
横浜市経済局・横浜未来機構 

市内中小企業の皆様へ 

事業を活性化する「新製品・新サービスのトライアル導入」のご案内 

（横浜市スタートアップ社会実装推進事業） 
 
横浜市発のスタートアップ企業（ベンチャー企業）が開発した新製品・新サービスを、試験的に導入してくださる市内の中小企業様を募集しています。 

コロナ禍や物価高騰等の影響で、ビジネスモデル転換やデジタル化等の必要性が高まる中、この機会に、スタートアップの新製品・新サービスをご活用いた

だき、貴社の課題解決や生産性向上にお役立てください。トライアル導入に際しては、導入企業様に対して「スタートアップ企業との調整事務、費用負担、導

入に関するアドバイス」等の支援を、横浜未来機構が行います。 

下記の一覧に掲載の製品・サービスについてご関心がある方は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。 

 

・トライアル導入について 

  スタートアップの新製品や新サービスを試験的に導入いただくものです。トライアル導入期間中は、導入企業様への新製品・新サービスの提供がスムー

ズに行われるよう、横浜未来機構が提供元のスタートアップ企業に対して伴走支援を行います。使用方法の説明や不具合が生じた場合も、横浜未来機構の

サポートのもと、提供元スタートアップ企業が対応します。 

・ トライアル導入期間：令和 5 年 3 月 17 日までを原則とします。 

・  契約形態: 導入企業様と提供元スタートアップ企業との間で覚書を締結していただきます。 

・ 費 用：横浜市事業費で負担するため、製品やサービスの費用は、無償又は通常の導入より低廉な額となります。ただし導入企業様側での人件費等へ 

の支援はできません。またトライアル導入期間終了後、継続して使用する際の費用は、導入企業様のご負担となります。 

・ 申込先：下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください  

 

トライアル導入受け入れお問い合わせフォーム 

※ トライアル導入の申し出がスタートアップの希望数を上回った場合など、ご希望に添えないことがありますので、ご承知おき願います。 

 
  
 
＜トライアル導入募集一覧（19 件）＞  
 

 企業名/拠点所在地 トライアル導入対象の製品・サービス概要 希望する導入先・用途等 詳細情報 

1 
株式会社アペルザ 
(横浜市中区) 

オンライン動画プラットフォーム「アペルザ TV」 

製造業に対して、オンライン動画プラットフォームの提供およびプラッ

トフォーム上で流通させる動画コンテンツ等の企画制作支援を行い、従

来対面での会話をベースとした属人的な活動であった営業・販促・マー

ケティングのデジタル化を支援する。 

工場等での製造や、研究開発の現場で必要と

される技術・資機材を製造または販売する、

横浜市内の中小製造業、技術商社など(4 社

程度) 

パンフレ
ット 

※ 詳細情報（パンフレット等）は、「横浜市スタートアップ社会実装推進事業 
ホームページ」からご覧ください。https://yoxo-o.jp/su-jisso/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffstc-E-IQpvkI7dxQvMhfUASQxkmqiD0KgYXKc8mRsyZ2DQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1rLUFysNpruz8B7DhXtiSDHn0OzIKERVB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rLUFysNpruz8B7DhXtiSDHn0OzIKERVB/view?usp=share_link


2 
株式会社 Aventino 
(横浜市港北区) 

髪のボリュームの画像判定機能 

髪のボリュームの画像判定とオンラインでの提案サービスにより、セル

フケアで効率よく薄毛対策をしたい女性を支援し、Quality of Life の向

上に寄与する。 

第１種医薬品を扱い（薬剤師常勤）、かつコ

スメティックスカテゴリに注力している、実

店舗のドラッグストア(2 店舗程度)および、

女性のヘルスケア商品にも注力している百貨

店などの小売業各社 

パンフレ
ット 

3 
アルケリス株式会社 
(横浜市金沢区) 

