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株式会社アイオーティドットラン

代表取締役
淡路 義和

本社 宮城県仙台市⻘葉区⼀番町1丁⽬8番10号
京成壱番町ビル2Ｆ
https://iot-run.co.jp/

あらゆる業界で急務といえるDX推進、その要となるのは⼈材育成であり、⼈
材育成で習得すべき技術にIoTがあります。

当社はIoTを当たり前に使える世界を⽬指して、創業10年を超えるIT企業から
IoT分野でカーブアウトをして、昨年創業いたしました。

IoTという⾔葉が⽣まれる2014年より前からハードウェア-ソフトウェアの受託開
発を担っており、IoTが強みである企業です。

少ない学習、開発コストにてIoTを実現できるPoC・産業⽤キット「Tibbo-Pi」の
開発に成功、販売しております。

法⼈番号 7370001044300

HP

株式会社RTi-cast

最⾼技術責任者
CTO 越村俊⼀

本社 宮城県仙台市若林区新寺1-3-45

https://www.rti-cast.co.jp/

弊社は、東北⼤学と⺠間企業との産学連携研究の成果である「リアルタイム
津波浸⽔被害推計システム」を中⼼に、多発する災害の被害状況をリアルタイ
ムで配信する事業を通じて、将来の災害を「⽣き延びる、素早く⽴ち直る」社会
の実現へ貢献することを経営理念としています。

地震発⽣直後から20分程度で「津波浸⽔範囲」や「被害」の予測をスーパーコ
ンピュータを⽤いて⾏い、情報の配信までを⾏えるリアルタイム津波浸⽔被害推
計システムは世界的にも例がなく、この最先端の技術を駆使し、津波災害の減
災に向けた事業を展開しています。

法⼈番号 2370001042746

HP



株式会社アイカムス・ラボ

代表取締役
⽚野 圭⼆

本社 岩⼿県盛岡市北飯岡2丁⽬4-23

https://www.icomes.co.jp/

当社は、岩⼿⼤学の⾦型・トライボロジーの技術を活⽤することで、1⻭の⼤き
さが約100µmの超⼩型・⾼精度・⾼耐久性を特徴とした超⼩型プラスチック⻭
⾞を⽤いたマイクロアクチュエータと、それを活⽤したライフサイエンス製品を中⼼と
して事業を展開しております。

岩⼿・東北の精密ものづくり企業や産学官⾦と連携して⾼付加価値製品を
研究開発から量産まで⼿掛けており、地域から世界に発信することで、世界中の
「よりよく⽣きる」をサポートいたします。

法⼈番号 5400001003543

HP

3

AZUL Energy株式会社

代表取締役社⻑
伊藤 晃寿

本社 宮城県仙台市⻘葉区⼀番町1-9-1仙台トラ
ストタワー10階CROSSCOOP内
https://www.azul-energy.co.jp/

当社は、東北⼤学材料科学⾼等研究所（AIMR）の研究成果であるレアメ
タルフリーの⾼性能触媒電極材料「AZUL触媒」の実⽤化を⽬的として設⽴され
た東北⼤学発スタートアップです。次世代電池として期待される⾦属空気電池・
燃料電池への応⽤により、レアメタルに依存しない安全かつ環境に優しい⾼性能
電池の開発を通して、低炭素社会・循環型社会の実現に貢献致します。

法⼈番号 4370001044625

HP



株式会社Adansons

代表取締役
⽯井 晴揮

本社 宮城県仙台市⻘葉区国分町1丁⽬4番9号

https://adansons.co.jp/

株式会社Adansonsは、国⽴⼤学法⼈東北⼤学発のAIスタートアップです。
⼈間の認知機能概念を世界初で実現させた、独⾃の新しい機械学習アルゴリズ
ム「参照系AI」（※国際特許出願中）を⽤いた技術の研究開発、及び事業会
社向け情報解析ソリューションを提供しています。参照系AIモデルの特徴の⼀つで
ある少量のデータから、データ診断及びモデル開発を⾏うことが可能です。

認知機能をシェア可能にするということをミッションに、Deep Learningではなし
得なかった、安全で正しく、⼈に寄り添って安⼼して利⽤できるAIを提供いたします。

