
Digital Smart City HAMAMATSU
パートナー会員の概要

ソフトバンク株式会社

本拠所在地 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー

URL https://www.nttdocomo.co.jp/
代表者 井伊 基之
設立年月 1991年8月
業種 通信・ネットワーキング
事業概要 モバイル通信事業 携帯電話サービス、光ブロードバ

ンドサービス、各サービスの端末機器販売 など
スマートライフ事業 動画配信サービス、電子書籍
サービス等のdマーケットを通じたサービス など
その他の事業 システムの開発、保守受託 など

関心のある分野 モビリティ / 防災・安全 / 健康・医療・福祉 / 農林業 / 
教育・子育て / 観光・商業

協力内容 【PF】本プラットフォームのデータ連携基盤を活用した
実証実験のプロジェクトに対して、ネットワーク回線を
提供する（上限有）。

株式会社NTTドコモ

本拠所在地 東京都港区海岸一丁目7番1号
URL https://www.softbank.jp/biz/
代表者 宮川 潤一
設立年月 1986年12月
業種 通信・ネットワーキング
事業概要 主な事業内容は移動通信サービスの提供、携帯端

末の販売、固定通信サービスの提供、インターネット
接続サービスの提供。

関心のある分野 モビリティ / 防災・安全 / 健康・医療・福祉 / 農林業 / 
教育・子育て / 観光・商業 / デジタル・ガバメント

協力内容 【PF】本プラットフォームのデータ連携基盤を活用した
実証実験のプロジェクトに対して、ネットワーク回線を
提供する（上限有）。
【会員】会員に対して、コロナ対策における、Yahoo 
DS.INSIGHTを提供する。



Digital Smart City HAMAMATSU

パートナー会員の概要

本拠所在地 浜松市中区元城町216-19
URL https://www.con-fujiyama.com/
代表者 藤山 義修
設立年月 1967年4月
業種 建設総合コンサルタント
事業概要 「コンサルタント部門」「測量・調査部門」「空間情報部門」の3つの

部門を柱とする建設総合コンサルタント。
土木設計、インフラメンテナンス、都市計画、農村地域計画、上下
水道設計、建築設計、環境調査及びアセスメント、地質調査、文
化財調査・計画、測量調査、補償調査、地籍調査、空間計測、
システム構築(GIS) 他

関心のある分野 エネルギー / モビリティ / 防災・安全 / 
健康・医療・福祉 / 農林業 / 教育・子育て / 
観光・商業 / 産業（ものづくり） / デジタル・ガバメント

協力内容 【会員】官民連携プラットフォームや会員が実施するプ
ロジェクトに対し、浜松市が所有しているデータ（イン
フラ、土地、農地、都市計画、文化財等）について
分析、アドバイスを行い、それらの許可申請や利用す
る一般的な形態へのデータ変換を無償で実施。

株式会社トラジェクトリー株式会社フジヤマ

本拠所在地 東京都中央区銀座2-4-1 銀楽ビルディング５F
URL https://trajectory.jp/
代表者 小関 賢次
設立年月 2018年3月
業種 コンピューター(ソフトウェア)
事業概要 主な事業はAI管制プラットフォームTRJX、ドローン空

域シミュレーターなどドローンに関するソフトウェア開発
AI管制システムTRJXは、UTMに求められる運航管
理機能に加え、複数の無人航空機が同時に展開可
能な安全な飛行ルートを自動生成する機能を有する。

関心のある分野 モビリティ / 防災・安全 / 農林業 / 観光・商業 / 
デジタル・ガバメント

協力内容 【PF】既存の市内点群データをAI管制プラットフォームに取り
込み、浜松市内の飛行可能・禁止エリアを公開する。
【PF】産業用ドローン人材の育成セミナーの共催。また、セミ
ナー参加者に対して飛行シミュレーター機能をモニター提供。
【PF】有人地帯における目視外飛行(レベル4)の社会実装
に向けたサービスやソリューションの立案・検討



Digital Smart City HAMAMATSU

パートナー会員の概要

本拠所在地 静岡県浜松市中区和地山3-1-7
URL https://www.planetwalker.biz
代表者 和久田 康司
設立年月 2019年1月
業種 コンピューター - ITサービス
事業概要 仕事のある場所をベースに、「自分にあった仕事を探し

ている」DX人材と、「優秀な地元人材を低コストで採
用したい、採用に向けた能力や適性の検証をおこない
たい」地方企業のマッチングを行うサービスを展開。
DX人材に対する情報発信等。地方創生SNS

関心のある分野 モビリティ / 観光・商業 / デジタル・ガバメント

協力内容 【会員】会員へのデジタル人材マッチングサービスの基
本機能の無償提供(登録料、維持費、成果報酬)
【会員】DX人材が登録しているマッチングサービス等を
通じた官民連携PFの活動等に関する情報発信

PlanetWalker株式会社
特定非営利活動法人
はままつ子育てネットワークぴっぴ

本拠所在地 静岡県浜松市中区富塚町1406番地の10
URL https://npo.hamamatsu-pippi.net/
代表者 原田 博子
設立年月 2006年4月
業種 非営利活動
事業概要 浜松市および周辺地域の人々に対する、子育て関

係の情報収集発信、講座及び研修事業。
主な事業は、浜松市の子育てに関して、行政と民間
の情報を一度に見ることができる「浜松子育て情報サ
イトぴっぴ」の運営。

関心のある分野 防災・安全 / 健康・医療・福祉 /教育・子育て / 
観光・商業

協力内容 【会員】事業推進の過程で築いた子育て中の親、支援団
体、医療・教育機関などとのネットワークを活かした助言
（子育て層の課題等）や子育て層への橋渡し。
【PF】子育て世代に対する情報や先端技術を活用した新た
なサービスの提案。
【PF】子育て世代を対象としたセミナーやイベントの共催。