アシストスーツ「アルケリス FX スティック」 

長時間の立ち仕事をしている作業者の身体的負担を軽減するアシストス

ーツを提供し、製造業や医療現場などの人手不足や生産性の向上に寄与

する。 

製造、食品、物流業で自社工場、倉庫を保有

し、長時間の立ち作業工程がある事業者 パンフレ
ット 

4 
UNTRACKED 株式

会社 

(横浜市保土ケ谷区) 

立位年齢検査装置「StA²BLE」 

高齢化が進む労働現場や介護施設において、これまで十分に評価できて

いなかった転倒リスクを立位年齢として見える化する立位機能検査装置

を提供し、転倒による労災や事故を軽減。 

高齢労働者が勤務している製造業などの労働

現場で、定期的に 1 分間の立位年齢計測が可

能な施設(4 施設) 

パンフレ
ット 

5 
株式会社 OUI 
(東京都新宿区) 

Smart Eye Cameraを活用した眼科予防診療ソリューション 

眼科診療を簡単に受けることができない市民に対し、予防診療を簡単に

行う仕組みを導入、目の疾患の早期発見を促すことで、将来の失明リス

クの軽減、医療費の削減を実現する。 

地域の眼科医療機関、学校健診や企業検診を

行っている眼科・非眼科医の医療機関(5

社)、実証に協力いただける学校や企業 

WEB サイ
ト 

6 
株式会社 オメガ・レゾ
ン 
(横浜市中区) 

ＡＩエンジン「ＥＩＳＳ（アイス）」 

企業が保有する大量のテキスト情報をＡＩエンジンで分析・体系化し、

ユーザーの要望に合致した文書や情報を容易に抽出できるシステムを提

供する。企業が保有するテキスト情報をキーワードに応じて自動でカテ

ゴライズし、ユーザーが欲しい情報を容易に探せるシステムを提供す

る。 

社内文書（技術文書、規則集、設計関連文

書、不具合事例、マニュアル、教材等）を多

く保有しており、これらの文書へのアクセス

性を改善し、業務に有効活用したいと考えて

いる企業 

パンフレ
ット 

7 
株式会社カマン 

(鎌倉市) 

リユース容器シェアリングサービス「Megloo」 

オフィスや商業施設のテイクアウト容器ゴミに対して、リユース容器シ

ェアリングサービスを用いることで、産業廃棄物の削減並びに製造時や

廃棄時の CO2 削減を行う。 

フード提供を伴うイベントを運営する事業

者、テイクアウトの多い商業施設 パンフレ
ット 

8 
株式会社きゃりこん. 
com 
（神奈川県茅ケ崎市） 

医療介護施設及び中小企業向け「オンライン従業員ケアサービス」 

医療介護施設及び中小企業経営者が抱える従業員定着課題を、働く人の

不調を未然に防ぐオンライン従業員ケアサービスで解消する。 

横浜市内の医療介護法人及び中小企業で、主

に、1 施設あたり 50 人前後の事業所(3 施設

程) 

パンフレ
ット 

9 
株式会社 J-
FORTUNE 
(横浜市西区) 

ドライバーの日常の健康状態と運転中の健康状態を可視化 

ドライバーの日常の健康状態と運転中の健康状態を可視化する事によ

り、物流改革の基幹の一つであるドライバー確保対策及び事故防止につ

なげ、交通事故の防止及び中小運送業者の物流改革への取組みを促進。 

横浜市内の中小運送業者(旅客運送も含む)を

想定(運転者 10 名程度) 

パンフレ
ット(表) 
 
