企業名

創業年

資本金

従業員数

業種

製品・サービス名称

利用形態

主なターゲット 概要

利用しているオープンデータ

全国の図書館の蔵書・貸し出し情報などを組
み合わせて、全国6000以上の図書館のリア
ルタイムな貸出状況を簡単に検索（横断検
図書館の蔵書・貸出情報、
索・表示を可能）できるサービス。バナー広告
やグッズ販売等を組み合わせることでサービ
スを収益化している。

株式会社カーリル

2012年6月4日 3,000,000円

Webサービス

図書館検索サイト「カーリル」

web

一般消費者

株式会社ハレックス

1993年4月1日 100,000,000円

コンサルティング

オリジナル気象システム
HalexDream！や船舶向け運行
情報提供サービス「VMS」など

サービス提供

気象情報を活用したビジネスソリューションを
提供。HalexDream!や緊急地震速報「なまずき
法人、自治体
気象情報、災害情報、海象
ん」などのサービスを民間事業者に販売。ソ
など
情報など。
リューションに必要な各種の気象情報活用も
ツールも合わせて提供している。

web

不動産・金融
業
個人不動産投
資家

株式会社おたに

2010年3月

株式会社PASCO

#############

8,758,480,000
円

2010年2月

29,100,000円

株式会社スピニングワー
クス

株式会社ウォーターセル 2011年7月14日 30,000,000円

5,000,000,000
円

2618人

不動産の空間情報をもとに賃料の推定や不
動産価値の算出を行っており、不動産・金融
業へ不動産に関する追加情報を表示できる
地理情報、空間情報
バージョンの有料サービスを提供を予定して
いる。個人投資家からもREIT（リート)の購入
の基準になるとして評価を受けている。

オープンデータに関わる
売上規模

売上高として8,000,000
円。（2013.5時点）

URL

https://calil.jp/

http://www.halex.co.jp/ser
vice/index.html

売上高50,000,000円を見
http://geeo.otani.co/
込む

Webサービス

不動産価格測定「GEEO」

空間情報サービ
ス
コンサルティング

商圏大勝、DR-Infoなど(GIS)
防災ガイドマップ、出社予測分析 サービス提供
など(コンサルティング)

衛星、航空機、車両などからの計測データを
法人、自治体
空間情報、災害情報、気象
加工・分析し、顧客のニーズにあったシステム
など
情報など
を構築・提供する。

サービス提供
コンサルティング
受託開発

書店・図書館の在庫検索サイト
「Takestock」

一般消費者

全国1400店舗の書店と、6100箇所の図書館
の在庫・蔵書を調べ、入力された位置情報を 店舗POS/在庫システム
もとに最寄の店舗・図書館の情報を提供す
図書館蔵書・貸し出し情報
る。APIとして「カーリル」を利用している。

https://takestock.jp/

航空写真を用いて、圃場ごとに作業記録・育
成記録を記録し、クラウドによって、場所を選
ばずにアクセスできるサービス。農林水産省
航空写真(Yahoo）
の農薬データベースとリンクし、成分を調べる
ことや、育成結果をエクセルに出力することも
できる。

http://www.agrinote.jp/agri_note/

web、アプリ

売上高5481,5000,000円
(2013.4～2014.3)

http://www.pasco.co.jp/pr
oducts/giscloud/

23人

農業コンサルティ
農業支援ツール「アグリノート」
ング

サービス提供・
アプリ

農家

1300人

ITコンサルティン
グ

農業生産者向け収穫予測モデ
ルなど（開発中）

システム提供

気象情報や生産者情報をもとにした収穫量
予測・消費者の需要を予測して作る作付・出
法人、自治体
荷判断システム等を利用した、農業生産者向 気象情報、農作業データ
など
けの経営管理システム。物流・金融・保険業
への農業関連事業支援も行う予定。

http://www.jsol.co.jp/stre
ngth/jsol_agri/service.html

システム・データ
提供

マーケティング支援
「ナイトレイGISメッシュデータ」

データ提供

SNSデータを曜日・時間別集計、カテゴリ集
GIS利用企業・ 計、混雑店舗集計、口コミワード集計、パーソ
SNSデータ、地理情報
自治体
ン集計を行い加工したものを、エリアマーケ
ティング向けに提供する。

http://nightley.jp/archives
/969

株式会社JSOL

2006年7月

株式会社ナイトレイ

2011年1月

Opower ,東京電力

2013年10月
(サービス提携
開始時)