法⼈番号 4370001044559

HP
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株式会社aiforce solutions

代表取締役
⻄川 智章

本社 東京都千代⽥区⼤⼿町⼀丁⽬5番1号⼤⼿町
ファーストスクエアウエストタワー2Ｆ（Lifork内）
https://www.aiforce.solutions/

2018年7⽉、AIを誰でも⾃由に活⽤できる社会の実現（AI⺠主化）を実現
するべく⽴ち上げたベンチャー企業です。今後のDX推進を⽀える⼟台となるAIで
すが、AI技術者は⼈材不⾜が顕著で、雇⽤は難しく、AI構築の外注にもコスト
がかかります。そうした中で、ビジネスの課題を解決する分野におけるAI活⽤が、パ
ソコン画⾯の数クリックで実現する「AMATERASRAY」、また、⼀切プログラミング
⾔語等が不要、⽂系⼈材・社員向けのAI⼈材育成プログラム「AMATERAS 
EDU」を開発、提供しています。

法⼈番号 2010001193063

HP



株式会社エピグノ

代表取締役社⻑
乾 ⽂良

本社 東京都港区六本⽊ 6-8-10 
STEP六本⽊ビルWEST 1階
https://www.epigno.jp/

「全ては未来の患者と家族のために」を掲げ、医療・介護機関向けのソフトウェ
アを開発・販売している。

医療・介護⼈材の働き⽅改⾰、医療・介護機関の経営健全化を⽬的とした
“Epignoナース”と“Epignoオペ室”を展開。⾃社にドクター、ナースといった医療従
事者を抱え、医療・介護業界に特化した⾮常に専⾨性の⾼いサービスを開発し
ている。今までに無い、直感的でユーザーフレンドリーなデザインで、多くの医療・介
護機関に導⼊が進んでいる。

また、東北⼤学発ベンチャーとして、アカデミアの知⾒も含めたサービス開発を
⾏っている。

法⼈番号 8020001117775

HP

5

株式会社グッドツリー

代表取締役
⻄原 翼

本社 宮城県仙台市泉区泉中央1丁⽬7番地の1

https://GoodTree.JP <https://goodtree.jp/>

主⼒事業である「ケア樹」事業にて、豊かな超⾼齢社会を実現するため、介護
事業者向けのクラウド型介護請求ソフト「ケア樹」を開発・運営している。当初、
「ケア樹」は東⽇本⼤震災をきっかけに、被災した介護事業者の要望に応じる形
で開発された。⽴ち上げ時のコンセプトである、災害に強く利便性の⾼いクラウド
の仕組みを盛り込むことで評価され、現在では東北のみならず、全国2,300以上
の介護事業者にサービスを提供している。今後は便利なICT機器との連携を図り
ながら、より介護業界の課題解決に貢献できるサービス提供を⽬指している。

法⼈番号 6370001016408

HP



株式会社Co-LABO MAKER

代表取締役
古⾕ 優貴

本社 宮城県仙台市⻘葉区国分町1丁⽬4番9号
enspace
https://co-labo-maker.com/

株式会社Co-LABO MAKERは、研究開発の⺠主化を⽬指し、実施したい実
験に必要な研究設備やラボを気軽に⾒つけて使⽤できる研究設備・ラボのシェア
リングプラットフォーム「Co-LABO MAKER」を⽴ち上げ、運営している東北⼤学発
ベンチャーです。 更に、これまで積み重ねてきた研究設備・ラボ・研究者・企業・東
北⼤学のネットワークを⽤い、研究開発からの事業開発を総合的にサポートする
「バーチャル研究開発センター（研究開発⽀援サービス）」もスタートしています。
東北⼤学の研究開発リソースを活⽤して、より良い研究開発環境構築も進めて
います。

