％重量減、分別して再利用可能。

循環経済、ご
み処理

EGGPLANT SRL www.eggplant.it
農業用排水から糖、ポリフェノール、タンパク質を分離、糖成分を
利用して細菌発酵によりPHAバイオプラスチックを生産。

循環経済 IC2R SRL www.ic2r.com
反応器で アルコール（メタノール、エタノール、ブタノール）とCO2

から水を使わずに溶剤、試薬、ガソリン用添加剤用の有機炭酸
塩を生産。

環境、大気
汚染

CENTRO

DIAGNOSTICO

BARONIA SRL

www.cdbaronia.it
堆肥にリグノセルロース材料を添加したろ過材を使い、コージェ・
プラントの排気ガスのNOx、SOx、CO、NH3、粒子などを削減

環境、スピル
リナ

ECO-

RESOLUTION

SRL

www.ecoresolution.c

om

スピルリナを利用した数平方メートルの反応器で、有機廃棄物か
ら、または希釈後の懸濁液から二酸化炭素を吸収して高濃度の
酸素を生成。

2019年7月－10月　Global Startup Program （東京） 参加企業

2019年10月　第4回 Italian Innovation Day （東京） 関連企業

2019年4月　BIAT （Bari）参加企業
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http://www.e-4epcm.com/
https://www.cargup.com/
https://www.cargup.com/
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https://www.iscleanair.com/
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https://wwww.itechnologiesgroup.com/
https://wwww.itechnologiesgroup.com/
http://www.retiasrl.eu/
http://www.eggplant.it/
http://www.ic2r.com/
http://www.cdbaronia.it/
http://www.ecoresolution.com/
http://www.ecoresolution.com/


環境、ごみ処
理

I.C.M.E.A SRL www.icmea.it
バイオ耐性汚染物質を除去する反応器はバイオフィルターと酸
化剤によりバイオマスを完全に液相から分離。スラッジは出ず、
24時間稼働。

環境、臭い LENVIROS www.lenviros.com
嗅覚の不快感を管理、制御、およびサンプリングするアプリ。
ユーザーがデータベースに悪臭を登録し、リアルタイムの匂い
マップを作成。

環境、ごみ処
理

PREINVEL SRL www.preinvel.com
産業排出物から微小粉末と汚染物質を削減する流体力学フィル
ター。プラント向けに作成された安価で効率的なろ過技術。

環境、大気
汚染

SENSE

SQUARE
www.sensesquare.eu

大気中のPM 10、PM 2.5、オゾン、NO2、COのデータを広域で
リアルタイムに収集。

環境、太陽
光

SF SYSTEM

SRL

www.solarfertigation.

com
電力の届かない地域でも太陽光発電により粉末および液体肥料
を指定のサイクルで自動投与。複数の作物を同時に管理可能。

環境、農業
UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI

BARI

www.uniba.it
都市下水に含まれる栄養素をセンサーでリアルタイムに表示、
農業用の使用をめざす。

環境、熱分
解

UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI

BARI

www.uniba.it
熱分解プロセスによって生成された合成ガス、または生物学的
ガスの混合物から食品産業用の高熱量液体メタン、ガス状水
素、液体一酸化炭素、および高純度一酸化炭素ガスを回収。

再生可能エ
ネ、燃料電池

BEFREEST SRL www.befreest.com
再生可能エネルギー（生産者）、消費者、電気分解、水素貯蔵、
燃料電池の間をつなぎ最適化するシステム。

再生可能エ
ネ

CAPHASSO

SERVICE SRLS

www.caphassoservic

e.com
都市部と郊外の（道路の）車線を活用して、そこに送電線として
機能する発電所を設置し持続可能なモビリティを確保。

再生可能エ
ネ、バイオマ
ス

CENTRO

DIAGNOSTICO

BARONIA SRL

cdbaronia.it
木材由来の廃棄物の熱分解により生成されたガスを動力源とす
る20 kWマイクロコジェネレーター。バイオマスの追加によりエネ
ルギーコストの最小化ができる。

