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Innovation Day 2018 参加スタートアップ 

企業名 概要 ＵＲＬ 

3Bee S.r.l. 

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。 

www.3bee.it 

3DSign.band 
S.r.l. 

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。 

planimetrie3d.com 

Archon 
Technologies 

ロボティクスと AI を組み合わせ、人手を極限まで低減させる技

術。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、 危険な場所でも 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する。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。 

www.archon.ai 

CHILI S.p.A. 

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。 

www.chili.com 

D-EYE S.r.l. 
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。 

www.d-eyecare.com 

ECHOLIGHT 
S.p.A. 

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。 

https://www.echolight 

medical.com 

HeartWatch 

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。 

www.heartwatch.io 

La Comanda 

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。 

www.lacomanda.it, 

www.clicknpizza.com, 

www.trillio.healthcare 

NIWAEN S.r.l. 

コミック作家が自分自身で作品を作成、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。 

www.niwaen.com 

Sofia S.r.l. 

働き方改革に対応できる鍵のシステム。鍵、カード、PIN の問題

点（コピー、作成・受け渡しの手間、紛失）を解消するためクラウ

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。 

http://www.sofialocks.com 
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Innovation Day 2017 参加スタートアップ 

 

社名 設立年 
資本金 

€ 

調達 

資金 

€100

万 

事業概要 

Moneyfarm 2011 n/a n/a 

英国の金融監督機関 FCA の認可を得て英国、イタリアで個人向けに

ETF を中心とした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、リスク指向を正確に反映させたポートフォリオを

組む。ポートフォリオは 50,000 ポンド（約 700 万円）以上、以下を分岐

点とし、継続的に最適化。顧客は携帯用アプリでいつでも投資の詳細

を確認できる。 

Veasyt 2012 10K-50K 0.2 

各国語の通訳サービス(手話を含む。)Veasyt Live!：タブレットやスマ

ホを使った 25 か国語の通訳を 30 分刻みでその場で、あるいは 24 時

間前に予約可能。VEASYT Tour：文化・観光施設の案内コンテンツを

音声、テキスト、手話で配信。VEASYT Translate：聴覚障害の人に文

書やマルチメディア・コンテンツを手話に翻訳して提供。 

Sailsquare 2013 10K-50K 1.7 

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

登録するにはSailsquare社による審査をパスする必要あり。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。 

Pedius 2013 1-5K 2.02 

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

からの返答は音声認識ソフトによってテキストに変換されて見ること

ができる。医師とのアポとりや家族、友人、同僚との「会話」に使える。

これまでは仲介者を通していた会話をプライバシーを保ちつつできる

ようになる。 

Facility 

Live 
2010 

10K 

-50K 
n/a 

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。提示される情報もテキスト・ベースでは

なく１ページにまとまった情報が表示される。 

Wenda 2015 
100K 

-500K 
n/a 

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。 

MyFoody 2015 
10K 

-50K 
n/a 

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。 

Horus 

Technology 
n/a 

1K 

-5K 
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、アウトドア両方で一日中使用できる。英語、日本語、イタリ

ア語をサポート。 

Amyko n/a 
10K 

-50K 
n/a 

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。 
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Cynny 2012 
100K 

-250K 
5.9 

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。MorphCast を使うと見る人の気分や性格を

反映してリアルタイムでコンテンツが変わっていく。 

Senso 

Immersive 
2015 

10K 

-50K 
n/a 

360 度のインターラクティブな映像・音声を使い、来場者に強い印象を

与える技術を有している。プロダクツはイベント等の規模に合わせて、

また内容やテーマを顧客の要望に合わせて制作可能。競合と比較し

て独自性が高く、エキサイティングな体験を提供できることから、顧客

のブランド・イメージ向上を実現できる。店舗内プロモーションにも応

用可能。 

Enerbrain 2014 n/a n/a 

ビルや家庭の空調設備を遠隔操作するシステム。ビル内の温度、湿

度等をリアルタイムでモニターし、設備の稼働を最適化することで省エ

ネと快適性を実現。設備はユニットごとに稼働履歴が把握でき、不

調、故障の予兆も把握できる。resin.io 社の OS と 3G 接続に基づく同

社独自のハードウェアを各設備に接続して環境を構築。管理者はア

プリを使っていつでもどこでも自社ビルのエネルギー消費量などをモ

ニターできる。 

 

Innovation Day 2016 参加スタートアップ 

 

社名 設立年 
資本金 

€ 

調達 

資金 

€100

万 

事業概要 

2045 Tech n/a n/a n/a 

iOS、アンドロイド、Windows の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する。運転をするのに問題ないレベルかどうか

を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。 

Liquidweb 2014 n/a n/a 

筋ジストロフィー症など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のデバイスに反映させ、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。 

DIS 2013 n/a n/a 

同社サイトから 100%イタリア製の靴を希望するデザイン、パーツごと

に異なる色、素材、で指定し作れる。世界中どこへでも 4 週間以内に

発送、一年保証。EU国であれば、顧客は足の形を自分で測定し、DIS

に送れば無償でフィッティング確認用の靴を送ってくれる。 

D-Orbit 2011 n/a 2.2 

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。 

Engilab n/a n/a n/a 

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。 
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GreenBone 2014 n/a 3 

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。 

Greenrail 2012 n/a n/a 

既存の鉄道用枕木に廃タイヤを活用したコンポジット材をコーティン

グすることにより、列車からの加重を分散化、バラスト粉砕も低減させ

保守点検時間を大幅に延長する。最初の製品見本生産のための工

場を建設中。 

Underground 

Power 
2011 n/a n/a 

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。 

WISE 2011 n/a 3 

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、電導性のある表面を実現。日本を含む各国で特許取

得済み。 

 

 

なお、下記リンクから最近のイタリアのスタートアップ・イベント等に参加した約 350 社のリストをダウンロードでき

ます。セクターと企業数は以下の通りです。 

 

http://www.ice-tokyo.or.jp/wp-content/uploads/2018/05/Startup.xlsx 

 

ＩＴＣ    135 社 

食品     98 社 

医療     61 社 

スマートシティ（インフラ）   31 社 

航空宇宙    18 社 

素材     10 社 

 

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 

 

 

http://www.ice-tokyo.or.jp/wp-content/uploads/2018/05/Startup.xlsx
mailto:fdi.tokyo@ice.it