ソフトウェアサービ
ス
でんき家計簿
電力会社

サービス提供

一般消費者

東京電力が提供する「でんき家計簿」のサー
ビスに、Opowerの技術を導入して、世帯状
況・使用家電などが似た家庭と電力消費量や 電力使用データ、世帯情報
料金、使用家電等の比較をすることを可能に
した。

http://opower.co.jp/comp
any/newspress/press_releases/103

株式会社アサヒ地水探
査

1975年6月3日 35,000,000円

調査、工事・メンテ
地質専門家向けサービス「Gナンス・システム
SpaceⅡ」
開発

データ提供

地質専門家
(法人含む)

地理情報、地質情報、地盤情報、化学物質濃
度など様々なデータを元に、分析を行い、災 地理データ、地盤データ、化
害リスク評価やロケーションマップ、住宅地盤 学物質濃度データなど
評価などを提供している。

http://gspace.asahigs.co.jp/data_vi
ew_service.html

システム・データ
提供
コンサルティング

データ提供

一般消費者・
不動産業

居住地の地理情報や地震などの災害に対す 地理データ、災害データ、災
る安心度を地理データ・災害データなどから 害対策データ、地盤データな
分析し、レポートとして作成するサービス。
ど

http://geonetonline.com/g
eox/service2.html

株式会社ジオネット・オン
ライン

2009年3月

22,000,000円

住環境サステナブルレポートな
ど

株式会社大和ハウス

161,699,201,49
1995年4月5日
14380人
6円

株式会社日立ビルシステ
5,105,091,000
1956年10月1日
ム
円

株式会社137

2014年1月

株式会社ピー・アール・
オー/株式会社 旭広告
社

806人

株式会社大日本印刷 C
＆I事業部

株式会社富士通システ
ムズ・イースト

株式会社ウェルモ

株式会社タウン・クリエー
ション

株式会社アイズファクト
リー

株式会社ライジングサン
コーポレーション

株式会社地盤ネット

7600人

建設業

500,000,000円

2013年4月30日 25,250,000円

2013年6月

5,000,000円

2000年4月25日 13,0971,000円

1982年12月

20,000,000円

2014年10月1日 300,000,000円

株式会社富士通・福岡市 1935年6月20日

3246億2500万
円

データ提供

http://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000254.00000
2296.html

http://www.hitachi.co.jp/p
roducts/infrastructure/pr
oduct_site/urban/bivale/in
dex.html

ビル設備の製造
販売・保守
ビル管理

気象情報を活用した省エネサー
システム提供
ビス「BIVALE」

BIVALEは「エネルギー」「セキュリティ」「ビル
管理」の統合管理でビル経営と運用における
ビル管理者、 問題を解決するソリューションサービスで、ビ
ビル管理データ
テナント
ル管理の省力化やテナントの管理業務の軽
減を可能にするとともに、テナントのニーズに
対する迅速な対応でビルの価値を上げる。