再生可能エ
ネ

ENCOSYS SRL www.encosys.it
SEMは、産業機械用のエネルギー貯蔵管理ユニット。産業機械
に直接、あるいは電源に取り付け、消費電力を減らし機械をネッ
トワーク障害から保護。

再生可能エ
ネ、デバイス

GREENTRONIC

S SRL
www.greentronics.it

Smartlightは照明と電源の間に挟むデバイスでサージと遅い過
渡過電圧の抑制など照明の最適化により省エネを実現。

再生可能エ
ネ、水力、風
力

MEDITERRANE

AN DESIGN

NETWORK

www.energymdn.co

m

風力および水力発電用の垂直軸タービンの効率を向上させるフ
ローコンベヤ。タービンは、圧力パイプと自由表面水路の両タイ
プがあり、出力は数kWから最大数10kWです。

再生可能エ
ネ

MEDITERRANE

AN DESIGN

NETWORK

www.energymdn.co

m

垂直排気、煙突や開放端パイプラインなどの給水から電力を生
成するタービン。 タービンはVAWTで、排気供給装置の外側に
設置され、通気または給水システムの圧力損失を回避。

再生可能エ
ネ

SERVICE www.hvacservice.it
ボイラーなどで、一次熱媒体流体によって受け取られる熱エネル
ギーの利用によりエネルギー効率の改善と排出物（NOx、CO、
等）を削減

再生可能エ
ネ、ウェアラ
ブル

TERMOTAG

SRL
www.termotag.com

身につけると体温が変化するサーマルブレスレット。ペルティエ
素子とアルミ板を使用。

再生可能エ
ネ、ごみ

UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI

BARI

www.uniba.it
低温の高速熱分解プロセス。プラスチックやゴムなど、分解が困
難なものも使用可能で、ダイオキシンの発生を抑えられる。

スマートシ
ティ、スポー
ツ

AIREN SRL www.eneriair.com
ENERIブランドで展開する大型（最大数千平方メートル）空圧構
造物。低コスト、シンプルで迅速な設置、高性能。特にスポーツ
施設、プール、倉庫、食堂など。特許取得済。

スマートシ
ティ

APULIA

INNOVATIVE

TECHNOLOGIES

SRL

www.smart-

manhole.com
重いマンホール・カバーをネジか油圧ピストンで一人で持ち上
げ、回転させ下部へのアクセスを可能にする。特許取得済。

スマートシ
ティ、建築

EASY HOUSE

SYSTEM ARLS

www.easyhousesyste

m.com

プレハブの乾式一体型建設システムで、形と材料の両方で非常
に革新的、省エネ、リサイクル可能。決められた手順で一人でも
組立可能、型枠不要。

スマートシ
ティ、スポー
ツ

ECOGYM GAMI

SRL

https://www.ecogym.

com/en/
一般人、子供、高齢者、身障者などのセグメントごとに設計され
たエクササイズ・エリアの設備セット。

スマートシ
ティ、太陽光

ENERGIA &

AMBIENTE SRL

https://www.gruppora

nieri.it/
マンションの屋上に外観を損なわない太陽光発電設備を無償で
設置し電気を販売し投資を回収。
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http://www.greentronics.it/
http://www.energymdn.com/
http://www.energymdn.com/
http://www.energymdn.com/
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http://www.termotag.com/
http://www.uniba.it/
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スマートシ
ティ、セキュ
リティ、マー
ケティング

LUCHE SRL www.veranu.eu

歩行者のステップを電気に変換しLED照明をするスマートフロ
ア。同時に、歩行者の位置と動きの情報を収集、セキュリティ、
マーケティングに使用。PCT特許取得済。

スマートシ
ティ

OLIVACOM SRL www.olivacom.it
旧タイプのテレビに設置するセットトップ・ボックスで、ビジネス、
若者、高齢者のユーザーごとに番組を選択する機能を持ってい
る。

