
一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年３月分） 

【五十音順】 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

【無料 web セミナーのご案内】2021 年 3 月 24 日（水）発表会『 プラント DX 最先端 ～ ドローンで変えるメンテナ

ンス 』（2021/3/11 (木)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

「第 4 期 MURC アクセラレータ LEAP OVER」 審査結果発表（2021/3/22 (月)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

株式会社 Acompany は NICT が主催する起業家万博で 2 位を獲得！「審査員特別賞」含む多くの賞を受賞

（2021/3/5 (金)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

Axelspace successfully launched 4 

GRUS satellites（2021/3/22 (月)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

Axelspace and KSAT expand their 

strategic partnership（2021/3/29 (月)） 

 

アジアクエスト株式会社（URL） 

アジアクエスト、NTT 西日本グループと資本業務提携により、AWS を活用したクラウドソリューション領域を強化

（2021/4/1 (木)） 

 

アジアクエスト株式会社（URL） 

【参加費無料】ウェビナー『ビフォーコロナ・アフターコロナの東南アジア DX 事情 ～インドネシア小売編～』を 4/14 に共催・

支援いたします（2021/3/31 (水)） 

 

アジアクエスト株式会社（URL） 

アジアクエスト、『DX 経営図鑑』をアルク出版より刊行（2021/3/2 (火)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

NTT データが「Future Vision Studio」による未来ビジュアライズワークショップを実施し、「10 年先のデジタル社会のビジョ

ン」を創造（2021/3/30 (火)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

知財を活かすスタートアップメディア「YES! IP」に代表の永井とテクノロジーインテリジェンス部部長川口のインタビューが掲載

されました（2021/3/19 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000075072.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000020489.html
https://acompany.tech/news/acompany-nict-pitch-awarded/
https://www.axelspace.com/2021-03/pr_210322
https://www.axelspace.com/2021-03/pr_210329
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000019319.html
https://www.asia-quest.jp/news/28319/
https://www.asia-quest.jp/news/28241/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000169.000007141.html
https://www.astamuse.co.jp/information/2021/0319/
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【五十音順】 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

新規事業創出・オープンイノベーション支援 SaaS「InnovationCapital Pathfinder（ICP）」において新機能「特許ス

コアリング」の提供を開始（2021/3/16 (火)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

世界の脱炭素関連研究開発投資額は 1,100 億米ドル！日本は近未来の人工光合成技術に強みあり ～脱炭素系

関連技術における有望企業/大学研究機関の技術資産スコアランキングを公開～（2021/3/9 (火)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

【バイオインフォマティクス・創薬研究・バイオマス生産技術など】アスタミューゼがバイオベンチャーの事業推進を支援。研究

職・開発職の完全無料の採用企画を限定 30 社に提供（2021/3/9 (火)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

積極的な転職希望層が急増！「キャリアの一貫性」からくる「やりがい」を重視！ 2 度の緊急事態宣言を経たコロナ禍の 1

年間による転職希望者の意識変容【アスタミューゼ調べ】（2021/3/5 (金)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

＜3 月 8 日～10 日開催＞日本最大級の製造業オンライン展示会『日本の製造業の未来展 2021 春』に出展します

（2021/3/2 (火)） 

 

inaho 株式会社（URL） 

「東京カレンダー」に掲載されました（2021/3/19 (金)） 

 

inaho 株式会社（URL） 

「第 9 回ロボット大賞」農林水産大臣賞を受賞しました（2021/3/11 (木)） 

 

inaho 株式会社（URL） 

日本経済新聞に掲載されました（2021/3/3 (水)） 

 

株式会社 ELYZA（URL） 

株式会社 ELYZA、“EY Innovative Startup 2021”を受賞（2021/3/17 (水)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

【オンライン配信】デジタル経営変革フォーラム 2021-データドリブン改革をもたらす DX 新潮流-（2021/3/29 (月)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

出展 200 社以上・豪華全 28 セミナー決定！オンライン展示会「教育総合サミット 2021 Spring」無料来場登録を開

始（2021/3/25 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000168.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000167.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000165.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000164.000007141.html
https://inaho.co/news/5204
https://inaho.co/news/5187
https://inaho.co/news/5182
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000047565.html
https://events.nikkei.co.jp/36170/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003730.000002581.html
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Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

JBA × JCBA 初共催イベント 「SDGs × ブロックチェーン・暗号資産が切り拓く 21 世紀！」4 月 22 日 無料オンライン

開催（2021/3/25 (木)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

「AI との協業」で、ケアマネジャーの本来業務を支援（2021/3/26 (金)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

「読売新聞」掲載 / My Answer 【介護って？】（2021/3/26 (金)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

ケアマネの救世主！ケアプラン作成支援 AI「ミルモぷらん」（2021/3/22 (月)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

AI がケアプラン作成をサポート ウェルモ、「ミルモぷらん」を正式リリース（2021/3/22 (月)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

ケアプラン作成支援 AI が発売開始、ウェルモ 製品化は 2 社目（2021/3/18 (木)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