法⼈番号 3370001041301

HP

6

株式会社ジェイベース

代表取締役
⾼橋 淳也

本社 宮城県仙台市⻘葉区中央1丁⽬2-3

https://www.j-base.net/

「100年後の⽇本の家を格好良く」を経営理念に、トラディショナルデザインの
注⽂住宅事業を宮城県、岩⼿県、⻘森県で展開しています。

当社は、2018年設⽴の新しい会社ですが、家づくりを通して進めているのが東
北の未来に繋がるチャレンジです。

震災から間もなく10年の節⽬を迎えるに当たり復興と地⽅企業の可能性を
拓くため、上場準備を進めています。

地⽅のスタートアップ企業であっても、不可能なんてない。
それを⽰すことが、次世代の若い世代に勇気を与え、東北の未来に繋がると

信じています。

法⼈番号 1400001014098

HP



株式会社ZIG

代表取締役社⻑
⼩泉 拓学

本社 福島県郡⼭市咲⽥1丁⽬3番9ｰ106号

https://www.zig-inc.com/

「⼈を、喜ばせたい」という経営理念のもと、コロナ禍で思うように活動できてい
ない多くの⼈々を⽀援するためのサブスクチャットコミュニティ「Mechu（ミー
チュー）」（2021年1⽉にローンチ予定）の展開を⽬指すスタートアップ企業。

SNSで180万フォロワー獲得実績のノウハウを軸にInstagramと漫画をかけ合わ
せて企業ブランディングに活⽤するSNSマーケティングサービス「STACOMI（スタコ
ミ）」の販売、およびVtuber（バーチャルYouTuber）プロダクションの運営も⾏う。

法⼈番号 9370001024110

HP
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株式会社スーパーナノデザイン

CTO
阿尻 雅⽂

本社 宮城県仙台市⻘葉区荒巻字⻘葉6-6-40 
T-biz404
https://www.super-nano.com/

東北⼤学において開発した超臨界⽔熱合成法を⽤いて、個別の産業ニーズに
的確に応えるナノ材料合成のレシピ開発・装置基本設計・受注⽣産活動を⾏う
事を⽬的として、株式会社スーパーナノデザインを2018年に設⽴いたしました。

⾃然界に存在するほぼ全ての酸化物、複合酸化物、窒化物等のナノ粒⼦を
⾦属塩から均⼀サイズで量産し、⼜有機修飾処理と複合化する本⼿法は、世
界的にも⾮常にユニークでオンリーワン、かつナンバーワンの技術です。

法⼈番号 8370001042542

HP



株式会社SkyDrive

代表取締役CEO
福澤 知浩

本社 東京都新宿区⼤久保3-8

https://skydrive2020.com/

株式会社SkyDriveは、100年に⼀度のモビリティ⾰命を牽引し「⽇常の移動
に空を活⽤する」未来を実現すべく、2018年7⽉設⽴しました。「空⾶ぶクルマ」
の開発においては、国内で唯⼀、有⼈⾶⾏試験を実現しました。また、官⺠協
議会の構成員として制度設計にも関与しております。30kg以上の運搬可能で
安全率の⾼い産業⽤ドローン「カーゴドローン」の開発も進めており、2019年11⽉
には実証実験を開始致しました。空⾶ぶクルマは、2023年のサービス開始を予定、
カーゴドローンは販売中です。

法⼈番号 4011101084852

HP

8

スピンセンシングファクトリー株式会社

代表取締役
熊⾕ 静似

本社 宮城県仙台市⻘葉区荒巻字⻘葉468-1

https://www.spintronics.co.jp/

スピンセンシングファクトリー株式会社は、磁気センサモジュールの開発・製造・
販売を⾏う東北⼤学発のベンチャー会社です。⾼感度な上にノイズに強いTMR
磁気センサを医療機器に応⽤する事で、例えば虚⾎性⼼疾患の早期発⾒を実
現します。さらに、将来的には脳の治療や研究へも貢献します。

TMR磁気センサを通し、⼈々の健康で豊かな⽣活に役に⽴つ事が我々のミッ
ションです。

法⼈番号 1370001043522

HP



株式会社zero to one 

代表取締役
⽵川 隆司

本社 宮城県仙台市若林区卸町2丁⽬9番1

https://zero2one.jp/

zero to oneは、「社会とともにイキイキと⽣き続ける⼒を引き出す」をミッション
に、今特に社会の⼈材ニーズが⼤きい、⼈⼯知能、ビッグデータなど⾼度IT分野
の⼈材育成に向けた教材開発・提供を⾏っています。東北⼤学岡⾕貴之先⽣、
東京⼤学松尾豊先⽣ほか有識者を顧問に迎え、「機械学習」「ディープラーニン
グ」「⼈⼯知能基礎」など、アカデミックな監修付きの教材を主にオンラインで提供、
2020年現在、のべ300社、5,000名以上のAI／デジタル⼈材育成を⾏ってまいり
ました。今後も教育を通して産学の架け橋になるべく、事業推進してまいります。