スマートシ
ティ

PARK SMART www.parksmart.it
駐車場、道路、車などのプライバシーに関連しない情報をリアル
タイムで収集、異常に関する情報を特定するシステム。

タグ 社名 URL 概要

インフラ ENERLIFT SRL

http://www.enerlift.co

m

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.co

m/

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.gardenst

uff.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、ICT

OPTOSENSING

SRL

https://www.optosens

ing.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、リスク 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.hellojarvi

s.it/

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

JOS

TECHNOLOGY

SRL

http://www.jostechnol

ogy.com/educational/

Frontend

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、エ
ネルギー

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、環
境、自動車 eProInn srl

http://www.eproinn.co

m/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、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、AI ARGO Vision srl

http://www.argo.visio

n

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、生
体認証 Orway S.r.l.

http://www.orway.co

m

RFAを応用した生体認証技術。

インフラ、デ
バイス Powahome srl

https://www.powaho

me.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。

タグ 社名 URL 事業概要
マーケティン
グ

Airen SRL www.eneriair.com
イベントや広告用に空気をいれて膨らませる構造物。最大数千
㎡の表面積、素早い展開が可能、高強度、屋内屋外両用。

アプリ、観光 Amorfood SRL
http://www.amorfood.

it/

イタリア各地の観光名所（シシリア地方がメイン）を案内するアプ
リ。特に健康意識の高いユーザーに訴求する自然食、健康サー
ビスの紹介に重点。

観光 AVR Med SRL www.avrmed.com
文化的価値のある遺跡などをドローンで空撮したデータにVRを
適用、３Dモデルを作成。遺跡の経年変化や、様々な角度の静
止画像を組み合わせてビジターの携帯に表示する。

2018年4月　BIAT（Napoli) 参加企業

2018年10月　Italia RestartsUp　（Milan) 参加企業

http://www.veranu.eu/
http://www.olivacom.it/
http://www.parksmart.it/
http://www.enerlift.com/
http://www.enerlift.com/
http://lym.it/en_US/
http://www.niteko.com/
http://www.niteko.com/
https://www.gardenstuff.it/it/
https://www.gardenstuff.it/it/
https://www.optosensing.it/
https://www.optosensing.it/
http://www.artys.it/it/
https://www.hellojarvis.it/
https://www.hellojarvis.it/
http://www.jostechnology.com/educational/Frontend
http://www.jostechnology.com/educational/Frontend
http://www.jostechnology.com/educational/Frontend
http://www.myna-project.org/
http://www.myna-project.org/
http://www.eproinn.com/en/home-en/
http://www.eproinn.com/en/home-en/
http://www.alpha-cyber.com/
http://www.alpha-cyber.com/
http://www.argo.vision/
http://www.argo.vision/
http://www.orway.com/
http://www.orway.com/
https://www.powahome.com/
https://www.powahome.com/
http://www.eneriair.com/
http://www.amorfood.it/
http://www.amorfood.it/
http://www.avrmed.com/


医療、AR AVR Med SRL www.avrmed.com
肝腫瘍の手術前シミュレーション・システム。ARを使用し、個別
患者の手術部分をX線画像のように表示。

医療、ラドン
 Cassitta LAB

Società di

Ingegneria SRL

http://www.cassittala

b.com/

肺がんの原因となるラドンガスによる健康被害を防止。室内のガ
ス量を温度、湿度、二酸化炭素とあわせてリアルタイムで測定、
酸素不足も防止。特許あり。

アプリ、セ
キュリティ

Consevo

Network SRL
www.consevo.it

犯罪発生場所マッピング・アプリProsip。犯罪に関する公的デー
タをもとに、ユーザーがいるエリアの犯罪発生状況を表示、安全
度を評価。投資判断のツールにもなる。

環境
Greentronics

SRL
www.greentronics.it

屋内の照明の強さを自動的に調整するSmartlight。一般的な照
明、LED照明いずれにも対応可能。

水 Hydro-Cos SRL www.hydrocos.com
配管からの水漏れモニターのワイヤレス・システム。センサーを
いくつかのジョイントに組み込みリアルタイムで水漏れを把握、
データを保存、解析、対応につなげる。