事業構想オンラインニュース ウェルモ ケアプラン作成支援 AI「ミルモぷらん」発売開始（2021/3/18 (木)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

ケアプラン作成の負担を大幅に低減、ウェルモが介護の現場での AI 活用を提案（2021/3/18 (木)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

ケアプラン作成支援 AI が新たに市場へ 

介護 IT サービスのウェルモが発表（2021/3/17 (水)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

「地域包括ケアシステム DX」のコンセプト動画を公開（2021/3/17 (水)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

ケアマネジャー向け ケアプラン作成支援 AI「ミルモぷらん」発売開始（2021/3/17 (水)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

ウェルモ、「地域包括ケアシステム DX」のコンセプト動画を公開、地域包括ケアシステムのハブであるケアマネジャーをデジタ

ル支援（2021/3/17 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000061087.html
https://project.nikkeibp.co.jp/behealth/atcl/feature/00004/032300261/?P=1
https://welmo.co.jp/news/archives/1361
https://www.kaigo-news.net/news_bZqNbhKhek.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-22-2.html
https://www.caremanagement.jp/news/detail/19004
https://www.projectdesign.jp/199902/news/009265.php
https://news.mynavi.jp/article/careweek21-1/
https://www.cbnews.jp/news/entry/20210317174321
https://welmo.co.jp/news/archives/1353
https://welmo.co.jp/news/archives/1354
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000018462.html
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株式会社ウェルモ（URL） 

ケアマネジャー向け ケアプラン作成支援 AI「ミルモぷらん」発売開始（2021/3/17 (水)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

AirX、三密を避けてヘリで都内のお花見できる遊覧プランを販売開始（2021/3/26 (金)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

AirX、「箱根駒ヶ岳山頂」から出発するヘリコプター遊覧プランを販売開始 富士箱根伊豆国立公園の景色を空から一望

できる、業界初の山頂出発のフライト（2021/3/23 (火)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

AirX、志摩スペイン村ヘリポートを活用し、伊勢志摩直行便を販売開始（2021/3/15 (月)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

AirX、ホワイトデー限定ヘリコプター遊覧プランを通常の 30%OFF で販売開始（2021/3/12 (金)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

Hmcomm、都築電気がコンタクトセンター向け音声認識 AI「VContact」の販売を開始（2021/3/25 (木)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

東京都臨床工学技士会 会誌 2 月号に記事が掲載されました（2021/3/1 (月)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

Aniwo 株式会社、代表取締役 副社長・Japan CEO 就任のお知らせ（2021/4/1 (木)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

エーアイスクエア、看護職向け新型コロナウイルス関連相談チャットボットの運用開始（2021/4/5 (月)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

京都市ベンチャー企業目利き委員会 第 59 回（第 57 期）、第 60 回（第 58 期）目利き委員会で新たに 6 社がＡ

ランクに認定されました（2021/3/15 (月)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

森ビル株式会社、みずほ銀行他８社がサポーターとして参画決定 ！あわせて環境省の環境スタートアップ大賞表彰イベ

ントのピッチ・展示会参加の 37 社を公開！（2021/3/5 (金)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

『Voil』が【長期インターン満足度ランキング 2020】発表！長期インターン口コミサービス Voil が長期インターン満足度の高

い企業上位 10 社を発表いたします（2021/3/31 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000018462.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000033941.html
https://hmcom.co.jp/post-1766/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000062562.html
http://www.venture-mekiki.jp/2021/03/17/%e7%ac%ac59%e5%9b%9e%e3%80%81%e7%ac%ac60%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e5%88%a9%e3%81%8d%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9a/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000063842.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000053336.html
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株式会社エクサウィザーズ（URL） 

AI×社会課題解決に取り組む「株式会社エクサウィザーズ」に出資（2021/3/22 (月)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

エクサウィザーズ、アフラック生命と業務提携 保険事業および全社 DX の推進や新規事業開発で協働（2021/3/22 

(月)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

株式会社エクサウィザーズとの業務提携について（2021/3/22 (月)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

【東京都／DX 推進実証実験プロジェクト】第 1 期「社会変革 DX 領域」の採択スタートアップ企業が決定いたしました！

（2021/3/19 (金)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

ヨコオタロウ、いとうまい子、日本 CPO 協会など登壇者を追加発表！『エンジニア type』オンラインカンファレンス（2021 年

４月 13 日～17 日）開催情報を更新（2021/3/18 (木)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

エクサウィザーズ、TECH PLAY、Tably 共同開発「DIA（デジタルイノベーターアセスメント）for PM」提供開始

（2021/3/15 (月)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

TECH PLAY・エクサウィザーズ・Tably 共同開発「DIA（デジタルイノベーターアセスメント）for PM」提供開始

（2021/3/15 (月)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

プレイド主催、注目企業合同の採用プロジェクト「issue club」が本日正式公開（2021/3/15 (月)） 

 

AP TECH 株式会社（URL） 

『iPhone 振るだけ SOS』の設定方法 ～iPhone だけでシンプルにみまもるモード～（2021/3/31 (水)） 

 

