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■NAGOYA MIRAI INNOVATORS ウェブサイト ■ Facebook
・NAGOYA ICT INNOVATION LAB.

・NAGOYA WOMEN STARTUP LAB.

https://nagoya-innovation.jp/nagoya-mirai

https://www.facebook.com/758ictinnovation/

https://www.facebook.com/758wstartup/

名古屋市では、中小企業や女性起業家を対象に、イノベーション活動による新商品・新サービス、新規事業創出を支援することで、新たな

価値を生み出し、名古屋の産業を牽引する「なごやみらい企業」を目指すプロジェクト、NAGOYA MIRAI INNOVATORSを実施しています。

NAGOYA MIRAI INNOVATORSとは

新商品、新サービスを
創出、発信

■事業概要イメージ図

NAGOYA ICT
INNOVATION LAB.

NAGOYA WOMEN 
STARTUP LAB.

ICT 価値づくり研究会 女性スタートアップ研究会

新規事業創出や事業改革に
取り組みたい中小企業

変化する時代を捉え
チャレンジしていきたい女性

オープンセミナーの開催

首都圏等展示会に共同出展

新しい価値を生み出し、名古屋の産業を牽引する企業 ( なごやみらい企業 )

サポートメンバーズSUPPORT MEMBERS
研究会等の参加企業に対し、中小企業団体、大学、公的支援機関、金融機関がアドバイスや情報提供等を行い、事業の実現化を後押しします。
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担当者 :江口・櫻井

本プログラムは、自社の強みと最新のICT技術を活用して、社会や自社の課題に対する新規事業を生み出すプログラムです。最新のテクノロジー

から、自ら課題を解決する能力、アイデア発想方法、プロトタイプを作り出す手法まで学ぶことが出来ます。専門家によるメンタリングを始め、

プロトタイプの製作やデザインなどを直接サポートするハンズオン支援を手厚く実施しています。

中小企業の熱い想いから次の未来を作る

ニューノーマルな世界で
社会と自社の変革を共に創り出す

事業創造
プロセスの基礎・
アイデア創発

モノづくり
スキルの基礎

7～ 8月 8～ 9月 10～ 3月 1～ 2月 3月

プロトタイピング・
ハンズオン支援

表現・発信の
基礎

新規事業
ローンチ

-プログラムの流れ -FLOW

【運営事務局】株式会社エスケイワード・JellyWare 株式会社

E-Mail:info_mls@skword.co.jp

お問い合わせ

TEL:052-953-7166
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子どものできた！の心と個性を育む手作りコスメキット

手作りキッズコスメキット「おしゃまプリンセス」。

自分で手作りする体験は、子どもの「できた！」という気持ちを育み自信に繋がっていく大切な時間です。色を選び、楽しみ

ながら自分に似合う色はどれか調合する体験は、個性を大切にする心も育てます。親御さんが安心して買ってあげられる、

自然由来の材料で化粧品を手作りできるので、洗顔石鹸で落とすことが

できます。コラボ商品の開発やワークショップの相談も受付中です。

01 手作りコスメを通して

個性を育み、違いを認め合う社会へ 株式会社NAANO

Company Profile
〒456-0034
愛知県名古屋市熱田区伝馬3丁目2-14
TEL 052-990-1835

Mail ：info@naano-cosmetics.com
URL：https://naano-cosmetics.net
         https://naano-cosmetics.com

福祉タクシー × オーダーメイド旅行

ODEKAKEは単なる移動や外出支援ではなく、その人が抱える障壁をとも

に乗り越え実現する特別な“おでかけ”支援です。移動手段であるODEKAKE

タクシー（福祉タクシー）と付添人のODEKAKEクルー（介護福祉士や

ガイドヘルパーなどの資格を持った介護経験者）をまるっと貸切りして、

あなたが行きたいと思う場所ならどこへでも。企画や相談から一緒に考えて、

最高の体験を目指します。

02 最高の体験を、
あきらめない。 ODEKAKE／おもちまん株式会社

Company Profile
〒498-0026
愛知県弥富市鯏浦町西前新田４３番地
TEL 0567-69-6266

Mail：ueno@omochi-man.jp
URL：https://www.o-dekake.com

新しい世界を　　  ICTで切り拓け
新しい世界をICTで切り拓け
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eBENTO テックの力で新しい店舗経営を