Digital Smart City HAMAMATSU

パートナー会員の概要

本拠所在地 浜松市東区半田町104-3
URL http://npo6seiwith.sakura.ne.jp/
代表者 斯波 千秋
設立年月 1996年4月
業種 非営利活動
事業概要 浜松市内2事業所で障がい福祉サービス事業を実施。

障がいのある人の自立支援に関する事業として、生
活訓練を提供。その他啓発活動など。
地域との交流、海外からの障がいを持つ留学生の受
け入れ等障がいのある人々の社会参加と自立を促進。

関心のある分野 健康・医療・福祉

協力内容 【会員】市内の視覚障がい者とのネットワークを活かし
た助言（視覚障がい者の課題等）や視覚障がい者
への橋渡し。
【PF】視覚障がい者へのICTを活用したサービス、支
援メニューの提案。
【PF】視覚障がい者へのICT支援セミナーの共催等。

特定非営利活動法人六星
特定非営利活動法人
浜松NPOネットワークセンター

本拠所在地 静岡県浜松市中区佐鳴台3-52-23
URL https://www.n-pocket.jp/
代表者 井ノ上 美津恵
設立年月 1998年4月
業種 非営利活動
事業概要 多様な活動を行う市民・団体をつなぐ中間支援

障害のある人の雇用と就労を支援するジョブコーチの
派遣・養成
障害のある人の在宅講座、バーチャル工房等、ICTを
活用したコミュニケーションや社会参加の支援

関心のある分野 健康・医療・福祉 / 教育・子育て

協力内容 【会員】市内の高齢者や障がいのある方々とのネットワークを
活かした助言（高齢者や障がいのある方々の課題等）や
高齢者や障がいのある方々への橋渡し。
【PF】高齢者や障がいのある方々へのICTを活用したサービ
ス、支援メニューの提案。
【PF】高齢者や障がいのある方々へのICT支援セミナーの共
催等。



Digital Smart City HAMAMATSU

パートナー会員の概要

本拠所在地 浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー20F
URL https://www.hamamatsusoft.com/
代表者 森川 恭徳
設立年月 2010年10月21日
業種 非営利活動
事業概要 調査研究、情報化支援、新技術普及促進、交流促

進、人材育成、産業再生・創出支援

関心のある分野 モビリティ / 健康・医療・福祉 / 教育・子育て / 産業
（ものづくり）

協力内容 【PF】お出かけ講座
【会員】デジタル化に関するシンポジウム・セミ
ナー・勉強会の開催の企画・実行

特定非営利活動法人浜松ソフト産業協会

本拠所在地 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号クリムゾンハウス
URL https://corp.mobile.rakuten.co.jp/
代表者 矢澤俊介
設立年月 2018年1月
業種 通信・ネットワーキング
事業概要 楽天モバイル 携帯電話サービス、端末機器の開

発・販売、楽天モバイルショップの展開
楽天ひかり 光回線インターネットサービスの提供
楽天シニア 健康寿命の延伸をサポートするサービス
の提供

関心のある分野 エネルギー/モビリティ/ 防災・安全/ 健康・医療・福祉/ 
農林業/教育・子育て/ 観光・商業/ 産業/デジタル・ガ
バメント

協力内容 【PF】本プラットフォームのデータ連携基盤を活用した実
証実験のプロジェクトに対して、ネットワーク回線を提供す
る（上限有）。
【会員】会員様の提案内容に合わせて、楽天グループ
の様々なサービスを活用した新たな地域活性様式を提
案・提供する。

楽天モバイル株式会社



Digital Smart City HAMAMATSU

本拠所在地 〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-1-1. 目黒セ
ントラルスクエア

URL https://aws.amazon.com/jp/
代表者 長崎 忠雄
設立年月 2009年8月
業種 クラウドサービス
事業概要 Amazonが総合オンラインストアの展開で長年培って

きた クラウドコンピューティング技術から生まれたアマゾ
ン ウェブ サービス (AWS)。

関心のある分野 モビリティ / 防災・安全 / 健康・医療・福祉 / 農林業 /
教育・子育て / 観光・商業 / デジタル・ガバメント

協力内容 【PF】本プラットフォームのデータ連携基盤
を活用した実証実験プロジェクトにおける
AWS Startup Rampとの連携
【会員】AWS Startup Rampプログラムを通
して、各企業のニーズに応じた無料利用クレ
ジットの提供

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

パートナー会員の概要

NO IMAGE

本拠所在地 京都府長岡京市東神足一丁目10番1号

URL https://www.murata.com/ja-jp

代表者 代表取締役会長 村田 恒夫
代表取締役社長 中島 規巨

設立年月 1950年12月23日

業種 総合電子部品メーカー

事業概要 テレビ、PC、スマートフォンなど、ムラタの電子部品は身の回りの
あらゆる電子機器に使われ、豊かな暮らしの実現に貢献してき
ました。通信、モビリティ、環境、ウェルネスなど、拡大するエレクト
ロニクス領域においてもInnovatorとして今後も新しい価値を
提供していきます。

関心のある分野 エネルギー/モビリティ/防災・安全/健康・医療・福祉/農林業/
教育・子育て/観光・商業/産業（ものづくり/デジタル・ガバメン
ト

協力内容 【会員】センサプラットフォーム「Pifaa」の提供
https://solution.murata.com/ja-jp/service/pifaa/
・Edgeデバイス先着100台（クラウドサービス含む、各センサは
3種まで）を半年間無償提供いたします。
・無償利用の場合は、3か月時点で中間報告、半年後に最終
報告をお願いいたします。

株式会社村田製作所


