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「スタートアップによる新型コロナ課題解決事業」 
採択結果について（追加採択） 

  

京都市及び（公財）京都高度技術研究所では，新型コロナウイルス感染症の拡大により顕

在化している社会課題の解決に挑戦するスタートアップの研究開発等に助成を行う「スター

トアップによる新型コロナ課題解決事業」を実施しています。 

本事業については，１７７件の応募があり，８月６日付けで３５件を採択しておりますが，

有識者による審査の結果，コロナ禍における社会課題の解決に資する取組と認められた８９

件について，令和２年度９月補正予算が措置されたことにより，新たに追加採択しましたの

で，お知らせします。 

記  

１ 採択結果 

  応 募 件 数  １７７件 

  採択済件数   ３５件（８月６日付け） 

  追加採択件数   ８９件（１０月１日付け） 

 

２ 追加採択一覧（８９件：五十音順） 

事業者名 所在地 申請テーマ 

EarthCampus株式会社 京都市 GENSEKI（動画解析でスポーツ能力を数値化） 

株式会社 Rsystem 京都市 
弁護士の DX(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ)を実現する，電子ファイルの自

動認識及び活用を一元化するシステムの開発 

株式会社 

AnamorphosisNetworks 
京都市 

教育機関向け選択式小テスト自動採点ソフトウェアの販売経路の

拡大 

株式会社 AFURIKA DOGS 京都市 染め職人の古着アップサイクル 

アヤベックス株式会社 綾部市 
DtoB オンラインセミナー特化型プラットフォームで海外販路創

出 

嵐山デザインガレージ合同

会社 
京都市 AI が解き方を教えてくれる高品質ナンプレサイトの開発 

株式会社アレックス 京都市 小中学校並びに介護施設向け検温情報管理システム 

Un:que (アンク) 京都市 
家庭用落ち葉たい肥キットの開発と森林環境ワークショップデザ

イン企画 

生田グローバル株式会社 京都市 KYOTO大学生グローバルベンチャーコンテストのオンライン開催 

株式会社 VMK 京都市 
学生無料コワーキングスペース運営を通じた若者のキャリア支援

教育 

うつみ農園 内海 彰雄 京都市 
農業６次産業化商品の缶詰自動販売機展開による感染リスク低下

効果 

株式会社海空 京都市 オンライン映像配信サービスのシステム構築 

AG株式会社 京都市 フードロス解消を目的とした野菜セットの販売事業 

合同会社エドモンド 京都市 IT・AIエンジニア不足と情報格差の解決を目指す動画投稿 

株式会社 F&Iクリエイト  京都市 ネットを活用した野菜の地産地消予約販売システム 

広 報 発 表 

（経済同時） 



株式会社エペア 京都市 遠隔操作可能な紫外線灯による除菌マシンの開発 

株式会社 OOYOO 京都市 折りたたみ式フェイスシールドの開発 

おこしやす京都 AC 株式会社 京都市 熱中症の 9割削減を実現する IoTウェアラブルデバイスの開発 

株式会社 OpEL. 京都市 学校教育（STEAM 教育）支援プログラムの開発 

株式会社 OND 京都市 
「IBUKI Live」によるトレイルランニングの安全性向上と新しい

楽しみ方 

ガーデン株式会社 京都市 全世界対応オンラインライブ観光プラットフォームの開発 

株式会社カタルシス 京都市 カタルシス デジタルハブ プロジェクト 

株式会社カラーループ 京都市 