AP TECH 株式会社（URL） 

プレスリリース：『iPhone 振るだけ SOS』機能を 2021 年３月 31 日（水）にリリース！（2021/3/30 (火)） 

 

AP TECH 株式会社（URL） 

緊急地震速報・防災速報を Apple Watch で受け取ろう（2021/3/22 (月)） 

 

AP TECH 株式会社（URL） 

iPad アプリ「【施設用】Hachi」の操作説明動画更新しました（2021/3/12 (金)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000046468.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000030192.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000121.000035597.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000071140.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000268.000012506.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000030192.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000071591.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000164.000010620.html
https://aptechnology.co.jp/2021/03/31/app-2/
https://aptechnology.co.jp/2021/03/30/pressrelease/
https://aptechnology.co.jp/2021/03/22/app/
https://aptechnology.co.jp/2021/03/12/ipad%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%8c%e3%80%90%e6%96%bd%e8%a8%ad%e7%94%a8%e3%80%91hachi%e3%80%8d%e3%81%ae%e6%93%8d%e4%bd%9c%e8%aa%ac%e6%98%8e%e5%8b%95%e7%94%bb%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be/
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AP TECH 株式会社（URL） 

「Hachi」公式アプリアップデートのお知らせ（2021/3/9 (火)） 

 

AP TECH 株式会社（URL） 

本日 3 月 8 日(月)より「おしらせメール」機能リリース！（2021/3/8 (月)） 

 

AP TECH 株式会社（URL） 

「血中酸素ウェルネス」の自動計測を設定しよう（2021/3/5 (金)） 

 

AP TECH 株式会社（URL） 

Hachi の紹介動画、できました！（2021/3/2 (火)） 

 

AP TECH 株式会社（URL） 

プレスリリース：Android 端末やガラケー向け「おしらせメール」機能追加！（2021/3/2 (火)） 

 

エリー株式会社（URL） 

EY Innovative Startup イノベーションを推進するスタートアップ企業を表彰します（2021/3/17 (水)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

AI（人工知能）を活用した「小児白血病診断支援システム」、国立成育医療研究センターと共同研究を開始

（2021/3/31 (水)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

FRONTEO、エルピクセルとの共同研究を開始  

自然言語解析 AI と画像解析 AI を組み合わせ、新たに認知症診断支援領域の医療 AI 開発を目指す（2021/3/16 

(火)） 

 

株式会社 O: (オー）（URL） 

調査発表 │ コロナ下新卒第 1 世代 400 人に聞くオンボーディング概況調査…意外にもテレワークで 1 年目を過ごした

新入社員の約 7 割が「満足」と回答（2021/3/25 (木)） 

 

株式会社クォンタムオペレーション（URL） 

オンライン開催の「CES」で世界から注目された日本のスタートアップ（2021/4/1 (木)） 

 

株式会社クォンタムオペレーション（URL） 

「CES2021 で表彰！スタートアップが受賞報告会 日経イノベーション・ミートアップ」への参加（2021/4/1 (木)） 

 

https://aptechnology.co.jp/2021/03/09/%e3%80%8chachi%e3%80%8d%e5%85%ac%e5%bc%8f%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b-2/
https://aptechnology.co.jp/2021/03/08/oshirasemail/
https://aptechnology.co.jp/2021/03/05/spo2/
https://aptechnology.co.jp/2021/03/02/hachi%e3%81%ae%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%80%81%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/
https://aptechnology.co.jp/2021/03/02/android/
https://www.ey.com/ja_jp/ey-innovative-startup
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000010005.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000355.000006776.html
https://o-inc.jp/news/1026
https://forbesjapan.com/articles/detail/40490/1/1/1
https://quantum-op.co.jp/news/202104676.html
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株式会社カミナシ（旧：ユリシーズ株式会社）（URL） 

【4/8 開催 無料セミナー】HACCP 完全義務化！今こそ見直そう。本当にやるべき「品質管理」とは？（2021/3/29 

(月)） 

 

株式会社カミナシ（旧：ユリシーズ株式会社）（URL） 

現場改善プラットフォーム『カミナシ』、シリーズ A で総額約 11 億円の資金調達を実施（2021/3/4 (木)） 

 

株式会社カミナシ（旧：ユリシーズ株式会社）（URL） 

カミナシの執行役員に河内佑介が就任 さらなる事業加速と組織拡大に向け、経営体制を強化（2021/3/4 (木)） 

 

株式会社グッドフェローズ（URL） 

ボディメイクをしながら電気を自給自足！無料で通える「ダイエットジム発電所」をオープン（2021/4/1 (木)） 

 

株式会社グッドフェローズ（URL） 

発電量をまとめて見える化！「タイナビ発電所」の新サービスで脱炭素社会へ（2021/3/26 (金)） 

 

株式会社グッドフェローズ（URL） 

FIT・再生可能エネルギー発電関連システム・サービス市場/参入企業実態調査 2021（2021/3/17 (水)） 

 

株式会社グッドフェローズ（URL） 

電力・ガス・エネルギーサービス市場戦略総調査 2021 総括編（2021/3/4 (木)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

