
（五十音順）

企業等名 所在地 事業の名称

1 株式会社アイアールハーツ 名古屋市中区
名古屋コーチン×抗菌抗ウイルス化粧品×SDGs ～除菌と保
湿を同時にできる名古屋コーチンクリーム～

2 株式会社アイキューラボ 名古屋市中区
介護現場における排泄処理の負担、接触回数を減らす排泄
予測システム

3 株式会社IT工房Z
アイティコウボウジー

名古屋市北区
CO₂センサを活用した一人暮らしの高齢者向け見守りサービ
スの構築と提供

4 株式会社Acompany
アカンパニー

名古屋市中村区
複数の医療機関のデータ分析による医療経営資源の最適化
プログラム開発事業

5 ASATEC
アサテック

株式会社 豊田市
非接触な観光体験のための「位置情報と空間認識ARを融合
させた次世代ガイドシステムの開発及び販路開拓事業」

6 株式会社RT
アールティー

プロジェクト 名古屋市西区
「空間データ共有により実現するオンラインによる現場確
認業務のデジタル化事業」

7 株式会社石垣商店
イシガキショウテン

名古屋市守山区
脱炭素社会の実現に向けた「洋上風力発電」分野への新規
参入事業

8 伊藤
イトウ

レーシングサービス株式会社 岡崎市 オゾン、紫外線、による除菌装置の開発事業

9 株式会社イマイ 名古屋市西区
カーテンのビジュアル提案をオンライン及び対面で可能な
アプリ開発と販路開拓事業

10 株式会社インディ・アソシエイツ 名古屋市中区
非対面・遠隔によるオンライン運用のコンシェルジュMINI
ロボット制御プログラム開発及びテレワーク特化ソフト
ウェア開発

11 株式会社S.I.C.
エスアイシー

名古屋市名東区
発達障がい児の非対面家庭内支援・電子カルテ化のための
アプリケーション開発及び販路開拓事業

12 株式会社SHC
エスエイチシー

名古屋市天白区
賃貸物件における非対面・遠隔での鍵の管理・運用のため
のIoT商品開発及び販路開拓事業

13 株式会社SMB
エスエムビー

東浦町
地域活性化を実現するスマホアプリ「ローカルナビ
（仮）」の開発及び運営事業

14 エフエヌプランニング株式会社 名古屋市中区
コロナに負けない新規事業！ライブ配信サービス事業の開
発・販路の拡大！

15 株式会社エム・イー・ティー 蒲郡市
オンライン営業実施のための竹活性炭の家庭用商品開発と
販路開拓事業

16 株式会社エムエス製作所
セイサクショ

清須市 医療従事者向け手術専用放射線防護板の開発

17 株式会社LIA
エルアイエー

名古屋市東区
「コロナによる社会影響」＋「令和５年１０月からのイン
ボイス制度」

18 株式会社太田工業所
オオタコウギョウショ

豊明市 Withコロナ時代に適応した電車内握り棒の製品化事業

19 落合
オチアイ

ライト化学
カガク

株式会社 東海市
ホタテ貝の焼成粉末を使用した抗菌・抗ウイルスプラス
チック樹脂の開発及び販路拡大事業

20 オフィスフィールドゲート 名古屋市中区
一人ひとり想いが中小企業の力になる！未来応援型回数券
【Side Crew】（サイド・クルー）の開発

21 株式会社KALBAS
カルバス

春日井市
1分でウイルス不活性化９９％の効果をもつ粉体を使った開
発品の試作加工事業

22 株式会社CANARY
キャナリ―

名古屋市中村区
新型コロナウイルス感染症対策を含めた家族型健康管理ア
プリ配信サービスの開発事業

23 株式会社CURIOUS
キュリオス

 WORLD
ワールド

名古屋市中区
VRオンライン国際交流サービスを構築し、日本及び海外現
地学生の遠隔異文化交流コミュニケーションの橋渡しを行
います

24 有限会社共育舎
キョウイクシャ

半田市
新型コロナウイルス感染症対応型　塾・習い事ポータルサ
イトの開発及び販路開拓事業

25 KUROFUNE
クロフネ

株式会社 名古屋市西区
在日外国人が非対面・遠隔で診療が受けられるサービスの
開発及び販路拡大事業

26 株式会社Cogane
コガネ

　studio
スタジオ

名古屋市中区
企業データベースの機能強化と化粧品原料データベースの
開発

27 株式会社コッテ 名古屋市昭和区
巣ごもり需要の拡大を背景にした特許技術を要する新たな
鉢皿の開発

28 株式会社SAWANNA
サワンナ

大府市
持ち運び可能な自動ウェットティッシュディスペンサーの
開発

29 株式会社SANRINK
サンリンク

名古屋市緑区
非対面・遠隔操作環境を提供するテレワーク車の商品開発
及び販路開拓事業

30 CSS
シーエスエス

株式会社 岩倉市
データのオンライン化で製織可能にするダイレクトジャ
カードの開発
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31 株式会社ジースヌーズ 名古屋市中村区
組織へのレジリエンス実装を目的とした、オンラインコ
ミュニケーションによる抜け漏れを防止するシステムの開
発