コロナ禍で出口を失った廃棄繊維をアップサイクルした商品の開

発 

株式会社革靴をはいた猫 京都市 
オンラインによる職人育成事業の開発～あらゆる若者の希望をつ

くる～ 

株式会社木こりヴィレッジ 京都市 ３密をさけ安心して子供が遊べる体験型サービスによる集客事業 

北山貿易株式会社 京都市 ホテルでプチ留学 

希望結社ツクラム 京都市 オンラインによるチーム教育ネットワークの構築 

株式会社キャビック 京都市 買い物代行サービス「おつかいキャビック」の事業開始 

株式会社京繊 京都市 「暑くても卒業衣装は袴・着物」の「新様式」を京都から発信 

株式会社京都エタニティ 京都市 
～コロナウイルスの影響で売れ残ってしまった京都の伝統工芸品

に特化した販売サイト～ 

京都三条大橋歯科診療所 京都市 天然歯及び再生歯の移植可能範囲の拡大に向けた技術開発 

京都すずまる堂 横川 美

穂 
京都市 

京の魅力あふれる高齢者向けレクリエーション！～西陣織を用い

た高級塗り絵台帳キットの開発～ 

Ghoonuts株式会社 京都市 混雑状況等を把握する為の BLEを用いた位置情報測位技術の開発 

株式会社クオンタム 京都市 みんなのスクール－若年層の雇用促進と定着のための学びの構築 

合同会社 KUNIO,Inc. 京都市 「物語と観光」スタートアッププロジェクト 

株式会社月虹舎 京都市 

京友禅・西陣織の伝統産業を活性化する為の映画制作，及び新し

い販売方式の構築として工房見学ツアー付き文化体験展示会，WEB

展示会の開催 

コネクトフリー株式会社 京都市 京都市の中小企業の DXを支援するプロジェクト 

株式会社コミュテクス（予

定） 
京都市 

SaaS 型 業務システム導入における機能・要望共有及び導入シミ

ュレーションサービス提供 

株式会社サクセスフルエイ

ジング 
京都市 介護事業 IT化計画 

茶道ナビ 京都市 茶道のポータルサイト「茶道ナビ」開設による茶道人口拡大事業 

株式会社 C.Medical 京都市 薬局窓口業務向け「薬歴アプリ 新 ConnectReport」の構築 

JFW 木質高度技術研究機構

株式会社 
京都市 バイオマスによる医療用手袋等の開発及びネットショップ販売 

SHIODAライフサイエンス株

式会社 
京都市 

レモングラスを用いた新型コロナウイルス感染予防・改善法の開

発 

株式会社ジュネイ 京都市 京都の伝統工芸を世界内外へ伝えるプロジェクト 

株式会社松栄堂 京都市 自社物流改革による雇用課題・社会物流課題の解決 

株式会社スカイコンテンツ 京都市 里山の営農と暮らしを守るドローン技術の深化 

合同会社清流日本 京都市 ビタミン D含有キクラゲを活用した「京薬膳八ツ橋」の商品開発 

株式会社ソニックアーク 京都市 
ウェブミーティング円滑化のためのマイクロフォンおよび 

スピーカーのノイズリダクション・快音化ソフトウェアの開発 

株式会社ソラハル 京都市 
リモート型の心理支援を実現するオンラインプラットフォーム事

業 



株式会社第弐表現 京都市 トップランナー塾 完全オンライン配信化 

株式会社たおやかカンパニー  京都市 地元住民による旅マエ旅程相談 CtoC 

タッセイ合同会社 京都市 LEDと漏光ファイバーによる殺菌技術・製品の開発 

田中 明子 京都市 外国人向けオンライン料理教室とローカライズ支援事業 

chisato.taniguchi 京都市 オンライン・スタジオの開設 

株式会社堤淺吉漆店 京都市 地域資源活用による京漆器の生産・流通体制の再構築 

株式会社寺子屋 京都市 