アプリ、物流 Innova SRLS speedinthecity.com
小口荷物運送の受発注アプリ。PC、タブレット、携帯、電話で注
文。経路指定も可能、リアルタイムで追跡可能。

教育 Italdata SPA http://www.kon.it/

KON.ITはナレッジ配信サイト。企業ユーザーはSCORMや
TINCANのコンテンツをアップロードし、進捗や評価をモニターで
きる。社員ユーザーはコメント記入や他のユーザーとのチャット
可能。

セキュリティ Italdata SPA
http://kesitaly.it/index.

php/en

iCityは自治体の複数サイトを連携させ、全体最適化のための
データ収集をするシステム。配車管理、駐車場、交通量計測、セ
キュリティ、環境モニタリングなどのモジュールがあり、組み合わ
せ可能。

交通、自動
運転

Lab.Inntech SRL
www.laboratorioinnte

ch.it
小型軽量の車両を空中懸架してスキーリフトのように移動させ、
都市中心部の渋滞を解消する。

交通 Park Smart SRL www.parksmart.it
既存の監視カメラなどを利用して指定地域内の空駐車場を探す
サイト。画像認識により空きを自動的に判定。

地域、アプリ Pin App SRL
https://www.pinapp.pr

o/

ご近所サービス・アプリ。夜中にピザを買ってきてほしい、ペット
の散歩をしてほしい、などのサービスの依頼を出し、応募者の価
格を参照して依頼する。

災害 S2X SRL http://www.s2x.it/
Molise大学のスピンオフ。建造物の強度診断サービス。様々な
データを収集し、特定部分でのノイズや振動の原因の特定も可
能。歴史建造物の補修にも活用。

Stress SCARL
http://www.stress-

scarl.com/en/

ミュー粒子センサーを使い、測定地域における土壌密度の濃淡
を測定。隣接地域で複数回の測定をすることにより、空洞部分の
３Dモデル再現も可能。

タグ 社名 URL 事業概要

ICT、交通 Movalia www.movalia.it/en
都市交通システムの効率化ソリューション。監視カメラの映像な
どを利用して、交通システム全体で何が起きているかを解析、安
全向上、渋滞解消、環境保全のための提案を提示。

ICT、交通 Smart-I
http://www.smart-

interaction.com/

SmartEye：監視カメラに画像認識能力を持たせることにより、渋
滞、デモなどの異常事態の発生、駐車場の空きスペースの確
認、迷子などの危険な状態、等を認識し管理者にアラートを出
す。SmartEye Sense：SmartEyeに機能の中から危険・異常事
態検知能力を強化。空港、駅、ショッピングセンターなどに設置を
想定。

ICT、自動車 2045 Tech
https://www.floome.c

om/

携帯に取り付けたデバイスで息の中のアルコール濃度を検出。
その国の基準ごとに判定。問題がある場合はあと何時間程度ま
てばよいかも分かる。製品名Floomeはすでに日本でも発売中。

交通、自動
車

Underground

Power
http://www.upgen.it/

有料道路の料金所前などの道路上に12センチほどの「こぶ」を
設け、通過する車を減速をさせるとともに発電をする。十個の設
置で費用が約10万ユーロ、発電による収入が年間約65万ユー
ロ。

自動二輪 Italian Volt
https://www.ivelectric

s.it/

個人顧客の指定に基づくカスタム・メイドの電気自動二輪。一台
当たりの価格約400万円から。2017年第三四半期に受注開始予
定。

2016年5月第一回 Italian Innovation Day （東京） 、2017年5月第二回 Italian Innovation Day （東京） 参
加企業

http://www.avrmed.com/
http://www.cassittalab.com/
http://www.cassittalab.com/
http://www.consevo.it/
http://www.greentronics.it/
http://www.hydrocos.com/
http://www.laboratorioinntech.it/
http://www.laboratorioinntech.it/
http://www.parksmart.it/
https://www.pinapp.pro/
https://www.pinapp.pro/
http://www.s2x.it/
http://www.movalia.it/en
http://www.smart-interaction.com/
http://www.smart-interaction.com/
https://www.floome.com/
https://www.floome.com/
http://www.upgen.it/
https://www.ivelectrics.it/
https://www.ivelectrics.it/