2020年9月に創業したシステム開発のスタートアップ企業です。eBENTO

システムを完全自社開発し、非対面非接触のテイクアウト専門店をオープン

しました。実装環境に磨きをかけ、各機能を日夜改良しています。海外のエン

ジニアを巻き込んだ、スピード感と低コストが強みです。既に様々な要素

技術を持っているので、自社専用のシステム開発などをご検討中の会社様

はぜひ一度弊社までご連絡ください。

03 テクノロジーの力で
世の中をもっと便利に がだんだん株式会社

Company Profile
〒458-0045
愛知県名古屋市緑区鹿山3-1
TEL 090-7838-8683

Mail：info@gadandan.co.jp
URL：https://ghostbento.amebaownd.com/

業界最小クラス４軸モーションコントロールボード開発

製品開発の短縮化に貢献する製品として業界最小クラス４軸モーション

コントロールボードを開発しました。Raspberry Pi（通称ラズパイ）と組み合

わせる事で従来のプログラマブルロジックコントローラ（以下PLC）や産業

用PC（以下IPC）と比較して、安価に複雑なモーション制御が可能になります。

今後人手不足対策として益々需要が高まるロボットや自動化設備に寄与

していきます。

04 「幸せと驚きの価値」を届け
続ける開発モノづくり企業 東阪電子機器株式会社

Company Profile
■ 東京本社
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-3-1 朝日生命恵比寿ビル7F
TEL 03-5421-7211 / FAX 03-5421-0240

新しい世界を　　  ICTで切り拓け

■ 大阪テクニカルセンター／大阪支店
〒564-0053
大阪府吹田市江の木町29-1
TEL 06-6337-7100 / FAX 06-6337-7104

URL：https://www.tohan-denshi.co.jp/
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"誰一人取り残さない"やさしいスポーツ！

ポイポイバトラーは当社が考案した、水鉄砲を使ったサバイバルゲームが手軽に楽しめるスポーツ玩具です。水鉄砲で互いのポイ（的）

を撃ち合う感覚的なスポーツなので、子どもから大人まで幅広い層が楽しむことができます。プラスチック製のゴーグルにマジックテープ

でポイを取り付け、頭に装着。ポイは紙を交換できるタイプを利用しており、紙を付け

替えて繰り返し遊ぶことができます。長さ調節の幅が広く、子どもから大人まで装着

できる仕様です。ゴーグルで目を守っており、安心して楽しめることもポイントです。

にっぽんを笑顔で
満たすお手伝い 株式会社堀商店

Company Profile
〒451-0043
愛知県名古屋市西区新道2-6-26
TEL 052-571-0903
FAX 052-571-0914

Mail：otoiawase@horishoten.co.jp
URL：https://www.horishoten.co.jp/official/
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SDGsを取り入れた有松絞りの浴衣