グルーヴス、京都府プロフェッショナル人材戦略拠点（公益財団法人京都産業２１内）と連携を開始（2021/3/31 

(水)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

grooves、IT エンジニア採用におけるオンライン面接導入状況の実態調査（2021/3/29 (月)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

「管理職」をネガティブに捉えるのがもったいない理由――古川陽介氏、和田卓人氏、松本亮介氏らが語るスペシャリストま

での歩み（2021/3/29 (月)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

9 割超の企業がオンライン面接を継続意向、オンラインでも選考通過率や入社後のギャップは変化なし（2021/3/29 

(月)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

IT エンジニア採用におけるオンライン面接導入状況の実態調査（2021/3/25 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000054269.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000054269.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000054269.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000025653.html
https://solarjournal.jp/solarpower/39405/
https://www.fuji-keizai.co.jp/report/detail.html?code=162010833
https://www.fuji-keizai.co.jp/report/detail.html?code=162008830
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000106.000005321.html
https://ict-enews.net/2021/03/29grooves/
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/2103/25/news006.html
https://codezine.jp/article/detail/13834
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000105.000005321.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年３月分） 

【五十音順】 

株式会社 grooves（URL） 

WorkTech を活用し適正な人事評価制度構築を支援（2021/3/4 (木)） 

 

株式会社ゲイト（URL） 

2021 年度版の中小企業白書(案)に掲載され、再構築事例として、中小企業 350 万社のトップバッターをつとめさせてい

ただきました（2021/3/20 (土)） 

 

株式会社 cotree（URL） 

オンラインカウンセリングの cotree、「法人・団体向けプラン」開始のお知らせ（2021/3/30 (火)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

第5回  AI・人工知能EXPO【春】 にConcierge Uが出展いたします 開催期間：2021/4/7（水）～4/9（金）

（2021/3/24 (水)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

社内ヘルプデスクの自動化に特化した高機能 AI チャットボット『KUZEN アシスタント』利用ユーザー数 10 万人突破！

（2021/3/23 (火)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

ENEOS 株式会社、高機能 AI チャットボット「KUZEN アシスタント」で社内コミュニケーションを自動化（2021/3/10 

(水)） 

 

株式会社昆虫食の entomo（URL） 

◆告知◆4/23(金)オンラインセミナー「産業化を意識した昆虫食の最新動向および可能性と課題 」（2021/3/22 

(月)） 

 

株式会社 SHIFT PLUS（URL） 

高知の自然、食、文化を満喫できるシェアオフィスが高知市中心部に誕生 ～SHIFT PLUS がシェアオフィス事業の戦略

パートナーに～（2021/3/22 (月)） 

 

株式会社シマント（URL） 

大手企業と国内・海外スタートアップとの協業マッチングコンテスト 「TOKYO CHALLENGE100 （T-100）」 に選出さ

れました（2021/3/2 (火)） 

 

JOINS 株式会社（URL） 

地方に大企業「副業人材」 自治体の橋渡し活発化 経営革新や DX 期待（2021/3/22 (月)） 

 

JOINS 株式会社（URL） 

オリーブ農園の 2 代目社長、副業人材に任せて見えた新商品の工程表（2021/3/18 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000104.000005321.html
https://www.facebook.com/gateinc.jp/photos/a.246464742193684/1797144200459056
https://cotree.co/posts/corprelease
https://www.ai-expo.jp/ja-jp.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000017833.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000017833.html
https://entomo.jp/blog/online-seminar-20210423.html
https://shiftplus.inc/shareoffice_press/
https://ils.tokyo/t-100/
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO70143190Z10C21A3ML0000/?unlock=1
https://smbiz.asahi.com/article/14270818?fbclid=IwAR1wZBXTiioGVF7MdezPcGY4xQihRdQDKANDaAXvaQ_cN1ld8L3fEAgNeb0


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年３月分） 

【五十音順】 

JOINS 株式会社（URL） 

JOINS を利用いただいている企業ならびに人材パートナーをご紹介いただきました。 副業 IT 人材が挑む行政や中小企

業の DX、コロナを人材獲得の契機に（2021/3/10 (水)） 

 

JOINS 株式会社（URL） 

ツギノジダイにて、代表の猪尾が寄稿させていただいた記事が公開されました（2021/3/11 (木)） 

 

JOINS 株式会社（URL） 

ダイヤモンドオンラインにて代表の猪尾が寄稿させていただいた記事が公開されました（2021/3/2 (火)） 

 

株式会社笑下村塾（URL） 

子どもの自殺を食い止めるため、著名人が集結。著名人が新学期を前に、過去のいじめを赤裸々に語る。（2021/3/26 

(金)） 

 

株式会社情報工場（URL） 

ダイヤモンド・オンラインで連載中の書評シリーズ「イノベーション的発想を磨く」。第 131 回『恐れのない組織』を取り上げま

した。ピクサーの傑作を生むフィードバックは、なぜ「あら探し」にならないのか（2021/3/24 (水)） 

 