32 CTS
シーティーエス

株式会社 名古屋市港区
超高齢化社会に向けた感染症対策！抗菌効果抜群のバリア
フリー手摺開発事業

33 株式会社杉山設計事務所
スギヤマセッケイジムショ

名古屋市中区
MR（複合現実）技術を用いた非対面で行う土木構造物検査
システムの開発

34 スタジオレコード 名古屋市守山区 「愛知県の陶磁文化を在宅で体験できる陶芸教材の提供」

35 株式会社スピード 瀬戸市
CX（顧客体験）を取り入れたリハビリ・予防医療遠隔プロ
グラム

36 3G
スリージー

サポート株式会社 安城市
手をかざすだけで商品説明のECサイトへ導くWEB連動IoT
サービスの開発

37 株式会社セカンドコンセプト 名古屋市中村区
AI顔認証オンラインシステムによる外来者の受診科案内及
び徘徊患者の検知事業

38 株式会社ヂーハウス 名古屋市中区
飲食店を対象にした、研修マニュアルの動画化による非接
触研修プラットフォームの提供

39 株式会社中部
チュウブ

デザイン研究所
ケンキュウジョ

名古屋市中区
授乳の手間と時間を軽減し雑菌の増殖を抑えるミルク冷ま
し用熱交換器の開発

40 有限会社角田機械
ツノダキカイ

名古屋市守山区 不織布マスクの飛沫飛散を下げるための簡易鼻型成型器

41 DentArmor
デントアーマー

東海市 歯科医療従事者のための診療衣を開発し全国へ！世界へ！

42 どんぐりピット合同会社 知立市
コロナウイルス感染拡大防止および食品ロス削減に向けた
無人食品販売システムの開発および販路拡大事業

43 中村科学工業
ナカムラカガクコウギョウ

株式会社 岡崎市
非接触型プラスチックリサイクル装置の開発と販路拡大事
業

44 株式会社ニッセン 名古屋市東区
業務用食品開発会社のBtoC事業の為の商品、販売方法開発
と、販路拡大への取組

45 ネットフォース株式会社 名古屋市中村区
スマートウォッチとAIを活用した非接触による健康状況等
モニタリングのための実証システム開発事業

46 合同会社生和
ハナコ

安城市
非接触・遠隔での看護師・リハビリによるホームケアサー
ビスの商品開発及び販路開拓事業

47 株式会社peerNIST
ピアニスト

刈谷市
診療所の密を回避するソリューション「順番待ちシステ
ム」

48 株式会社光製作所
ヒカリセイサクショ

安城市
キーボード専用除菌器JOKIN99のLED化による新開発と販路
開拓

49 株式会社picks
ピックス

 design
デザイン

名古屋市中村区
オンライン・キット配送にて地域の魅力を体感できるサー
ビス

50 ピノベーション株式会社 名古屋市西区 製造業向けIoTアプリケーション「カウンティット」の開発

51 フジデノロ株式会社 小牧市
（仮）飛沫による感染防止のための小型空気清浄除菌機の
商品開発

52 株式会社プランタン山田
ヤマダ

名古屋市守山区 セラミックス金型用合成原料開発と製造販売

53 マツミ石鹸工業
セッケンコウギョウ

株式会社 安城市
歯科治療器具の洗浄力を高めた、新製品の開発における新
型コロナウイルス感染リスク軽減事業

54 株式会社丸八
マルハチ

テント商会
ショウカイ

名古屋市中区
【隔離ブースから簡単にボディーバッグへ変身！医療従事
者の負担を減らす”ボディーアイソレーション”】

55 有限会社三嶋商事
ミシマショウジ

日進市
転造に特化した受発注マッチングサイトの構築と販路拡大
事業

56 株式会社ミライ菜園
サイエン

名古屋市中村区
グローバル展開向け“家庭菜園サポートアプリSCIBAI”の
開発

57 株式会社Meis
メイス

 Technology
テクノロジー

名古屋市中区 間葉系幹細胞バンキング管理システム

58 株式会社U's
ユーズ

　science
サイエンス

名古屋市中区 イムノクロマト新技術に係る新型コロナ抗体検査キット

59 株式会社夢耕
ユメコウ

名古屋市守山区
地域単位の見守り支援システムを浸透させて、高齢者・家
族に安心を提供

60 有限会社LINABLE
リネーブル

キャリア 安城市
潜在的発達障害者の生産性向上のための非接触型人材育成
システムの開発と販路開拓事業

61 株式会社LEO
レオ

名古屋市西区
～使えるものをゴミにしない～地域（マイクロマーケッ
ト）に限定したシェアリング・販売プラットフォーム開発
事業

62 株式会社Roxy
ロクシー

名古屋市西区
人に頼らない新AI検査システムパッケージの商品開発及び
販路開拓事業

63 ワコー電気
デンキ

有限会社 安城市
介護事業所と協力して介護現場の負担を軽減できる「エア
ゾール新製品」の開発

64 株式会社ワールドアライブ 一宮市
物流業界に特化した非対面で行う人材マッチングシステム<
ドライバーコネクト>の開発

65 株式会社和
ワ

ロボ 豊田市
小型・安価な協働ロボットを容易に実装できるシステム
パッケージの開発・販売