今関心の高いSDGsを取り入れ、サスティナブル素材であるオーガニック

コットンを愛知県知多地方で生地にして、その生地に名古屋市の伝統的

工芸品である絞り染め加工を施した浴衣です。

オーガニックコットンの証明には、アメリカのNPO団体Textile Exchangeが

保有するオーガニック国際認証OCSを取得することにより第三者機関により

証明されています。

05 有松絞りを変える、㈱熊谷は

オーガニック＆リサイクルへ 株式会社 熊谷

Company Profile
〒458-0826
愛知県名古屋市緑区平子が丘601番地
TEL 052-622-7895
FAX 052-622-7897

Mail：info@k-lamp.com
URL：http://k-lamp.com

新しい世界を　　  ICTで切り拓け

5

"誰一人取り残さない"やさしいスポーツ！

ポイポイバトラーは当社が考案した、水鉄砲を使ったサバイバルゲームが手軽に楽しめるスポーツ玩具です。水鉄砲で互いのポイ（的）

を撃ち合う感覚的なスポーツなので、子どもから大人まで幅広い層が楽しむことができます。プラスチック製のゴーグルにマジックテープ

でポイを取り付け、頭に装着。ポイは紙を交換できるタイプを利用しており、紙を付け

替えて繰り返し遊ぶことができます。長さ調節の幅が広く、子どもから大人まで装着

できる仕様です。ゴーグルで目を守っており、安心して楽しめることもポイントです。

にっぽんを笑顔で
満たすお手伝い 株式会社堀商店

Company Profile
〒451-0043
愛知県名古屋市西区新道2-6-26
TEL 052-571-0903
FAX 052-571-0914

Mail：otoiawase@horishoten.co.jp
URL：https://www.horishoten.co.jp/official/

06

SDGsを取り入れた有松絞りの浴衣

今関心の高いSDGsを取り入れ、サスティナブル素材であるオーガニック

コットンを愛知県知多地方で生地にして、その生地に名古屋市の伝統的

工芸品である絞り染め加工を施した浴衣です。

オーガニックコットンの証明には、アメリカのNPO団体Textile Exchangeが

保有するオーガニック国際認証OCSを取得することにより第三者機関により

証明されています。

05 有松絞りを変える、㈱熊谷は

オーガニック＆リサイクルへ 株式会社 熊谷

Company Profile
〒458-0826
愛知県名古屋市緑区平子が丘601番地
TEL 052-622-7895
FAX 052-622-7897

Mail：info@k-lamp.com
URL：http://k-lamp.com

新しい世界を　　  ICTで切り拓け
新しい世界をICTで切り拓け



6

新しい世界を　　  ICTで切り拓け

社内コラボレーション・キャリア開発に革命を

「muuv」はMicrosoft Teams上で個々人が持つスキル・経験や働く上での価値

観を簡単に可視化・共有し、社員の自律的な活動・コラボレーションを促進

させる国内初のタレントマーケットプレイス・プラットフォームです。自律的な

キャリア開発・組織のコラボレーションを強力に促進し、社員の隠れたニーズと

ポテンシャルを引き出すことで、時代の変化に対応できる強い組織を作ります。

07 人と企業の成長を

呼び起こす 株式会社ジースヌーズ

Company Profile
〒453-6111
愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12
グローバルゲート11F

TEL 050-6866-0407
Mail：info@gthnooze.com
URL：https://gthnooze.com/
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社会環境が大きく変化する中で、私たちのライフスタイルや地域や産業も大きな転換期を迎えています。エシカル、フェアトレード、フードロス、