タグ 社名 URL 事業概要

観光、ファッ
ション

GLIX https://glix.info/
ミラノ、パリ、ニューヨークなどの主要都市において顧客の要望に
基づくショッピング・ツアー、ファッション・イベントへの参加を企
画、提供

建材
SBskin. Smart

Building Skin

s.r.l.

https://sbskin.it/en/
省エネ、乾式組立が可能なデザイン窓枠。透明な太陽光パネル
を組み込んだモデルもあり。

シェア iCarry SRL https://www.icarry.it
都市部で多様な物品を加入者同士でシェアできるようにする
サービス。24時間稼働、２、３時間以内で「納品」。

住宅 I-TENERE SRLS
http://www.i-

tenere.com/

10平方メートルの小型ポータブル住宅。環境にやさしい素材を使
用。

セキュリティ Next2U srl
http://www.next2u-

solutions.com/
空港等で乗客が発熱しているかどうかを熱赤外で検査するシス
テム

セキュリ
ティ、自動車

Guarneri

Solutions S.r.l.

http://www.guarneris

olutions.com/en/
車のワイヤレスキーを使うときに第三者が周波数を傍受、それを
もとに車を盗む犯罪が増えている。これを防ぐ技術。

地域振興 Btrees
https://www.btrees.so

cial/en/

SNS、教育、イベントなどにより地域の振興を行うコンサルティン
グ集団

地方振興 i4pa http://www.i4pa.it/
地方政府、公共団体のＩＴ活用、民間連携を進めることによりコス
ト低減を実現

旅行 BizAway Srl
https://bizaway.com/e

n/
法人用出張予約・清算サイト。マルチ・プラットフォーム、一括請
求、多言語対応。

旅行 StayDo https://www.staydo.it/
ワイン、グルメ、ゴルフなどのテーマと行先を選べば、ユニークな
旅行企画を提供してくれるサイト

2017年10月　ItaliaRestartsUp 参加企業



タグ 社名 URL 事業概要

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。

タグ 社名 URL 事業概要

航空宇宙

Diagnostic

Engineering

Solutions S.r.l.

http://www.desinnov

ation.com/

Composite Defect Finder (CDF) はコンポジット素材の強度
（不足）の有無や特徴を測定するためのフル・ターン・キー・シ
ステム。ハロゲンなどの熱励起システムやマイクロボロメー
ター・カメラを使用。

航空宇宙
Kiara Avaiation

SRL

http://www.kiara-

aviation.com/
航空宇宙分野に特化したシートカバーの製造。レーザー・
ベースの生産により、縫い目の数を最小化。

航空宇宙 Novotech SRL http://novotech.it/
Seagullは超軽量水陸両用飛行機。折りたたみ翼を有し、環
境にやさしいコンポジット素材を採用。

Roboze S.P.A.

https://www.roboze.

com/en/resources/a

rgo-500.html

ARGO500はPEEK、ULTEM AM9085F、Carbon PA、New

Carbon PEEKなどの高機能ポリマーを使った500x500x500

ミリまでの大きさの高硬度部品製作用３Dプリンター技術。

航空宇
宙、ICT

SMS

Engineering

http://www.smsengi

neering.it/?lang=en

AQUIS (Aviation Quality Improvement System)は
Framekork Net Foundation 4.0 と Windows Sharepoint