ITサービス提供
コンサルティング

電話を利用した情報収集「5co
Voice」

システム提供

一般消費者・
自治体

電話やSMSを利用した情報収集サービスで、
大規模設備を利用しない即時性の高い情報 気象情報、避難情報、防災・
収集とデータの自動集約が可能になるシステ 防犯情報など
ム。

http://137.co.jp/service

アプリ提供

買い物・観光
客

横浜の地域に特化した情報をまとめたアプ
リ。地図上に店舗情報などを表示する機能や
地理情報、店舗情報
クーポン等のお得情報、貯めてキャンペーン
に応募できるスタンプ機能もある。

https://atloco.jp/

マーケティング支援データ「DNP
データ提供
エリアダッシュ」

個人・法人事
業店舗

エリアごとに居住者の属性分析を行い、折込
チラシやDMなどの販売促進の効率化に加
国勢調査データ
え、新商圏の開発・出店に対する情報提供を
行うサービス。

http://www.dnp.co.jp/cio/
solution/detail/10011040_
5309.html

Myルートガイド、@ami'z、ぷらな
び

ウェブ上の地図で行きたい場所を選んでいく
と、自動的に移動ルートが作成されるサービ
観光客、地元 ス。土地勘のない人が行動計画を立てるのに
地理データ、店舗情報
住民
役立つ。店舗情報を有料で地図に載せること
で収益化を図っている。観光客誘致に一役買
うと思われている。

ソフトウェア・シス
横浜情報アプリ
テム開発
「あとろこ横浜」
広告業

システム開発

1979年4月

災害予測「ココゆれ」

任意の地点を選択入力することで、5年先か
ら50年先まで5年単位の、震度（5弱以上～6
戸建住宅を検 強以上）の地震の発生確率と当該地点付近
地理情報、断層情報
討するお客様 の断層情報（予測震度･距離･深さ･マグニ
チュード･発生確率）を解析し、約30秒で結果
を表示できるツール。

5157 システム開発

webページ

福祉関連システム 介護関係者向け「ミルモタブレッ タブレット端末ア .介護支援専
開発
ト」
プリ
門員

不動産事業者

バス利用者向けツール
「BUSit.jp」

NFC利用サービ
バス利用者
ス

データ分析
システム開発

営業効率化システム「bodais」

システム提供

ソフトウェア開発

あなたの街の教えて小児科 in
Hachioji

webアプリ

地盤に関するセカ
地盤情報発信「地盤安心ネット」 websサービス
ンドオピニオン

ITコンサルティン
グ、アプリ・web開 防犯情報アプリ「けいご君」
発

アプリ

タブレット端末にて提供される、介護関連情報
提供アプリ。事業所検索や事業所の外観/内
装等の写真閲覧、その他の情報を網羅して
介護施設情報、自治体発表
いて、利用者のニーズに合わせた事業所を
情報
探すことができる。さらに、自治体からのお知
らせ、業界ニュースがタイムリーに更新され、
必要な情報を取得することができる。

http://www.welmo.co.jp/s
ervice.html

バスの待ち時間をスマートフォンのNFC機能
を用いて調べるサービスで、バス停のＢＵＳｉ
ｔ」ステッカーにスマートフォンをかざすだけ
で、バスの運行状況がわかる。

バス運行表

http://www.busit.jp/

受注履歴、営業履歴、顧客リ
ストなど

http://bodais.jp/about/

休日診療の情報など

http://hachioji.keizai.biz/h
eadline/1746/

ハザードマップ
土砂災害危険箇所マップ

http://www.jibanmap.jp/m
ap/main.php

地理情報、防犯情報

http://www.city.fukuoka.lg.
jp/soki/joho/shisei/applic
ation/keigokun.html

自動で顧客に関するデータの分析処理を行
い、効率的な営業を支援し、受注確率の上昇
やコストの削減を生む。
小児科を標榜する八王子市内の病院や診療
所などの情報をまとめたウェブアプリで、GPS
を活用して自分の現在地から近い順に病院
小児科利用者 などの情報を見ることができるほか、授乳ス
ペースやベビーベッドなどを備えた施設「赤
ちゃん・ふらっと」の場所も調べることができ
る。
地盤安心マップはWeb上で住所を入力するだ
けで地盤の強弱をはじめとした様々な地盤情
一般消費者
報を閲覧できるサービスで、地盤改良工事の
必要性、地歴の閲覧、その他情報の重ね合
わせ表示ができる。
福岡市内の防犯情報をリアルタイムで通知す
るAndroid版アプリで、福岡県警から発信され
一般消費者
る「ふっけい安心メール」の内容をリアルタイ
ムで通知，身近な防犯情報を知ることで，防
犯意識を高めます。
法人

