
一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年４月分） 

【五十音順】 

 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

一人でも多くの命を救う！ドローンによる夜間の捜索支援サービス「NIGHT HAWKS」の立ち上げに参画します

（2021/4/15 (木)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

アカデミスト、理化学研究所数理創造プログラム（iTHEMS）と共同でオンラインイベント「数理で読み解く科学の世界 

2021」を開催（2021/4/5 (月)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

量子科学技術研究開発機構とアカデミスト、寄付金獲得に向けてクラウドファンディング業務提携契約を締結

（2021/4/7 (水)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

『「役に立たない」科学が役に立つ』をテーマに行われたアカデミスト社＆理研 iTHEMS 様主催のオンラインイベントの内容が

書籍化されました。当社代表・柴藤が編者を務めました。（2021/4/11 (日)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

第一法規の月刊誌『会社法務 A2Z』2021 年 5 月号「経営法談」のコーナーに当社柴藤の寄稿記事「クラウドファンディ

ングが、研究者の「知」と社会をつなぐ」が掲載されました。（2021/4/26 (月)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

三谷産業と Acompany、秘密計算を用いた統合分析の実証実験に成功（2021/4/20 (火)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

メキシコ・ラテンアメリカ地域での AxelGlobe 地球観測データ利用に関する GttNetCorp 社との提携のお知らせ

（2021/4/26 (月)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

小型実証衛星 1 号機（RAPIS-1）日本航空宇宙学会より「技術賞」を受賞（2021/4/28 (水)） 

 

株式会社アクティベートラボ（URL） 

東京都中小企業振興公社の「ウェブ見本市」に掲載（2021/4/12 (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)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000022548.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000033082.html
https://www.corp.academist-cf.com/post/press210406
https://www.corp.academist-cf.com/post/media210412
https://www.corp.academist-cf.com/post/media210426
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000046917.html
https://www.axelspace.com/2021-04/pr_210426?lang=ja
https://www.axelspace.com/2021-04/pr_210428?lang=ja
https://activatelab.co.jp/%e3%80%902021-04-06%e3%80%91%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%8c%af%e8%88%88%e5%85%ac%e7%a4%be%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e8%a6%8b%e6%9c%ac%e5%b8%82/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000019319.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年４月分） 

【五十音順】 

 

アジアクエスト株式会社（URL） 

【参加費無料】ウェビナー『AQW2021『DX 経営図鑑』出版記念第二弾：B2B 事例から考えるコラボレーションの価値と

DX 』を 4/22 に開催します（2021/4/8 (木)） 

 

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、新たに「データ

提供サービス」をリリース（2021/4/15 (木)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

ベンチャー企業の採用支援第 2 弾！ 大学発「素材」ベンチャー30 社にアスタミューゼが「SCOPE」の特別無料プランを提

供します（2021/4/16 (金)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

ベンチャー企業向け採用支援第 3 弾！ 大学発「エネルギー」ベンチャー30 社にアスタミューゼが「SCOPE」の特別無料プ

ランを提供します（2021/4/23 (金)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

ベンチャー企業向け採用支援第 4 弾！ 大学発「環境」ベンチャー30 社にアスタミューゼが「SCOPE」の特別無料プランを

提供します（2021/4/30 (金)） 

 

inaho 株式会社（URL） 

農林水産大臣賞受賞 野菜収穫ロボとサービス ～inaho～（2021/4/5 (月)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

JBA・JCBA 共催イベント登壇のお知らせ「SDGs × ブロックチェーン・暗号資産が切り拓く 21 世紀！」（2021/4/20 

(火)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

ウェルモ、福岡市と AI を活用したケアプラン作成支援システムの構築に関する協定を締結（2021/4/21 (水)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

AirX、1 日 1 室限定「東京～箱根 空の旅と湖畔のくつろぎ」を販売開始 東京から箱根までヘリコプターで約 35 分、プ

ライベートで快適な空の旅（2021/4/15 (木)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

Hmcomm、音声 AI 自動応答システム「Terry」とコールセンター機能を有する「VContact Center Lab」を活用し、圧

倒的低価格の音声 AI 自動応答運用サービスを提供（2021/4/30 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000019319.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000171.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000170.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000172.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000173.000007141.html
https://www.nouson-n.com/media/2021/04/05/6243
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000077687.html
https://www.welmo.co.jp/news/archives/1365
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000033941.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年４月分） 

【五十音順】 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

Hmcomm 株式会社（以下 Hmcomm)）は「BOXIL EXPO 第 2 回 営業・マーケティング展」に出展いたします。

（2021/4/30 (金)） 

 

H2L 株式会社（URL） 

賞金 1000 万ドル 「ANA Avatar XPRIZE」のセミファイナリストに H2L が選出（2021/4/9 (金)） 

 

H2L 株式会社（URL） 

離れていても体験を共有できる「ボディシェアリングのある未来」（2021/4/15 (木)） 

 