株式会社情報工場（URL） 

日刊工業新聞社の「ニュースイッチ」で担当している書評連載「読学のススメ」。第 89 回は、『音声 UX ～ことばをデザイン

するための 111 の法則』を紹介しました。【音声ＵＸ】大事なのは“対等な関係性”、理想の「機械との対話」とは？

（2021/3/21 (日)） 

 

株式会社情報工場（URL） 

産経新聞の読書面「ビジネスパーソンの必読書」で『「鬼滅の刃」に学ぶ』『物理学者のすごい思考法』『恐れのない組織』の

３冊の書評を担当しました。（2021/3/21 (日)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

ICSE（ChpI Japan 国際医薬品開発展同時開催）出展のご案内（2021/4/6 (火)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

雑誌「実験医学」に当社でも活用しているゲノム編集法が掲載されました（2021/3/26 (金)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

ERS Genomics とセツロテックが CRISPR/Cas9 ライセンス契約を締結-ノーベル賞を受賞した CRISPR 技術を 遺伝子

改変細胞・動物モデルの開発に応用-（2021/3/10 (水)） 

 

ZEROBILLBANK JAPAN 株式会社（URL） 

2021 年 02 月 24 日 株式会社フィンプラネットが、日本マイクロソフト株式会社が主催するパートナー協業プログラムに

参画（2021/3/31 (水)） 

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01572/030800003/
https://smbiz.asahi.com/article/14196878
https://diamond.jp/articles/-/264205
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000028753.html
https://diamond.jp/articles/-/265474
https://newswitch.jp/p/26448
https://www.sankei.com/life/news/210321/lif2103210018-n1.html
https://www.setsurotech.com/news/3609/
https://www.setsurotech.com/news/3563/
https://www.setsurotech.com/news/3478/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000049729.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年３月分） 

【五十音順】 

 

ZEROBILLBANK JAPAN 株式会社（URL） 

上京者がスマホから簡単に故郷の特産品を紹介できる、地方創生や地域振興のニューノーマルを目指したサービスの実証

実験を開始（2021/3/22 (月)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

石川県穴水町・タスカジ・JTB コミュニケーションデザイン 地域の特産物お取り寄せ＆オンライン料理イベント「オンライン牡

蠣まつり」5 月 22 日開催！（2021/3/30 (火)） 

 

株式会社チカク（URL） 

卒園式、入園式などの季節のイベントの動画をテレビに送れる「まごチャンネル」が、Amazon の売れ筋ランキング、人気ギフ

トランキング、およびほしい物ランキングで 1 位を獲得（2021/3/16 (火)） 

 

株式会社チカク（URL） 

「まごチャンネル」のチカクが EY Innovative Startup 2021（Agetech 部門）を受賞（2021/3/17 (水)） 

 

株式会社チカク（URL） 

「まごチャンネル」のチカクが PoC Ground Tokyo 成果報告会の第 1 部・第 2 部、双方に登壇（2021/3/23 (火)） 

 

株式会社チカク（URL） 

【事後レポート】「まごチャンネル」のチカクが PoC Ground Tokyo 成果報告会の第 1 部・第 2 部で「シニア向けテレビ電

話」の実証結果を報告（2021/3/26 (金)） 

 

知能技術株式会社（URL） 

世界最大のテクノロジーとカルチャーの祭典 SXSW（サウス・バイ・サウスウエスト）に TechBiz 採択８社が出展、「東雲め

ぐ」をナビゲーターに Official Event も開催（2021/3/15 (月)） 

 

株式会社チャレナジー（URL） 

隔月刊 「地球温暖化」（がんばれ！中小企業！！ 七転八起）に掲載されました（2021/3/15 (月)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

株式会社 T-ICU、事業拡大に伴う本社移転のお知らせ さらなる集中治療医不足の解決、質の高い医療現場環境を

創造（2021/3/24 (水)） 

 

株式会社ディーセントワーク（URL） 

森ビル株式会社、みずほ銀行他８社がサポーターとして参画決定 ！あわせて環境省の環境スタートアップ大賞表彰イベ

ントのピッチ・展示会参加の 37 社を公開！（2021/3/5 (金)） 

 

株式会社ディーピーエス（URL） 

京大発「ディープテック」企業、脱炭素で頭角現す EV 部材、次世代太陽電池を事業化へ（2021/3/8 (月)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000021034.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000020281.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000112.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000115.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000037875.html
https://challenergy.com/news/00365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000033988.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000063842.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJB18E9U0Y1A210C2000000/?unlock=1
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【五十音順】 

 

株式会社データグリッド（URL） 

[データグリッド×NTT テクノクロス×ドコモ gacco 共同リリース] 日本初となる「AI を活用した MOOC 講座」を開講

（2021/3/12 (金)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

デジタルグリッドプラットフォーム（DGP)を活用した、コーポレート PPA による太陽光発電のオフサイト自己託送について、株

式会社 FD 様・ソニー株式会社様との鼎談が日本経済新聞朝刊 3 月 2 日付に掲載されました。（2021/3/2 (火)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