http://opendata.nikkei.co.j
p/article/20130930407455
8564/

特定非営利活動法人横
浜コミュニティデザイン・
ラボ

横浜の抱える課題について、市民が提案し、
その解決策を一緒に考えることを目的とした
もので、国勢調査などによって得られたデー
国勢調査データ
タもサイト内で公開していたり、地域のイベン
トや、住民へのインタビューが掲載されていた
りする。
ゴミの問題の解決のため、まず正しいゴミの
自治体のごみ分別・収集
捨て方を普及させることを目的として開発され
データ
ました。

2003年11月

特定非営利活動
法人

LOCAL GOOD YOKOHAMA

webサービス

横浜市民

2013年5月7日

特定非営利活動
法人

ごみ分別情報「5374.jp」

アプリ

一般消費者

2014年

化粧品販売

美肌県グランプリ

webページ

一般消費者

日本政策金融金庫

2008年10月1日

金融事業者

移動販売ビジネスに関するレ
ポート

資料として活用 関連事業者

株式会社ナビタイムジャ
パン

2000年3月1日 90,000,000円

アプリ・web開発

経路探索ツール「NAVITIME」

アプリ

アプリ利用者

既存の経路探索アプリ「NAVITIME」内で検索
自治体公開の避難場所デー
できる避難場所情報に、各自治体が公開して
タ
いる避難場所データを追加した。

http://corporate.navitime.
co.jp/topics/pr/201503/0
5_2958.html

アプリ開発

AED使用促進アプリ「AED SOS」

AED SOS・アプ
リ紹介ページ

一般消費者

AEDの使用率上昇を目的として、設置場所情
報と位置情報を元に、アプリを開発している。 AED設置情報
このアプリの開発資金を集めるインフォグラ 平成25年版救急救助の現況
フィック内で、消防庁が発表していた、AEDの （総務省消防庁）
使用率等のオープンデータが使われていた。

http://www.coaido.com/

https://mykoho.jp/

https://www.valuepress.com/corporation/36
916

特定非営利活動法人
Code for Kanazawa

株式会社POLA

Coaido株式会社

気象情報とPOLAが持つ、女性の肌情報をも
とに、地理的・気象的要因と肌の状態との関
連を調べたサイト。都道府県別の肌ランキン 気象データ
グも行われており、肌の評価得点と、気象影
響の大きさがわかる。
東京都福祉保健局『食品衛
オープンデータを活用した市場調査を行い、 生関係事業報告』
移動販売ビジネスの可能性と必要性につい ㈶自動車検査登録情報協会
て迫っている。
『形状別自動車保有車両数』
経済産業省資料

一般社団法人オープン・
コーポレイツ・ジャパン

一般財団法人

マイ広報誌

webページ

一般消費者

オープンデータ化された広報紙データ、或い
は公開されている広報紙データ(PDF等)を共
通フォーマットに登録・収集し、利用者が設定
自治体の広報誌
した購読条件に応じてデータカタログを検索
し、各地の広報紙を自由にネット上で見ること
を可能にするサービス。

株式会社まちづくりプラッ
2013年2月11日 5,000,000円
トフォーム

アプリ・web開発

旅プラ

アプリ

一般消費者

位置情報を元に、付近の店舗情報を表示す
る。また、観光地を周遊させるために、スタン 店舗情報
プラリーを行い、スタンプを押すことができる 地理情報
店舗の情報をアプリ内で表示している。

http://yokohama.localgood
.jp/

http://5374.jp/

http://www.pola.co.jp/spe
cial/bihadaken/

https://www.jfc.go.jp/n/fin
dings/pdf/tyousa_gttupou_
1301.pdf