4.0ベースのグループ・ウェア。ボーイングなどの大手企業の
仕様に準拠。

航空宇
宙、薬品

UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI

BARI

ALDO MORO

www.uniba.it
宇宙での長期滞在による神経・筋肉障害や骨量の低下を解
消するための抗アポトーシス小分子治療薬の開発。

タグ 社名 URL 事業概要

素材
MyPart

meccanica srl

https://www.mypart

meccanica.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。

タグ 社名 URL 事業概要

ICT Aeromechs
http://www.aeromec

hs.eu
航空機のメガワット級電力管理を従来型の開口機構（負荷切
断）から監視制御にもとづく電力移転に置き換える。

ICT Aerosmart www/aerosmartsrl.it
空気抵抗や慣性を測定するための棒状・羽状探査装置を
バーチャル・センサーに置き換え、コスト、重量、環境負荷を
軽減する技術。特許番号EP3022565。

ICT DDS  Srl
www.damageds.co

m

航空宇宙、自動車、海運、工業などの分野の過酷な環境下で
稼働する機材に先端信号処理、高効率分析を行い、損傷の
有無、損傷までの時間の推定、NVHの診断を行う。

生産技術

Distretto

Tecnologico

Aerospaziale

della Campania

www.daccampania.

com

CERVIA（先端認証システム）は飛行機などのコンポジット素
材について設計段階からシミュレーションを行い、生産、組立
を効率化。

生産技術

Distretto

Tecnologico

Aerospaziale

della Campania

www.daccampania.

com

CIRA(イタリア航空宇宙リサーチ・センター）のCAPRIは飛行
機などのランディングギア・システムの電子化、新素材適用に
より安全性向上、低コスト化、軽量化。

アプリ
Energy Power

Family SAS
www.epf-group.it

組立、保守、修理に使う紙ベースのマニュアルをモバイル環
境で使えるように変換する携帯用アプリ。

飛行機 Novotech SRL www.novotech.it
ハイブリッド・モーターを使用した超軽量複葉機。船舶用コン
ポジット素材を活用、翼は折り畳み式。

2018年10月　Italia RestartsUp (Milan) 参加企業

2018年4月　BIAT （Napoli）参加企業

イタリア・スタートアップ企業リスト（航空宇宙　26件）

問合せ先：イタリア大使館貿易促進部・投資デスク
電話：03-3475-1401　メール：fdi.tokyo@ice.it

2019年10月　Italia RestartsUp (Milan) 参加企業

2019年4月　BIAT （Bari）参加企業

http://www.neae-gsi.com/
http://www.neae-gsi.com/
http://www.desinnovation.com/
http://www.desinnovation.com/
http://www.kiara-aviation.com/
http://www.kiara-aviation.com/
http://novotech.it/
https://www.roboze.com/en/resources/argo-500.html
https://www.roboze.com/en/resources/argo-500.html
https://www.roboze.com/en/resources/argo-500.html
http://www.smsengineering.it/?lang=en
http://www.smsengineering.it/?lang=en
http://www.uniba.it/
https://www.mypartmeccanica.com/
https://www.mypartmeccanica.com/
http://www.damageds.com/
http://www.damageds.com/
http://www.daccampania.com/
http://www.daccampania.com/
http://www.daccampania.com/
http://www.daccampania.com/
http://www.epf-group.it/
http://www.novotech.it/


衛星 SCARL
http://www.projectir

ene.com/

イタリア宇宙局と欧州宇宙局のコンソーシャムによるTPS素
材の傘型熱遮断機構を有する軌道再侵入カプセル。国際特
許取得済み。

飛行機 Skytech SAS 個人向け2座席飛行機。

ICT
SMS

Engineering

http://www.smsengi

neering.it/

航空業界に特化した不適合管理システムAQUIS(Aviation

Quality Improvement System)。MicrosoftのFramework

Net Foundation 4.0とWindows Share Point 4.0に準拠。
ボーイングなどのティア1資格クリア。

ICT、セ
キュリティ

SYNTEG SRL www.synteg.it

主に海運業者がGPS、GLONASS、GALILEOなどの衛星か
らの位置情報をセキュアに送受信するためのセキュリティ・ミ
ドルウェア。SaaS形式で一隻当たり月30ユーロを想定。