法⼈番号 1370001039074

HP

9

株式会社ゼンシン

代表取締役
前⽥ 忠嗣

本社 宮城県名取市⾼舘吉⽥字前沖75-18

http://zenshin-tm.co.jp/

創業以来⼀貫して教育事業に携わる。過去７度の全国⼤会出場と延べ６，
０００⼈の指導実績を誇るサッカースクール運営に加え、放課後等デイサービス
などの障がい者福祉事業を⼿掛ける。放課後等デイサービスにおいては、サッカー
を通じた運動発達と社会性発達に着⽬したサッカー療育が⽀持を得て、宮城県・
⼭形県・沖縄県に事業所を構える。東北発のIPO企業を⽬指し、昨年には仙台
市より仙台未来創造企業の認定を受ける。障がい者のライフステージに寄り添った
事業拡⼤を計画し、障がい者と健常者が共⽣できる社会の実現を⽬指す。

法⼈番号 4370001001881

HP



株式会社チェンジ・ザ・ワールド

代表取締役
池⽥ 友喜

本社 ⼭形県酒⽥市新橋２丁⽬２６番地の２０

https://ctws.jp/

「チェンジ・ザ・ワールド」という社名は、私たちが暮らす地域や社会全体が抱え
る課題の解決を⽬指し、事業を通じて「より良いカタチへ世界を変える」という願
いをストレートに表したものです。いま、私たちが取り組む事業は地球環境や次世
代の⼦どもたちの未来を守るためのサービスです。スマホで買える太陽光発電所
「CHANGE」というサービスは、ひとりひとりのチカラは⼩さくとも、「たくさんのひとり
が世界を変える」という信念を具現化し「みんながグリーンエネルギーの発展に参
加可能な社会」を実現するサービスです。

法⼈番号 9390001013524

HP

10

株式会社TBA

代表取締役社⻑
川瀬 三雄

本社 宮城県仙台市⻘葉区荒巻字⻘葉6-6-40
T-biz307号室
https://www.t-bioarray.com/

株式会社TBAは、何処でも、誰でも、簡単に実施できる遺伝⼦検査技術: 
STH(Single strand Tag Hybridization)法を社会に役⽴てる⽬的で2013年7
⽉に設⽴され、ここ数年は、特に、ASEAN、インド等医療インフラが未整備な発
展途上国の各種感染症検査ニーズへの適応に注⼒しております。弊社は、この
STH法で使⽤される⽬視判定試験紙PASの製造販売を事業の柱としており、そ
の事業活動を通じてこのSTH法を途上国に広く普及させ、感染症リスクにさらさ
れる多くの貧しい⼈々に少しでも貢献したいと考えております。

法⼈番号 9370001023376

HP



本社 宮城県仙台市⽚平2丁⽬1番1号
産学連携先端材料研究開発センター4F
https://tohoku-magnet-inst.com

TMIは、東北⼤学発の超低損失軟磁性材料をもとに、省エネ・省資源社会
へ貢献し、東北復興のシンボルとなる素材企業を⽬指して設⽴致しました。地球
環境やエネルギー創⽣の観点から、各種電気機器の省エネルギー化が社会から
強く求められる中、材料の性能向上が不可⽋になっており、このような社会的ニー
ズに応え、この新しい材料の普及に努めるべく、超低損失軟磁性材料開発・製
造・販売およびライセンシングを中⼼事業とし、応⽤商品展開としてコア製造・販
売および磁気特性測定受託サービスも展開しています。

法⼈番号 7370001038797

HP
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株式会社東北マグネットインスティテュート

代表取締役
樋⼝ 哲郎

トライポッドワークス株式会社

代表取締役社⻑
佐々⽊ 賢⼀

本社 宮城県仙台市⻘葉区⼀番町1丁⽬1番41号

https://www.tripodworks.co.jp/

私たちトライポッドワークスは「シンプル＆セキュア」をコンセプトに、企業向けITソ
リューションを独⾃の視点でサービスしている企業です。セキュリティ、映像、IoTの3
分野が事業の柱で、先進的なITで社会課題から派⽣する企業の課題を解決し
たいと考えています。また、仙台と東京をベースに、ロケーションに囚われない事業
体を創ることも創業時からの狙いで、Uターン・Iターンの⼈材を積極的に採⽤して
います。