パンフレ
ット(裏) 

https://drive.google.com/file/d/16ErsApiUmxLRzKUsun2QQKCsjHlXpVrG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/16ErsApiUmxLRzKUsun2QQKCsjHlXpVrG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Gd-NXdS-wk2aBz5PcAnjRKmrCaGc2_CT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Gd-NXdS-wk2aBz5PcAnjRKmrCaGc2_CT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11hNH4eq71qP-7uMAKYjWYeH81KDr6T6i/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11hNH4eq71qP-7uMAKYjWYeH81KDr6T6i/view?usp=share_link
https://ouiinc.jp/product/
https://ouiinc.jp/product/
https://drive.google.com/file/d/1s6p9fdIx0uFHPuOwnKZBDrGVYfrZlwvQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1s6p9fdIx0uFHPuOwnKZBDrGVYfrZlwvQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1x_KXFUnyp_iQEHm0glhADwdzU-eK6kK9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1x_KXFUnyp_iQEHm0glhADwdzU-eK6kK9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wqGfyRRySRYjGqHfGEJKakRf2_ywZkJu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wqGfyRRySRYjGqHfGEJKakRf2_ywZkJu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Ag3p1Xy2d7v9mCORzZx6B9Lgg7KwnctB/view?usp=share_link%20https://drive.google.com/file/d/1Wv0x3ieAmyBj95wIpgG1aNhSwVN_yorp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Ag3p1Xy2d7v9mCORzZx6B9Lgg7KwnctB/view?usp=share_link%20https://drive.google.com/file/d/1Wv0x3ieAmyBj95wIpgG1aNhSwVN_yorp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Wv0x3ieAmyBj95wIpgG1aNhSwVN_yorp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Wv0x3ieAmyBj95wIpgG1aNhSwVN_yorp/view?usp=share_link


10 
ジェネクスト株式会社 

(横浜市港北区) 

AI-Contactモバイル/アルコールチェック代行サービス 

AI-Contact モバイル：クラウド型車両管理システムで交通ルールを守

っているか見える化し、社用車の交通違反/事故をゼロにする 

アルコールチェック代行サービス：「法改正」に完全対応している代行

サービスにより、点呼確認から記録簿の作成まで行い、企業や行政機関

の管理業務を効率化する。 

白ナンバー車両を多数所有している企業、行

政機関(運転者 30 名程度) 

AI-
Contact
モバイル 
 
アルコー
ルチェッ
ク代行サ
ービス 

11 
株式会社 SHO-CASE 
(横浜市中区) 

施工現場の労務管理システム SHO-CASE 

施工現場で働く現場監督の、紙による面倒な労務安全管理の手間を、ス

マートフォンと QR コードを使って解決する 

横浜市内にて 2023 年 1 月～3 月までに開催

するイベントの施工現場及び開催期間中の作

業員・スタッフの労務管理としての利用を想

定(3 現場・30 名想定) 

パンフレ
ット 

12 
スカイファーム 
(横浜市西区) 

デリバリー等のオーダーマネジメントを行えるシステム 

飲食・小売り事業者に対して OMO(Online Merges with Offline)ポップ

ストアを出店する仕組みを提供し、観光客や訪日外国人をターゲットし

たビジネスの創出を支援する。 

横浜市内の飲食及び小売事業者、特に出店コ

ストにハードルを感じている個人飲食店や小

売店、これから開業したい事業者など(5 社

程度) 

WEB サイ
ト 

13 
Social Healthcare 

Design 株式会社 

(横浜市中区) 

健幸度®Happiness Book 

健康経営や Well-Being経営に取り組む企業様の労働生産性向上及びプ

レゼンティーイズムの改善等の課題を、当社独自の「従業員健幸度®向

上支援アプリ&セミナー」で解決する。 

50 名以上の従業員の方にアンケート（15 分

×２回）に回答いただけ、弊社の健幸度®向

上施策の実施に協力いただける企業様(３社

程度) 

パンフレ
ット 

14 
株式会社 Nossa 
(神奈川県中郡) 

建設現場等向け 360度リアルタイム動画像による遠隔支援サービス 

リアルタイム 360°によって建設現場を遠隔地から状況把握し現場の支

援を可能にするサービスで、現場関係者の現場に行く時間とコストの課

題を解決するサービスを提供。 

インフラ点検や公共工事の管理業務を行う行

政機関部署 パンフレ
ット 

15 
株式会社 bacterico 
(大阪市北区) 