地産素材を活用した創作和菓子の開発による，地域社会活性化事

業 

特定非営利活動法人寺子屋

プロジェクト 
京都市 小中学生向けオンライン学習プログラムの開発と普及 

株式会社陶葊 京都市 京焼・清水焼を取り入れたアフターコロナの新生活の提案 

帷縫製所 京都市 
担い手不足の解消を目的とした和装品専門の小規模な縫製工場の

設立 

トラディ合同会社 京都市 withコロナ時代の複合的旅行需要喚起 

株式会社 toraru 大阪府 非対面ビジネスモデルシステムの展開 

株式会社トリートーン 京都市 マイクロバブルおよび微酸性電解水による手洗いシステムの開発 

ナカベタカユキプロデュー

ス事務所 
京都市 

全国の生徒，先生が繋がり利用できるオンラインレッスンシステ

ムの開発 

日本農業株式会社 大阪府 
農の入口と出口をつくり六次産業！就農者を増やし担い手不足を

解消 

株式会社日本の窓 京都市 本物志向の外国人目線を用いた田舎特化型の観光体験開発 

Highly Skilled Japan株式

会社 
京都市 英語による高度外国人材を対象とした総合情報サービス 

株式会社八代目儀兵衛 京都市 
Withコロナ時代の“健康”と「家族の絆を深める」玄米雑穀ギフ

ト事業 

株式会社発酵食堂カモシカ 京都市 生活者の免疫力向上のための「発酵食を台所に取り戻す」事業 

株式会社ビーエムジー 京都市 医療用接着剤（LYDEX®）専用アプリケーターの開発 

ファンフォ株式会社 京都市 クラウド技術を用いた funfoユーザインタフェースの開発 

株式会社 Feel Japan 京都市 
京都発！オンライン協業サービス（販売促進，見込客獲得，課題

解決） 

藤本 真理 京都市 
ファシリテーションによる家族と事業者支援「家族会議レストラ

ン」 

株式会社二十八 京都市 オーダーメイド呉服の非対面対応の環境整備 

株式会社フラットエージェ

ンシー 
京都市 VR活用で安心した住まい探しと地域情報発信による地域活性化 

株式会社プラメドプラス 京都市 市販薬データ集を医療機関に配布する事業 

ホームスマビューマーケテ

ィング株式会社 
京都市 内覧ロボットの開発・実用化 

株式会社ポケットル 京都市 テレワークの不満や課題を解決する管理ツール 

松本 侑大  京都市 アーティスト WEB百科事典，および電子キャンバスの開発 

株式会社 MIYAKO 京都市 ワンゼロアカデミー（若者向けオンライン教育プラットフォーム） 

mui Lab株式会社 京都市 
夷川サローネ「Social Distance」を超えた新たなコミュニティ創

生 

株式会社めい 京都市 
オンライン動画を使ったアーティストの有料ワークショップ制作

事業 

株式会社ゆめ工房 京都市 
障がいのある子どもや家族のニーズに寄り添ったアイテムを提案

し，みんなの”ゆめ”を叶える新しい補装具選択ツールの確立 



株式会社ランプ 京都市 飲食店向けテイクアウト予約決済プラットフォームの開発 

株式会社リトゥリバース 京都市 間伐材から生まれる糸・生地を活用した林業と繊維業融合の新産業  

株式会社 ROOTS 京都市 サステナブルな未来をつくる国際教育ツーリズム 

株式会社ログレス貿易 京都市 
企業情報(英語)データベース構築事業～日印技術連携(ICT:IOT，

AI，5G)による事業イノベーション創発～ 

合同会社ワイヤーフレーム

ズ 
京都市 習い事のオンラインレッスンの配信ソリューションシステム 

ワオデザイン株式会社 京都市 製造工程の在宅化 

ONE DROP 岩見 香織 京都市 簡易宿泊施設を利用した産後ケア施設の開設 

 