生産技術
Trans-Tech

SRL

http://www.trans-

tech.it/eng/

高速で飛行する飛行機などの羽の先端部など、長時間にわ
たり500度を超える温度にさらされる部分に適用することによ
り、熱交換率を上げ、素材の寿命を延ばす。

生産技術
HTT CENTRO

AFFILATURA

SRL

https://www.httcentr

oaffilatura.com/eng-

home

航空機などに使用されるアルミ、チタン、CFC、CFRPなどの
サンドイッチパネル用のマイクロ・グレイン硬質カーバイト・ツ
イスト・ドリル。特許番号EP1888281。

タグ 社名 URL 事業概要

衛星
Aviosonic

Space Tech

S.r.l.s.

http://www.aviosoni

c.it/

衛星、ランチャーなどに組込み、当該機材が寿命などにより
地上に落下する際に地上に対し警告を発し、落下位置などを
知らせる

ドローン
THE SEA

OPPORTUNITIES

SRL

www.theseaopportu

nities.com/
海底探査用ドローン

タグ 社名 URL 事業概要

衛星 D-Orbit

人工衛星にデバイスを組み込むことにより異常が起きたり寿
命が来た時に速やかに軌道から取り去ることを可能にする。
宇宙浮遊物の国際規制準拠。小型人工衛星打ち上げサービ
スや衛星用の補助ロケット製造も。

生産技術 Vi-Da F1カーなどに利用される回転切削技術。

ファスナー Poggipolini
航空宇宙、モタースポーツ分野における高精度ファスナー製
造

2017年10月　ItaliaRestartsUp 参加企業

2016年第1回 Italian Innovation Day （東京） 、2017年第2回 Italian Innovation Day （東京） 参加企業

http://www.synteg.it/


タグ 社名 URL 事業概要

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.）

社名 URL 事業概要

エネルギー IC2R Srl www.ic2r.com
リユース可能な触媒を使用し、有機廃棄物やCO2を環状
カーボナイトやリニアカーボナイト、カルバメイトに変換

環境 IUV S.r.l. www.iuvcompany.com
プラスチック包装の代替品となる分解性可食素材。生鮮食
料品、調味料、菓子類、穀物、乳製品などに利用可能。

バッテリー
BETTERY
SRL

www.bettery.eu/
半固体リチウム酸素電池。エネルギー密度2倍、チャージ時
間短縮、コスト30%削減。

タグ 社名 URL 事業概要

ナノテク、バ
イオプラス
チック

BIO DUE www.bio-due.it
バイオプラスチックの製造中にナノ粒子を挿入し、使用後には電
磁マイクロ波に曝すことにより分解プロセスを加速。

ナノテク
PLASMAP

PS SRL
www.plasmapps.com

Plasmappsは、化学薬品を使わず、イオン化ガスを使いバルク特
性に影響を与えることなくゴム製品の表面特性を調整する。

素材、物流
AIREN

SRL
www.eneriair.com

AIRMAGは、高圧の膨張式コンテナ。 2気圧の空気で満たされた
二重膜の壁で作られており、強固で断熱性あり。

素材
AIREN

SRL
www.eneriair.com

空気注入式のプール用カバー。設置と撤去が簡単、梱包時は非
常に小さくなる。

素材、ス
ポーツ

CETMA

COMPOSIT

ES SRL

www.cetmacomposites

.it
フリーダイビングのトレーニングと競泳の両方に適したモノフィン・
フットポケット。横方向に曲がらない。

素材、３Dプ
リンター

ISTITUTO

NAZIONALE

DI FISICA

NUCLEARE

home.infn.it/it
大量のFDMマシンを使用して押し出すPEEKマトリックスから始ま
る高性能熱可塑性材料。極低温および真空条件で試験中。粒子
加速器、自動車および航空宇宙で使用。