ゼロ・ウェイスト、ウェルネス、SDGs...。スタートアップ・ラボでは、サスティナブルな未来に向けて、アイデアが形になりつつあるそのビジネス

を加速させるサポートをしています。

女性起業家のビジネスアイデアの実現をサポート

サスティナブルな
社会を担う、ビジネスに挑戦

お問い合わせ

【運営事務局】サスティナブル・ストーリー株式会社

E-Mail:nagoya-mirai@sstory.jp
担当者 : 山田TEL:052-990-1337

-プログラムの内容 -PROGRAM

スタートアップ
セミナー 報告会

成果レポート

展示会出展等での検証

個別伴走支援

起業家コミュニティー /サポートメンバーズ /相談会

選抜
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チャレンジする女性起業家を応援

～想いをつなぐ、服づくり～

花を使ったサスティナブルなものづくり

倉庫に眠っていたり、廃棄予定のデッドストック生地をアップサイクルした服づく

りをしています。生地は一宮尾州産地で生まれ、通常は高級ブランドなどに卸さ

れている上質なものです。そういった良いモノを無駄なモノで終わらせず、新

しい価値を与えて世に出すことで、関わった沢山の人の想いを伝えていきた

いと思っています。

花の世界にもフードロスのように、処分されてしまう物があるのをご存知

ですか？私たちは花の廃棄処分をなくすことを目標に、廃棄予定の花を

回収し、ものづくりや空間装飾に活かしています。貴社の販促ツールの

デザインやPR企画に花を取り入れてみませんか？企業それぞれのカラー

に合わせたサスティナブルな取り組みをご提案します。

良いモノを、質を落と
さず、身近にとどける。

廃棄をなくす。
花のアップサイクル

～amie～ (アミ） ーサスティナブルファッションー

invisible flower by JIU

Company Profile

Company Profile

〒470-0124
愛知県日進市浅田町平池44
TEL 090-7310-1012

Mail：info@amieofficial.com
URL：https://amieofficial.com/

〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須1-34-36 303

Mail：info@jiu-design.com
URL：https://www.jiu-design.com/invisibleflower

01
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回収し、ものづくりや空間装飾に活かしています。貴社の販促ツールの

デザインやPR企画に花を取り入れてみませんか？企業それぞれのカラー

に合わせたサスティナブルな取り組みをご提案します。

良いモノを、質を落と
さず、身近にとどける。

廃棄をなくす。
花のアップサイクル

～amie～ (アミ） ーサスティナブルファッションー

invisible flower by JIU

Company Profile

Company Profile

〒470-0124
愛知県日進市浅田町平池44
TEL 090-7310-1012

Mail：info@amieofficial.com
URL：https://amieofficial.com/

〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須1-34-36 303

Mail：info@jiu-design.com
URL：https://www.jiu-design.com/invisibleflower
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名古屋の工房で蒸留した国産天然アロマ
ミストと香りの空間プロデュース

「廃棄皮」＋「環境にやさしい加工」から生まれた革

Hayaでは名古屋の工房にて厳選した日本産の植物からエッセンシャルオイ

ルを蒸留・抽出しています。精油が持つ除菌・抗菌作用を活用したアロマミストは、

マスクスプレーやファブリックミストにおすすめです。オリジナルの香り抽出・

調香、ホテル・店舗・サロン・医療施設など企業向けの香りの演出と空間プロ

デュースのお手伝いもさせていただきます。

貴社のブランディングに香りを。是非ご活用ください。

今、日本全国では猪や鹿による獣害が問題となっています。その被害を防

ぐために動物が駆除されていますが、その殆どは廃棄物として処分され

ています。これらはいただいた命であり、日本の山里で獲れる資源。弊社

は駆除された鹿の皮を国内工場でノンクロム鞣し加工しています。廃棄

皮を環境に配慮した加工をすることでサステナブルなレザーが生まれま

した。

香りを添えて
こころ豊かな生活を

山里の資源を活かす
「サステナブルレザー」

Haya（Studio N）

ジビエレザーマーケット
（株式会社 fairy god mom）

Company Profile

Company Profile

〒463-0022
愛知県名古屋市守山区八剣2-1506
TEL 052-799-1331
FAX 052-799-1331

Mail：haya@studion.me
URL：https://studion.me/

〒462-0802
愛知県名古屋市北区上飯田北町2-35
TEL 052-508-7191
FAX 052-508-7191

Mail：info@fairygodmom.co.jp
URL：https://gibier.fairygodmom.co.jp
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本場アメリカンBBQを集客イベントに！

飛行機に乗らずに本場アメリカ体験ができるBBQスクールやケータリング

を集客イベントに活用しませんか？

本格的なアメリカンBBQが学べる日本唯一のアメリカンBBQスクールと、

アメリカンなキッチンカーでのフードサービスは、新しい庭づくりや暮らし提案、

ファミリーイベントに他にはない参加型エンターテイメントとして大好評

です！ぜひBBQスクールをご検討ください！

05 アメリカンBBQで豊かな
人生を応援します Troy's American BBQ

Company Profile
〒468-0004
愛知県名古屋市天白区梅が丘5-2601
TEL 090-2923-6735

Mail：troysamericanbbq@gmail.com
URL：http://troysamericanbbq.com

チャレンジする　　 女性起業家を応援
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名古屋市経済局イノベーション推進部次世代産業振興課

NAGOYA MIRAI INNOVATORS

（なごやみらい企業創出プロジェクト）担当
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