法⼈番号 8370001013931

HP



パワースピン株式会社

代表取締役社⻑
政岡 徹

本社 宮城県仙台市⻘葉区荒巻字⻘葉468-1

https://powerspin.co.jp/

パワースピン株式会社は、東北⼤学国際集積エレクトロニクス研究開発セン
ター（CIES）の研究成果の社会実装を⽬的として、2018年10⽉に設⽴された
東北⼤学発ベンチャーです。当社は、CIESにて創出・蓄積されたスピントロニクス
/CMOS Hybrid 技術等の⾰新的研究成果を基に、演算性能/消費電⼒⽐を
従来⽐100倍以上に⾼めたハード・システム事業を中⼼に事業展開していきます。
具体的には、STT-MRAM等の省エネメモリやIoT・AI向けの各種アプリケーション
プロセッサ等の設計事業、試作事業、知財・IPのライセンシング事業、コンサルテ
イング事業を進めます。

法⼈番号 3370001043685

HP

12

⽇本積層造形株式会社

代表取締役社⻑
⽇下 良太

本社 宮城県多賀城市⼋幡⼀本柳3-8

https://www.jampt.jp/

⾦属3Dプリンティング（Additive Manufacturing）の分野において、AM技
術メリットを⽣かした設計（DfAM）から材料粉末の開発、試作品造形、量産
対応までワンストップサービスを提供するサービスビューロです。AM技術の利活⽤の
促進を通じて、産業技術の⾰新とクリーンエネルギー技術で社会の課題解決に
貢献し、製造の効率化・省⼈化、多品種少量⽣産による多様なニーズへの対応
を⽬指す超スマート社会（Society 5.0）における産業バリューチェーン強化の実
現に挑戦していきます。

法⼈番号 9010001187141

HP



株式会社ビック・ママ

代表取締役社⻑
守井 嘉朗

本社 宮城県仙台市若林区東⼋番丁183番地

https://big-mama.co.jp/

BIG MAMAというブランドを基に、お客様が⼤事に⾝に付けたい洋服や靴・
バック・アクセサリー等のお直しを、気軽にご相談いただけるカウンター式の店舗で
受付し、店舗⼜は⼯場で丁寧にお直しを⾏ってお返しする「お直しコンシェルジュ」
というサービスを展開しています。現在、お直しのショップは全国に70店舗、海外に
7店舗を展開。また、⺟親代わりのサービスとして、保育・放課後等デイサービス・
幼児教育も9事業所展開しています。今後も⼥性が安⼼して家庭と仕事を両⽴
させることができ、社会で活躍できるよう⽀援する事業を展開していきます。

法⼈番号 4370001009966

HP

13

ファイトケミカルプロダクツ株式会社

取締役CTO
北川 尚美

（東北⼤学⼯学研究科教授）

本社 宮城県仙台市葉区荒巻字⻘葉6-6-40   
T-biz103
http://www.phytochem-products.co.jp/

当社は東北⼤発のイオン交換樹脂法を活⽤し、バイオマス由来の未利⽤資
源に含まれる機能性成分を低環境負荷かつ安全・安⼼な形で⾼純度回収して
います。2020年7⽉に完成した新⼯場では、主⼒製品である⽶ぬか由来のスー
パービタミンEのほか、化粧品素材のこめパラフィン、燃料となる脂肪酸エステルを
取り出し、1つのプロセスで複数の製品を⽣み出すマルチ⽣産プロセスを実現して
います。2023年には宮城に⼤規模マザー⼯場を建設することで新たな産業と地
域雇⽤を⽣み出し、持続可能な経済循環を創出していくことを⽬指しています。