素材、建設、
環境

PRESPAG

LIA ITALIA

SRL

www.plasmapps.com
健康的で安価な住宅建材としての藁、粘土、ポゾラン石灰のモ
ジュラーエコブロック。高レベルの遮音性、通気性、リサイクル可
能。

素材
ROMEO

SRL

www.ateliers-

romeo.com

「ストーンチューブ」は、ガラス繊維、炭素繊維、樹脂などで補強さ
れた石注。より高い強度を持ち、あらゆる種類の天然石で作れ
る。椅子の脚などに使用。

素材
ROMEO

SRL

www.ateliers-

romeo.com

さまざまな種類の石をグラスファイバー、セメント、ケブラーファイ
バー、樹脂などで補強した多層曲面タイル。 耐火性。

素材、セキュ
リティ

UNIVERSIT

À DEGLI

STUDI DI

FOGGIA

www.unifg.it
微生物種の組み合わせで作られた機能性バイオフィルム。ガラス
などの表面に迅速かつ長期に接着し、病原体の成長を抑制す
る。

タグ 社名 URL 事業概要

環境、エネ
ルギー

STARTEF

srl  (Start

Energy 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。

ファッション

EB HI-

TECH

FASHION

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。

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。

イタリア・スタートアップ企業リスト（素材　38件）

問合せ先：イタリア大使館貿易促進部・投資デスク
電話：03-3475-1401　メール：fdi.tokyo@ice.it
*イベント情報公開時に企業情報等が確認できない案件は掲載されない場合があります。

2019年10月　第4回 Italian Innovation Day （東京） 関連企業

2018年10月　ItaliaRestartsUp (Milan) 参加企業

2019年10月　ItaliaRestartsUp (Milan) 参加企業

2019年4月　BIAT （Bari）参加企業
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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。

タグ 社名 URL 事業概要

Airen SRL www.eneriair.com

緊急時用のテント。重ねることができる小さな箱に入れて搬
送、必要な場所で膨らませて使用。内部圧力は２バーある
ため耐久性は高い。5センチから20センチのプレート、太陽
光パネルや飲み水のタンクも設置可能。

Erbagil SRL www.erbagil.it
低温下でオゾンをガス化し、ビタミンE酢酸を含むオゾニドを
生成。低酸素症、虚血を治癒し、皮膚再生をうながす。

Inter Marmi
SRL www.inter-marmi.it

石材を加工する際に出るスラッジをもとにした新素材。スラッ
ジに３Dプリンターの技術を応用。特許申請中。

Knowledge for
Business SRL www.kforbusiness.it

スコビー菌を発酵させて作るスコビースキンは強靭で伝導率
に優れる。発酵酵素や微生物からとれるバイオインクを組み
合わせることにより電子部品にはない機能を持たせられる。

Knowledge for
Business SRL www.kforbusiness.it

保温や保水目的で土壌をカバーする（マルチング）分解性素
材で、スプレーで被膜する。藻や貝を原料にした多糖類に廃
棄農産物の野菜繊維を混ぜて強度を得る。特許あり。

Prespaglia
Italia SRLS www.prespaglia.com

麦わらレンガ。一般的なレンガに比べて作業効率を向上さ
せ、環境負荷を低減。麦わらと石灰を原料とし、加熱しない
生産方法をとっている。特許あり。

Re Legno
SRL www.relegno.it

主に食品、レストラン、バー、ショールーム用に特化したハン
ドメイド家具。独自性を出せる素材、仕上げを工夫。

Romeo SRL www.ateliers-romeo.it

家具の脚などに使用するストーン・チューブは外皮に大理石
等の各種石材、内側に樹脂などを使い、より優れた耐久性
を実現。直径は3センチから15センチ。内部に水や配線を通
すことも可能。

タグ 社名 URL 事業概要

衣料
respectlife
evomode www.respectlife.it

マイクロファイバー・ベースの軽量、高耐久性のTシャツ、リ
ネン等。抗菌、通気性に優れ、抗アレルギーで環境にやさし
い。

ICT、繊維
Plug&Wear
Srl

http://www.plugandwe
ar.com/t

繊維でできたセンサー。シートやマットレスにかかる圧力な
どを測定。

2017年10月　ItaliaRestartsUp 参加企業

2018年4月　BIAT（Napoli) 参加企業
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