３ 採択済一覧（３５件：五十音順） 

事業者名 所在地 申請テーマ 

株式会社 AZOO 京都市 ホテル運営の省人化とマイクロツーリズム喚起事業 

株式会社アッドスパイス 京都市 ライフスタイルから考える新しい不動産メディア 

株式会社 Atomis 京都市 多孔性配位高分子を用いた感染症ワクチン用アジュバントの開

発 

アトモフ株式会社 京都市 好きな風景を壁一面で楽しむ窓型スマートディスプレイのメガ

パノラマ機能開発 

株式会社 APPRE-ART 京都市 日本の伝統・地場産業で作るベビー向けライフスタイルブランド 

株式会社アロマジョイン 京都市 非接触嗅覚・体温測定器の開発による新型コロナ感染症の早期発

見 

アンター株式会社 東京都 新型コロナウイルス感染拡大によって顕在化した，感染症領域の

医師間の情報格差是正を目的とした，京都を中心とした関西エリ

アの医師同士の情報共有ネットワークの構築 

株式会社イクスフォレスト

セラピューティクス 

京都市 SARS-CoV-2 (新型コロナ）ライブラリの構築および創薬プラット

フォームの開発 

AC Biode株式会社 京都市 石炭灰・バイオマス焼却廃棄物等の抗菌性機能材料等への再生技

術と保健衛生環境の修復改善による感染症等の拡大抑制技術開

発 

エニシア株式会社 京都市 カルテ情報を活用した新型コロナ症例報告支援システムの開発 

株式会社 L&G グローバルビ

ジネス 

京都市 新しい宿泊予約システムの開発と販売 

KYOTO's 3D STUDIO 株式会

社 

京都市 多言語３Dデジタルコンテンツによる文化財のオンライン鑑賞 

KYOTO Leather株式会社 京都市 ハイブリッド型映像コンテンツ開発と配信による伝統産業の振

興 

クアドリティクス株式会社 京都市 新型コロナ感染症の在宅経過観察時の急性悪化兆候検知 AI の開

発 

株式会社 KMユナイテッド 京都市 「建設アシスタント」の派遣でコロナ課題解決と働き方改革 

光映工芸株式会社 京都市 伝統工芸を応用し，抗ウイルスの新商品開発・普及・発展 

株式会社坂製作所 京都市 小型・静音コンプレッサーを活用した噴霧清浄機の提供 

佐々木化学薬品株式会社 京都市 早期検査技術を実現するソフトウェア開発 

Syno Japan株式会社 神奈川県 京都観光業の DX及び観光公害の解決を目的とする観光客 CXアン

ケートシステム「Survey for Good - また，おこしやす（仮）」 

株式会社食一 京都市 水産物の買い支えと飲食店の食材ロスを減らす商品開発 

株式会社大興製作所 京都市 新型コロナウイルス等の感染拡大を抑制するＵＶ殺菌システム

の開発 

株式会社 taliki 京都市 社会課題解決ベンチャーのサポート事業 



株式会社ノットワールド 京都市 国内・海外に向けたオンラインツアーの造成 

野本 愼一  京都市 高齢者施設で安心して療養できるための新型コロナ対策システ

ムの構築 

バイオアクセル株式会社 京都市 免疫細胞活性化技術を用いてのコロナウイルスに対するがん患

者の免疫力向上技術の開発 

株式会社 HACARUS 京都市 混雑状況の映像配信による３密対策 

株式会社バカン 東京都 AIと IoTを活用した混雑情報配信事業 

株式会社ハタプロ 東京都 AIロボットを活用した高齢者のフレイル・口腔ケアプログラム 

株式会社 FUKUDA 京都市 高性能なオイル供給システム導入による納品作業効率化の推進

（非対面型ビジネスモデルへの転換） 

BABY JOB株式会社 大阪府 AIによる幼児の発達予測分析を用いた，レコメンドシステムの開

発 

Voice4u株式会社 京都市 発達障がい者のコロナ対策状況理解の為のVoice4u会話支援シス

テムの開発 

株式会社マリ 京都市 新型コロナウイルスの重症化予測のための非接触で呼吸数の日

時変化を計測するスマートフォンアプリケーション開発 

株式会社 YOKOITO 京都市 デジタルファブリケーション技術を活用した開発・生産統合型拠

点の整備 

リージョナルフィッシュ株

式会社 

京都市 AI/IoT活用によるスマート陸上養殖の実現 

株式会社 RUTILEA 京都市 ソーシャルディスタンス確保のための距離センサ開発・販売 

 

（参考）「スタートアップによる新型コロナ課題解決事業」について  

  (1) 目的 

    新型コロナウイルスの感染拡大により，医療，福祉，教育，文化等のあらゆる分野

において，想定できなかった新たな課題が顕在化している中，新しい技術，斬新なア

イデアにより，社会課題の解決に挑戦するスタートアップをサポートし，社会課題の

克服と市民生活の向上を図る 

  

 (2) 補助対象者 

   ア スタートアップ（創業１０年未満） 

※ 応募時点で京都市内に拠点がないスタートアップ，創業予定者でも応募可能

ですが，令和３年３月１日までに京都市内に事業所等を設けることが必要。 

イ 京都市の企業認定制度で認定を受けている中小・ベンチャー企業 

※ 対象企業は，京都市ベンチャー企業目利き委員会Ａランク認定企業，オスカ

ー認定企業，知恵創出“目の輝き”認定企業，「これからの１０００年を紡ぐ

企業認定」認定企業，京都市スタートアップ支援ファンド投資先企業，京都

市輝く地域企業表彰企業となります。 

  

 (3) 補助金額等 

補助金額上限 １００万円， 補助率 ４／５以内 

  

 (4) 募集期間 

    令和２年６月１２日（金）～６月３０日（火） 

 

(5) 事業主体・協力 

【事業主体】京都市，公益財団法人京都高度技術研究所（ＡＳＴＥＭ）  

   【協  力】京都リサーチパーク株式会社，ＪＥＴＲＯ京都 