弊社は、2030 年度の温室効果ガス削減目標について、国際的団体である SBT イニシアチブから、気候変動による世界

の平均気温上昇を産業革命前と比べ 1.5°C に抑えるという「1.5°C 目標」の認定を受けました。また、「Business 

Ambition for 1.5°C」キャンペーンにも賛同を表明しました。（2021/3/23 (火)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

再生可能エネルギー拡大に寄与する「電力取引所」運営のデジタルグリッド。脱炭素社会を目指して SBT イニシアチブ

「1.5°C 目標」の認定を取得。（2021/3/23 (火)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

アサヒグループホールディングス株式会社様への「デジタルグリッドプラットフォーム（DGP）」を活用したRE100 対応電力の

供給開始に関して（2021/3/31 (水)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

アサヒグループの関東・関西地区の 19 工場で購入する電力を再生可能エネルギーに切り替え（2021/3/31 (水)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

東大発ベンチャーのデジタルグリッド、脱炭素への新たな取り組み。アサヒグループの電力調達で、4 月から RE100 対応電

力を供給（2021/3/31 (水)） 

 

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（URL） 

東京都 King Salmon Project イベントにて、DFree の実証実験の成果を発表させていただきました 

「スタートアップ企業の成長と課題解決～スタートアップ都市・東京の実現に向けて～」（2021/3/2 (火)） 

 

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（URL） 

東京ケアウィーク’21 に、DFree Professional を出展します（2021/3/2 (火)） 

 

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（URL） 

【3/26(金）ウェビナー参加者募集】X-HUB TOKYO 成果発信イベントを開催！ 

先輩起業家によるパネルディスカッションを通して、海外展開における成功の秘訣や、海外エコシステムの活用方法などをお

届けします。（2021/3/17 (水)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000034722.html
https://www.digitalgrid.com/pdf/article210302.pdf
https://www.digitalgrid.com/pdf/article210323.pdf
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000045726.html
https://www.digitalgrid.com/pdf/article210331.pdf
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000058947.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000045726.html
https://kingsalmon.tokyo/event/
https://www-biz.co/2021/03/16/4052/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000071241.html
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【五十音順】 

 

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（URL） 

介護ソリューション展示会（全国 13 会場）に、DFree を展示いたします（2021/3/26 (金)） 

 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

3 月 14 日（日）放送、MBS「TOKIO テラス 国分太一 スタートアップ企業の未来を照らす」に堀が出演します！

（2021/3/12 (金)） 

 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

「Plug and Play Japan」の「Winter/Spring 2021 Summit」に弊社代表、堀が登壇します！（2021/3/15 

(月)） 

 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

世界中のアニマルヘルス業界に携わる人たちと交流するためのサイト 

「Global Animal Health Network」（英語） で弊社代表、堀がインタビューを受けました！（2021/3/18 (木)） 

 

株式会社 DroneFutureAviation（URL） 

ネコ型配膳ロボット【BellaBot】を 1 週間無料貸出しサービス開始！コロナに負けるな！応援企画。（2021/3/30 

(火)） 

 

株式会社 Nextremer（URL） 

AI 案内サイネージサービスを東急グループへ提供、共同で渋谷駅観光案内所の DX を推進（2021/3/24 (水)） 

 

BionicM 株式会社（URL） 

公益財団法人鉄道弘済会義肢装具サポートセンターとパワード義足の開発・普及における協働契約締結

（2021/3/23 (火)） 

 

BionicM 株式会社（URL） 

東大発義足ベンチャー BionicM 株式会社、公益財団法人鉄道弘済会義肢装具サポートセンターとパワード義足の開

発・普及における協働契約締結（2021/3/23 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

With/After コロナ時代の観光地モデルづくりに挑戦！北海道ニセコに空き情報配信サービス「VACAN」を提供

（2021/3/1 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

阪急 32 番街の混雑状況をリアルタイムに可視化！空き情報配信サービス「VACAN」を提供開始（2021/3/1 (月)） 

 

https://www-biz.co/2021/03/26/4062/
https://tolettacat.com/blogs/news/20210312
https://tolettacat.com/blogs/news/20210315
https://www.globalanimalhealthnetwork.com/videos
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000028572.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000017379.html
https://www.bionicm.com/2021/03/23/tetsudokosaikai/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000043008.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000144.000018933.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年３月分） 
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株式会社バカン（URL） 

上海でサービス提供を開始！「上海コネクトリーイノベーションインキュベーションセンター」でトイレの空き情報をリアルタイムに

配信（2021/3/3 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

スタートアップ企業等の新技術を活用し「新常態」を創造する「NEW NORMAL LAB 渋谷」開催（2021/3/3 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

岐阜県で初！災害時に避難所 53 カ所の混雑可視化に活用。岐阜県下呂市に、混雑状況をリアルタイムに伝える

「VACAN」を提供開始（2021/3/4 (木)） 

 

株式会社バカン（URL） 

球場で初導入！トイレ個室内に広告を配信する「AirKnock Ads」、メットライフドームに提供開始（2021/3/15 

(月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 39 カ所の混雑可視化に活用。茨城県神栖市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開