法⼈番号 5370001043205

HP



14

株式会社フォルテ

代表取締役
葛⻄ 純

本社 ⻘森県⻘森市古川3-22-3 古川ビル3F

https://www.forte-inc.jp/

法⼈番号 6420002005692

HP

弊社は、⻘森県に本社を置くITベンチャーとして、デバイスの開発販売を⻑年
⾏ってきました。主に「労働環境」と「会話」の課題解決を事業ドメインとしておりま
す。代表的なソリューションは、⽇本の準天頂衛星みちびき対応の⾼精度GNSS
端末による作業者管理⽀援、⾻伝導ヘッドセットを応⽤した⼯場内の業務連絡
環境改善⽀援です。また、新型コロナウィルス感染症対策のニーズに対応するた
め、弊社が従来開発してきたAI技術を応⽤してAI×顔認識×⾮接触検温を実
現したシステム「MIDERA（ミデラ）」を開発しました。

福島SiC応⽤技研株式会社

代表取締役
古久保 雄⼆

本社 福島県双葉郡楢葉町⼤字⼭⽥岡字仲丸
1番地の7
http://www.fukushima-sic.co.jp/

「SiC半導体の⼒で浜通りから世界を変える」をミッションとし、Si(シリコン)に代わ
る半導体材料である、SiC（シリコンカーバイド）半導体を応⽤して、これまでの半
導体技術では実現できなかった、⾼出⼒、⾼速スイッチング、⾼温動作が可能な⾼
電圧パルス発⽣器や、⾼電圧直流電源、⾼耐圧SiCモジュール等を開発しています。

開発した電源装置を静電加速器と組み合わせて、SiC加速器中性⼦源を開発
し中性⼦線による核医学診断装置（B-NET診断装置）や、放射線がん治療装
置（BNCTがん治療装置）等も開発しています。
（B-NET：Boron-Neutron Emission Tomography）
（BNCT：Boron Neutron Capture Therapy）

法⼈番号 2380001024660

HP



Blue Practice株式会社

代表取締役社長

鈴木宏冶

本社 東京都港区北青山2-7-13 

プラセオ青山ビル3階

https://bluepractice.co.jp/

Blue Practiceは革新的研究開発推進プログラムImPACTに採択され2019年

に世界に先駆けその成果が発表されたバイオニックヒューマノイドの技術開発を基

に創業しました。ハイドロゲル化させた合成樹脂により人の器官や血管の物理特

性を限りなく実物に近づけ再現する技術を用い、形状だけでなく感触までも再現

した次世代の医療用生体モデルを生み出しました。独自のセンサシステムと組合

せることで、医療現場においてはリアリティのある治療シミュレーション、また医療機

器開発においては効率的な性能試験のプラットフォームを提供します。

法人番号 3010401143889

HP

15

ブレインイノベーション株式会社

取締役・CSO

森口 茂樹

本社 宮城県仙台市青葉区荒巻青葉6-6-40-308

（T-biz内）

https://brain-innov.com/

弊社は東北大学発創薬バイオベンチャーであり、2018年8月8日に会社を設

立しました。現在、弊社は東北大学で出願した特許（知財）を導入し、新規メ

カニズムによるアルツハイマー病治療薬の開発を目指し、開発化合物の臨床試験

に向けた非臨床試験を実施しています。現在、全世界における認知症に関する

医療費・介護費等の社会的コストは約90兆円（日本では約15兆円）と推計

されており、弊社は「脳の健康を世界の皆様に届けます」という社訓を基に、開発

化合物の上市を目指しております。

法人番号 4370001043437

HP



株式会社ヘラルボニー

代表取締役社⻑
松⽥ 崇弥

代表取締役副社⻑
松⽥ ⽂登

本社 岩⼿県花巻市東宮野⽬第1地割2番地

https://www.heralbony.jp/

法⼈番号 4400001014244

HP

16

株式会社ヘラルボニーは、異彩を、放て。をミッションに掲げる福祉実験ユニット
です。 企業・⾃治体・団体・個⼈の課題を洗い出し、仮説を⽴て、福祉を軸とし
た社会実験を共創します。事業内容としては障害のある⼈のアートをとおして、
①原画・複製画、②アートライセンス、③アートライフブランドの3つを運営しており、
この世界を隔てる、先⼊観や常識という名のボーダーを超えます。そして、さまざま
な「異彩」を、さまざまな形で社会に送り届け、福祉を起点に新たな⽂化をつくり
だしていく会社です。