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)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

【新規事業担当者必見！】「イスラエル発モビリティ系スタートアップが創る未来」無料オンラインセミナーを 4/28(水)に開催

（2021/4/15 (木)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

イスラエル発サイバーセキュリティ事業を運営する Aniwo、「情報処理安全確保支援士」資格を取得（2021/4/21 

(水)） 

 

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)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

AI/DX の最先端を知る国内外の第一人者が集結 オンラインイベント「ExaForum2021」5 月 18 日・19 日開催

（2021/4/2 (金)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

エクサウィザーズ、世界で最も有望な AI スタートアップ 100 社に選出 CB Insights による調査「AI 100」（2021/4/8 

(木)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

エクサウィザーズ、デロイト トーマツとスマートシティ分野における実証プロジェクトでの協業を開始 スマートシティ構想立案か

ら AI 開発・実装までの支援サービスを提供（2021/4/9 (金)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

エクサウィザーズが最優秀賞を受賞した「堺スタイル・ビジネス・コンテスト」の成果が公開されました。（2021/4/14 (水)） 

 

https://hmcom.co.jp/post-1804/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000006831.html
https://spur.hpplus.jp/fashion/feature/b01_210415/OBGDKRc/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000062562.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000030192.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000030192.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000030192.html
https://exawizards.com/archives/15315


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年４月分） 

【五十音順】 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

エグゼクティブのための DX 推進ネットワーク「JEDIN」設立 DX 先行企業の役員による特別セミナーや情報交換の場を会

員向けに提供（2021/4/14 (水)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

エクサウィザーズ、エクスウェア株式会社を完全子会社化 AI プラットフォーム事業の強化により AI 実用化を加速

（2021/4/26 (月)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

創薬に特化した画像解析 AI「IMACEL（イマセル）」、「Pharma IT & Digital Health Expo 2021」出展のお知ら

せ（2021/4/13 (火)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

「第 80 回日本医学放射線学会総会」にて 医用画像解析ソフトウェア「EIRL Brain Aneurysm」研究成果を発表

（2021/4/15 (木)） 

 

株式会社 OsidOri（URL） 

夫婦の共有家計簿・貯金アプリ「OsidOri（オシドリ）」が総額約 9,300 万円を追加調達。さらに株式投資型クラウドファ

ンディングを 5/9（日）より開始！（2021/4/30 (金)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

ボローニャ FC 本社が HACCP 対応を目的に、現場改善プラットフォーム『カミナシ』を導入（2021/4/28 (水)） 

 

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 Vanguard Industries、クォンタムオペレーション、ファーストアセント３

社の代表が登壇◇３月 30 日 19 時オンライン開催◇日経イノベーション・ミートアップ（2021/4/1 (木)） 

 

株式会社クォンタムオペレーション（URL） 

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） 

シンポジウム『ハームリダクションライフスタイル～健康産業の振興に向けた国際ルール形成について』にて講演

（2021/4/19 (月)） 

 

株式会社クォンタムオペレーション（URL） 

カンファレンス『Cognizance, Indian Institute of Technology Roorkee』にて講演（2021/4/19 (月)） 

 

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)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000030192.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000030192.html
https://lpixel.net/news/information/2021/10284/
https://lpixel.net/news/information/2021/10294/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000047164.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000054269.html
https://eventregist.com/e/nim_ces202103
https://forbesjapan.com/articles/detail/40490/1/1/1
https://quantum-op.co.jp/news/202104684.html
https://quantum-op.co.jp/news/202104689.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000025653.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年４月分） 

【五十音順】 

 

株式会社グッドフェローズ（URL） 

業界初！脱炭素化を推進する企業・自治体向け「産業用 PPA 電気料金比較サービス」を提供開始（2021/4/26 

(月)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

”はたらく場”を届けるプラットフォームを運営する WorkTech 企業グルーヴス、政府系ファンド・地域金融機関ファンド等から

総額 8 億円の資金調達のお知らせ（2021/4/14 (水)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

IT エンジニアのキャリア支援フォークウェル、「第 1 回 GaaS Study ー平井大臣に聞く、デジタル庁が解くべき課題と IT エ

ンジニアの役割」を 5 月 17 日開催（2021/4/15 (木)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

昨年約 1 万 2 千人が参加した大好評オンライン勉強会シリーズ、「Infra Study」2nd シーズンの開催が決定

（2021/4/28 (水)） 

 

株式会社ゲイト（URL） 

さらさらサラダ ▽シリーズ SDGs 海も生産者も豊かに！（2021/4/6 (火)） 

 

株式会社ゲイト（URL） 

2021 年度版中小企業白書の新事業展開事例集に掲載されました（2021/4/26 (月)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

Penglue X KUZEN 共催オンラインセミナー「LINE 運用の限界突破」を実施します。（2021/4/6 (火)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

