
 

 
 
 

【D-EGGS PROJECT 最終採択 30 者と当日の放送順】 

※現時点での想定であり、交通状況などにより多少の前後は発生します。 

※現時点での想定であり、配信当日までに予告なく変更する場合があります。 

 形式 出演予定 
場所など 起案者 イベント概要・実証実験内容 

オー
プニ
ング 

LIVE 12:00〜 
Camps オープニングアクト 出発式・知事ご挨拶など 

１ LIVE Camps 株式会社結.JAPAN 
「旅⾏前に集まれなくても，みんなで リモー
ト旅⾏計画」-離れていてもみんなで旅⾏計画
できるアプリ 「nicody（ニコディ）」 

２ LIVE Camps トリプル・ダブリュー・ジ
ャパン株式会社 

排泄予測デバイス DFree を活⽤した排尿に困
りごとを抱えるシニア層向け安⼼モビリティサ
ービス 

３ LIVE Camps 株式会社 cookpy 
クラウドキッチンプラットフォーム cookpy を
活⽤し“途絶えてしまいそうな 絶品グルメ”を
未来へと残す⽀援をしたい 

４ VTR 株式会社エイトノット 

瀬⼾内海・離島地域の物資輸送を⾃律航⾏ EV
⽔上ドローンで⽀援することで， 持続可能な
物流インフラの構築と移住者を引きつけるスマ
ートアイランドを実現する 

５ VTR サイトセンシング株式会社 With コロナ時代，3D モデルによる既存 住⼾
/設備現況リモート管理サービス 

６ LIVE 似島 株式会社 Medii 広島県内での専⾨医偏在化問題の解決を通して
全国の地域医療格差の解決を図る 

７ LIVE 似島 株式会社 MITAS Medical スマートフォン接続型眼科診療機器と ソフト
ウェアを⽤いた眼科画像遠隔診断サービス 

８ VTR 広島⼤学 学術・社会連携
室 バイオデザイン部⾨ 

疫禍下でも安定供給できる 3D プリント技術を
⽤いた医療機器の分散型製造実証実験および 
IoT技術を活⽤した機能拡張システムのグロー
バル展開：未来型「医療機器の$100 ショッ
プ」構想 

９ VTR 株式会社 Mellow 
キッチンカーを活⽤した地域課題の解決〜新た
な⽣活様式に対応可能な次世代型移動店舗「シ
ョップ・モビリティ」の 普及〜 

１０ LIVE 呉市 株式会社 Ashirase 
視覚障がい者向け「あしらせ」事業 
聴覚を妨げず，安全への余裕が持てる靴挿⼊型
歩⾏ナビゲーション 



 

１１ VTR 株式会社 Spornia 
クラブやアスリートの SNS や YouTube デー
タからコンテンツの魅⼒を可視化して，スポン
サー獲得を⽀援する 

１２ VTR エンゲート株式会社 
Sports Empowerment Platform 
〜世界初のスポーツ特化型SNS ギフティング
〜 

１３ VTR ⾼専枠 全国の⾼専⽣が社会課題を解決すべく考え出し
たアプリケーションなどのご紹介 

SP LIVE 
⽵原市 
街並み保
存地区 

サムライインキュベート 
スペシャルコンテンツ 

サムライインキュベートが広島から発信する 
特別なコンテンツのご紹介 

１４ LIVE ⽵原 株式会社 Placy Forget the reviews. Follow your rhythm. ⾳楽
で場所と出会う地図 Placy 

１５ VTR 株式会社イクシス 

ロボット×AI ベンチャーが⼿掛ける遠隔イン
フラ点検システムの実証 
〜インフラ⽼朽化・熟練技能者減・コロナ下の
課題を AI/AR で解決〜 

１６ VTR ⼤信産業株式会社 

衛星×ドローンの最適な利⽤”ハイブリッド型
センシング”を通じて①各市町村農業委員会向
け耕作放棄地検出システムを通じた，ほ場毎の
農地パトロール調査のデジタル化＆②農業⽣産
法⼈向け営農管理システムを通じたデータ駆動
型農業の双⽅を実現する 

１７ LIVE 尾道市 AVA Intelligence 株式会社 広島県内での旅⾏体験価値向上に向けた AI パ
ーソナル提案サービスの実現 

１８ LIVE 尾道市内 株式会社 nyans 
廃棄量 9割のジビエをペットフードに活⽤
し，無益な「殺処」を有益な「殺⽣」に。プレ
ミアムキャットフード事業 

１９ VTR やさいバス株式会社 やさいバス広島による「無理なく，楽しく，お
いしく」つながる Smart コミュニティ事業 

２０ LIVE 三原駅周
辺 Carstay 株式会社 

⽇本初モビリティ版アルベルゴディ  フーゾ 
〜⾞中泊を利⽤した滞在型観光での経済効果の
実証〜 

２１ LIVE 三原駅周
辺 株式会社横⼭セイミツ 

新コンセプトのストレッチにデジタル 技術を
掛け合わせ，健康増進から⾃⽴をサポートする
サービスを提供し，個の ウェルビーイングか
ら未来の元気な社会づくりをビジョンとしたス
タートアップ 

 21 ⽇ 



 

 形式 出演予定 
場所など 起案者 起案タイトル 

２２ LIVE 北広島町 株式会社ユーリア "2分でわかる！！栄養過不⾜検査” 

２３ LIVE 北広島町 シルタス株式会社 
“スーパーとの購買情報連携による記録の⾃動
化”を特徴とする 1番簡単な健康管理アプリ
SIRU＋（シルタス）を⽤いた実証実験 

２４ VTR Yper 株式会社 中⼭間地域での新たなラストマイルインフラの
構築 

２５ VTR 株式会社 hakken 
乾燥廃棄やさいプロジェクト 
〜フードロス解決へのテクノロジー× 
ローカルイノベーション〜 

２６ VTR NPO法⼈ e-Education 

AI を活⽤した新しい英語教育のカタチで⽇本
の中⾼⽣全員を英語話者に 〜テクノロジーを
活⽤して⽇本と新興国の社会課題を同時に解決
する英語 4技能育成サービス〜 

２７ VTR patternstorage 株式会社 
アパレル製造業者の効率／利益率UP 事業コロ
ナで売り上げが減少している事業所に向けたプ
ログラム 

２８ LIVE 広島市中
区 株式会社ホーン 

コロナ禍における 1⼈外⾷マッチング推進事業
〜ひとりごはん専⽤グルメアプリ「ソロメシ」
による地域のつながり創出〜 

２９ LIVE 広島市中
区 株式会社ゼログラ 旅⾏時間有効活⽤アプリ“FillTime” 

フィ
ナー
レ 

LIVE 13:00〜 
Camps フィナーレ 起案者ご紹介・知事ご挨拶など 

３０ LIVE Camps 株式会社 MagicShields ⾼齢者の転倒による⾻折を防ぐ，転んだときだ
け柔らかい置き床「ころやわ」の実証実験 

 

 

 

 

 

 
 