株式会社ホワイトシード

代表取締役社⻑
村上 篤

本社 秋⽥県秋⽥市広⾯字⼟⼿下13-4

https://www.beautifulcars.biz/

クルマを美しくするカーディテイリング。⾃社ブランド「ビューティフルカーズ」で直営
店とFC、そしてECを展開。ついて当然と思われている洗⾞キズや⽔シミをつけず誰
でも美しさを保てる洗⾞、ついてしまった洗⾞キズなどを美しく復元する洗浄・研磨、
塗装を劣化から守るコーティングにより、⼤切な愛⾞を何年も美しく保ちます。
YouTubeチャンネル登録者数4.7万⼈。SNSやオウンドメディアも活⽤し、リアルと
デジタル両⾯から、「美しいクルマと共に暮らす。」上質で感動あふれるライフスタイ
ルを広めています。

法⼈番号 5410003002749

HP



株式会社manaby

代表取締役
岡﨑 衛

本社 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-30 
ディーグランツ仙台ビル5階
https://manaby.co.jp/

manabyは、国の障害福祉サービスのひとつ「就労移⾏⽀援」をはじめとした就
労⽀援事業を⾏っています。独⾃開発のeラーニングシステムによって障害により外
出できない⽅も在宅でITスキルを学び、在宅就労を⽬指すことができるのが特⻑
で、2016年に仙台で創業しました。「⼀⼈ひとりが⾃分らしく働ける社会をつくる」
というミッションを掲げて、現在は全国22か所の拠点で利⽤者の「⾃分らしい働き
⽅」に向き合っています。働きたくても働けないと悩む⽅に必要な⽀援を届け、企
業の障害者雇⽤率の向上に貢献することを⽬指しています。

法⼈番号 3370001039799

HP

17

ライフラボラトリ株式会社

代表取締役
鈴⽊ 和浩

本社 宮城県仙台市⻘葉区荒巻字⻘葉6-6-40
東北⼤学連携ビジネスインキュベータ403号室
http://www.lifelabs.co.jp/

ウェアラブルセンサー、もしくはスマートデバイスにより⼈の動きをセンシングすると
共に、Bluetoothビーコンにより測位を⾏う、屋内位置情報システム「Life 
Analyzer」を販売しています。

2015年設⽴の仙台のスタートアップであり、IoTで集めた莫⼤なデータを元に、
⼈・モノの動作を分析し、⼈の勘と経験では無く、科学的な分析により、”⽣産性
を改善する”システムを提供。多くの製造業、物流、流通で使⽤されています。

法⼈番号 8370001031561

HP



18

株式会社ワイヤードビーンズ

代表取締役
三輪 寛

本社 宮城県仙台市⻘葉区五橋1丁⽬5-3
アーバンネット五橋ビル6F
https://www.wiredbeans.co.jp/

世界でのCRM市場トップシェアのソフトウェア企業、セールスフォース・ドットコム
社のクラウドECサイトプラットフォーム（Salesforce Commerce Cloud）を⽤い
た⼤⼿ブランド、企業様向けのECサイトを構築・運⽤する事業を展開し、国内
トップクラスの実績数を誇っています。

また、⽇本の職⼈の復興を掲げた⾃社製品を独⾃開発、ブランディング、マー
ケティング、販売を⾏う事業を⼿掛けています。デジタル環境でブランドを実際に
運営するノウハウによって、お客様のデジタルトランスフォーメーション構築提案へつ
なげてまいります。

法⼈番号 2370001018721

HP

株式会社ワンテーブル

代表取締役
島⽥ 昌幸

本社 宮城県多賀城市⼋幡字⼀本柳117−8

法⼈番号 7370001040522

HP https://www.onetable.jp/

ワンテーブルは宮城県を拠点とし、東⽇本⼤震災の被災地から、⽣きることの
本質と向き合い、命を豊かにするための事業に取り組みます。様々な業種の企
業との連携による防災ソリューションサービス・プロダクトを開発し、防災産業の発
展に取り組みます。2019年夏にはゼリータイプの備蓄⾷「LIFE STOCK」の出荷を
開始し、多くの⾃治体や医療機関に導⼊が進んでいます。今後も、震災経験を
基に企業と連携することで防災に関するサービスやプロダクトを創出していきます。