マタニティ腸内フローラケア「mama flora」 

妊娠中の母子の出産に向けた健康維持向上や生活における悩みを、腸内

フローラ検査のデータに基づいて個人ごとに最適化された栄養指導・生

活相談を提供することでサポートし、解決に繋げるサービスを提供。 

妊娠や出産など、女性の活躍を企業として支

援したいと考えている企業・行政機関、母子

をターゲットに事業を展開する企業・団体 

パンフレ
ット 

16 
株式会社ビジネス・プロ

グレス 

(横浜市港北区) 

展示会場内検索サービス 

展示会場への訪問客の、行きたい場所を素早く的確に見つけたいという

課題に対して、目的の場所をデジタル化した会場マップ上に表示し見つ

けることができるようにするサービスを提供。 

展示会関連業界で、展示会の運営業務を行う

組織や企業、パシフィコ横浜等での展示会で

の利用を想定(2 会場程度) 

パンフレ
ット 

17 
株式会社 FromTo 
(東京都新宿区) 

自治体のスタートアップ情報プラットフォーム「47pass(よんななパ

ス)」 

自治体がスタートアップ・中小企業向けに提供している支援策を一元集

約する情報プラットフォームによって、イノベーション創出による産業

振興・地域活性化を促進。 

横浜市、もしくは横浜未来機構への導入を想

定。 
パンフレ
ット 

https://ai-contact.jp/mobile
https://ai-contact.jp/mobile
https://ai-contact.jp/mobile
https://ai-contact.jp/alcohol-check
https://ai-contact.jp/alcohol-check
https://ai-contact.jp/alcohol-check
https://ai-contact.jp/alcohol-check
https://drive.google.com/file/d/1csHgPiCaQcls_8HMY2po5JDo4HRt4xlg/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1csHgPiCaQcls_8HMY2po5JDo4HRt4xlg/view?usp=share_link
https://www.new-port.jp/
https://www.new-port.jp/
https://drive.google.com/file/d/1Bq1fp7uylbK_A5x9rPx7yjMUvcCeBykY/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Bq1fp7uylbK_A5x9rPx7yjMUvcCeBykY/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZztA9czG8to-HB6oLZgYWlT7d4VisTet/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZztA9czG8to-HB6oLZgYWlT7d4VisTet/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Z1g9msSKobbxj_qa-P4BtueiLCtMJt7X/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Z1g9msSKobbxj_qa-P4BtueiLCtMJt7X/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19rr-Q2zCik8ulr-f-dgNiZiqb8jDuB6O/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19rr-Q2zCik8ulr-f-dgNiZiqb8jDuB6O/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18NdQh2bzv4oJnG9_zbsr5zve_RvAfUCi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18NdQh2bzv4oJnG9_zbsr5zve_RvAfUCi/view?usp=share_link


18 
MAKES 合同会社 
(横浜市保土ヶ谷区) 

複数事業者の配送状況を把握「一括追跡 Excelアドイン」 

通販や自社商品の発送において、主な運送会社の荷物配送状況を伝票番

号から一括自動追跡できるツールを提供し、中小企業の生産性の向上に

寄与。 

横浜市に事業拠点を持つ、配送を伴う通販事

業者(200 社程度) WEB サイ
ト 

19 
株式会社 MeSHLIFE 

(横浜市西区) 

不動産取引における契約書類作成・管理ツール「smooos」（スムース） 

不動産売買を主取引とする仲介会社およびデベロッパーにおいて、 

煩雑な契約書作成・管理業務をデジタル化するサービスを提供し、生産

性向上を支援する。 

横浜市内に拠点を置く不動産売買を主取引と

する仲介会社およびデベロッパー等で、賃貸

管理を専業としない企業 

WEB サイ
ト 

 

＜事業の概要＞ 
 本事業は、横浜未来機構が横浜市経済局の市民協働事業「横浜市スタートアップ社会実装推進事業」を受託し、トライアル導入先の調整な
どを行っています。 
   
【実施体制】 

  

https://gyomu.org/
https://gyomu.org/
https://meshlife.net/smooos/service
https://meshlife.net/smooos/service