始（2021/3/15 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

行列発生を抑制し、安全性と快適性を両立！カレーハウス CoCo 壱番屋 豊洲センタービル店に、順番待ち予約サービス

「VACAN Q ticket」を提供開始（2021/3/16 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

西日本鉄道と日立の実証実験に参画。福岡天神・博多エリアで商業施設のリアルタイム混雑情報を提供（2021/3/17 

(水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

鹿児島県で初！災害時に避難所 21 カ所の混雑可視化に活用。鹿児島県長島町に、混雑状況をリアルタイムに伝える

「VACAN」を提供開始（2021/3/18 (木)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 50 カ所の混雑可視化に活用。長崎県壱岐市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開

始（2021/3/19 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

イベント会場での行列発生を抑制！大丸京都店に、順番待ち予約サービス「VACAN Q ticket」を提供開始

（2021/3/22 (月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000075533.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000146.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000148.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000149.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000152.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000153.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000151.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000154.000018933.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年３月分） 

【五十音順】 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 25 カ所の混雑可視化に活用。埼玉県蓮田市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開

始（2021/3/22 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所の混雑を可視化し分散避難を支援。栃木県に混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開始

（2021/3/22 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 102 カ所の混雑可視化に活用。栃木県栃木市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供

開始（2021/3/24 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 49 カ所の混雑可視化に活用。静岡県富士宮市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供

開始（2021/3/24 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 50 カ所の混雑可視化に活用。鹿児島県日置市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供

開始（2021/3/24 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 58 カ所の混雑可視化に活用。埼玉県久喜市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開

始（2021/3/26 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 51 カ所の混雑可視化に活用。長崎県大村市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開

始（2021/3/29 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

弊社の事業が、東京都中小企業振興公社の事業可能性評価事業で「事業の可能性十分あり」と評価されました

（2021/3/30 (火)） 

 

株式会社ハタプロ（URL） 

無人・非接触・自動で口腔機能トレーニングをおこなう AI ロボットを共同開発（2021/3/30 (火)） 

 

Vanguard Industries 株式会社（URL） 

3 月 12 日（金）ウェビナー開催「世界で注目を集める日本のベビーテック。イノベーターが CES2021 を語る」

（2021/3/10 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000155.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000157.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000158.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000156.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000160.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000161.000018933.html
https://corp.vacan.com/news/news_award1.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000019590.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000026733.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年３月分） 

【五十音順】 

Vanguard Industries 株式会社（URL） 

b8ta Japan と凸版印刷、バーチャル空間上でショッピングを可能する「IoA Shopping™」を開発、「Virtual b8ta」で実

証実験を開始（2021/3/22 (月)） 

 

Vanguard Industries 株式会社（URL） 

【体験型ストア b8ta(ベータ)】福岡ポップアップストアの出品商品ラインナップを発表（2021/3/31 (水)） 

 

株式会社ビーワンカレッジ（URL） 

人工知能学会 知識流通ネットワーク研究会において弊社代表広瀬が発表させていただきました（2021/3/19 (金)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

赤ちゃんの寝かしつけをサポートするスマートベッドライト「ainenne」予約開始（2021/3/29 (月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

ファーメンステーション、グローバル・オープンイノベーション・プログラム『Food Tech Studio - Bites!』に選出（2021/3/8 

(月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

岩手県産ヒエのヌカを世界で初めて化粧品原料化、サステナブル原料として「ヒエヌカオイル」「ヒエヌカエキス」の取扱を開始

（2021/3/9 (火)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

「中四国環境ビジネスネット（B-net）フォーラム Online 2021」にて 講演（2021/3/9 (火)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

【全日空商事・ファーメンステーション】持続可能な社会に向けた未利用資源 再生・循環パートナーシップ 「お米とバナナ

の除菌ウエットティッシュ」 誕生（2021/3/10 (水)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

ファーメンステーション、第三者割当増資により 2 億円の資金調達を完了、未利用資源の再生・循環でサステナブルな事

業開発・技術強化を加速（2021/3/15 (月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

日本経済新聞に掲載 

「食品から化粧品素材  ファーメンステーション､2 億円調達」（2021/3/15 (月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

Tech Crunch Japan に掲載 

「規格外バナナでウエットティッシュ、循環型社会を目指すファーメンステーションが総額 2 億円調達」（2021/3/17 

(水)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000053185.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000053185.html
https://beonecollege.co.jp/news/2021/03/19/news/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000023831.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000051332.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000051332.html
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%ef%bc%9a%e3%80%8c%e4%b8%ad%e5%9b%9b%e5%9b%bd%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%8d%e3%83%83/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000051332.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000051332.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ107FK0Q1A310C2000000/
https://jp.techcrunch.com/2021/03/15/fermenstation/?guccounter=1


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年３月分） 

【五十音順】 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

WWD Japan に掲載 

「発酵技術のファーメンステーションが 2 億円の資金調達」（2021/3/17 (水)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

流通ニュースに掲載 

「JR 東日本／発酵技術のスタートアップ「ファーメンステーション」と資本業務提携」（2021/3/17 (水)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

IBM デジタルメディア 「Mugendai（無限大）」に掲載 

「リカレント教育で培ったビジネスの芽。ファーメンステーションが描く、発酵から広がる循環サイクルとは」（2021/3/30 

(火)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

ファーメンステーションが象印マホービンと未利用資源再生・循環パートナーシップ：炊飯試験時のごはんから作る発酵アル

コールを配合し「試食ごはんの除菌ウエットティッシュ」を商品化（2021/3/31 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

代表 石川が登壇した「Govtech Conference Japan #5」の開催レポートが公開されました（2021/3/10 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

朝日新聞社に弊社サービスについて取り上げていただきました（2021/3/18 (木)） 

 

PLANT DATA 株式会社（URL） 

「愛媛大学発ベンチャー」の認定を授与されました。（2021/3/12 (金)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

脳にいいアプリが経済産業省-関東経済産業局に紹介されました（2021/3/13 (土)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

NIKKEI STYLE「出世ナビ」に弊社 CEO 原のインタビューが掲載されました（2021/3/1 (月)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

オンライン診療のサイバーセキュリティと医療 ISAC の試みについて（2021/3/1 (月)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

デジタルヘルスのメッカを目指す京都大学の挑戦（2021/3/30 (火)） 

 

https://www.wwdjapan.com/articles/1191918
https://www.ryutsuu.biz/strategy/n031518.html
https://www.ibm.com/blogs/think/jp-ja/mugendai-210329-interview-fermenstation/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000051332.html
https://jp.cic.com/news/announce/govtech-conference-japan-05-report/
https://www.asahi.com/articles/ASP3974X3P36PLFA001.html
https://plantdata.net/files/20210312_ehime-u_venture_certificate.pdf
https://bspr.co.jp/news/371/
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO69403040V20C21A2000000?channel=DF180320167086
https://dht.micin.jp/cybersecurity/cybersecurity04/
https://dht.micin.jp/samd/samd08/


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年３月分） 

【五十音順】 

株式会社 MICIN（URL） 

在日米国商工会議所の月刊誌「The ACCJ Journal」に弊社 SVP 草間のインタビューが掲載されました（2021/3/30 

(火)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

私募の取扱いによる事業型ファンド組成のお知らせ（2021/3/23 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

照れたり、ムッとしたり、そわそわしたり。 どこか懐かしい未来のファミリーロボット「BOCCO emo」（ボッコ エモ）［2021 年

3 月 1 日新発売］（2021/3/1 (月)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

Robot pets help ease virus isolation in Japan（2021/3/4 (木)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

コミュニケーション・ロボットを生み出している「ユカイ工学」に注目（2021/3/15 (月)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

ユカイ工学が競技用ロボット「ユカイなピコハンロボット」を開発 全国小学生プログラミング大会「ゼロワングランドスラム」に向

けて ーロボスタ（2021/3/22 (月)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

2021 年度全国小学生プログラミング大会「ゼロワングランドスラム」向け競技用ロボット「ユカイなピコハンロボット」をユカイ工

学が開発（2021/3/22 (月)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

ユカイ工学、小学生競技用ロボ（2021/3/24 (水)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

BOCCO emo が「銅賞」を受賞!「家電大賞 2020-2021」IoT スマートホーム部門（2021/3/25 (木)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

「MORE」2021 年 5 月号 

しっぽのついたクッション型セラピーロボット「Qoobo」が掲載されました。（2021/3/27 (土)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

フジサンケイビジネスアイに掲載されました 

「実家の親・留守中の子供らを把握 IT で見守り、孤立解消にも期待」（2021/3/27 (土)） 

 

https://micin.jp/news/4472
https://www.securite.jp/news/release?a=126
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000138.000015618.html
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/03/04/national/social-issues/robots-virus-isolation/
https://www.j-wave.co.jp/original/tmr/cxvox/15237.html
https://robotstart.info/2021/03/22/yukai-pico-pico-hammer-robot.html
https://www.ux-xu.com/news/20210322
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00592464?isReadConfirmed=true
https://www.ux-xu.com/news/20210325
https://www.ux-xu.com/media/more_20210327
https://www.sankeibiz.jp/econome/news/210329/eci2103290941001-n1.htm


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年３月分） 

【五十音順】 

ユニロボット株式会社（URL） 

統合型アクセラレータープログラム「TRIBUS 2020」の成果発表会を開催（2021/3/18 (木)） 

 

ユニロボット株式会社（URL） 

統合型アクセラレータープログラム「TRIBUS2020」の成果発表会「TRIBUS Investors Day」を開催！（2021/3/18 

(木)） 

 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

高知家の出会い・結婚・子育て応援団交流会「育休プチ MBA～育児と仕事を両立するための考え方を学ぶ勉強会～」

を開催しました！（2021/3/15 (月)） 

 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

育休プチ MBA🄬：高知県主催 開催報告（2021/3/16 (火)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000043114.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000392.000016550.html
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