株式会社コンシェルジュ、LINE 公式アカウントを活用した宿泊予約チャットボットをトランスコスモス株式会社と提携し

「OYO Hotel」に提供開始（2021/4/12 (月)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

株式会社コンシェルジュ、世界最大の人材サービス企業ランスタッドにノーコード対話 AI プラットフォーム「kuzen」を提供開

始、求職者対応を自動化（2021/4/13 (火)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

＜ノーコード対話 AI プラットフォーム「kuzen」＞中国新聞社と AI チャットボットの実証実験開始（2021/4/26 (月)） 

 

株式会社 SHIFT PLUS（URL） 

～高知県から産業創造人材の輩出を加速させる～ SHIFT PLUS が「土佐 MBA」事業の運営をスタート（2021/4/8 

(木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000025653.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000005321.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000108.000005321.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000005321.html
https://www4.nhk.or.jp/P550/x/2021-04-06/21/58642/8241551/
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210423001/20210423001-2.pdf
https://corp.conciergeu.com/news/penglue-x-kuzen%e5%85%b1%e5%82%ac%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%8cline%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%ae%e9%99%90%e7%95%8c%e7%aa%81%e7%a0%b4%e3%80%8d/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000017833.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000017833.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000017833.html
https://shiftplus.inc/2021_tosa_mba/


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年４月分） 

【五十音順】 

 

株式会社 SHIFT PLUS（URL） 

～地域課題を解決する DX 事業をスタート～ 第一弾として「建設分野のデジタル化推進事業」を受託し運営を開始

（2021/4/9 (金)） 

 

株式会社シマント（URL） 

技術と価値をストーリーで伝える。企業の DX を根幹から支援する、シマントのブランドエクスペリエンス（2021/4/20 

(火)） 

 

株式会社笑下村塾（URL） 

【イベント報告】全ての子ども・若者を応援するライブイベント「Change Makers Fes 2021 ~誰かのために動く、キミのた

めの日。~」を 3 月 20 日に初開催、延べ約 3,000 人が視聴・参加（2021/4/27 (火)） 

 

株式会社笑下村塾（URL） 

「ミレニアル世代のリーダーたちが目指す SDGs とこれからの社会」講演会が開催決定（2021/4/30 (金)） 

 

株式会社情報工場（URL） 

書籍ダイジェストサービス 「SERENDIP 」、「d マガジン」の特別企画として書籍ダイジェストの配信を開始～d マガジンを

購読するビジネスパーソン向けに役立つコンテンツを提供～（2021/4/27 (火)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

【無料オンライン】コラボ Web セミナー第 1 弾 cell observation 観察中（2021/4/9 (金)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

シェアリングエコノミー協会、雇用関係を結ばない “シェアワーカー” の働く環境改善を目指し 業界初の「共済」を含めた総

合支援サービスをリリース（2021/4/28 (水)） 

 

株式会社チカク（URL） 

「まごチャンネル」のチカクが「よりよいプロダクトを作るためのコミュニティの活用法」ウェビナー登壇決定（2021/5/10 (月)） 

 

株式会社チカク（URL） 

【事後レポート】Coral Capital 主催の「高齢化社会を支えるスタートアップ～AgeTech～」にチカク代表 梶原が登壇

（2021/4/28 (水)） 

 

株式会社チカク（URL） 

【事後レポート】4 自治体とデジタルデバイド対策や「まごチャンネル」の活用などを意見交換 

デジタルデバイド対策は「福祉」の問題／「デジタル回覧板としての活用に期待」との声も（2021/4/13 (火)） 

 

株式会社チカク（URL） 

「まごチャンネル」を販売・開発するチカクが、パナソニックから 2 人目のレンタル移籍の受け入れ開始（2021/4/12 (月)） 

 

https://shiftplus.inc/kensetsu_dx/
https://goodpatch.com/blog/simount
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000035268.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000136.000002398.html
https://joho-kojo.com/info/pr_20210427/
https://www.setsurotech.com/news/3600/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000022734.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000120.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000117.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000015422.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年４月分） 

【五十音順】 

 

株式会社チカク（URL） 

「まごチャンネル」のチカクが 5 億円を新規調達。累計調達額は約 15 億円に。テレビ局、地銀、保険会社の CVC やグル

ープ会社が新たに資本参画。新たなサービス開発や企業や自治体とのアライアンスを加速（2021/4/6 (火)） 

 

株式会社チカク（URL） 

高齢者の DX を推進するエイジテック企業「株式会社チカク」に出資（2021/4/6 (火)） 

 

知能技術株式会社（URL） 

内閣府がグローバル拠点都市に選定された全国 4 都市がスタートアップ計 50 社を推薦し、内閣府主催のアクセラレーショ

ンプログラムが今年 1 月よりスタートしました。弊社も 4 都市の１つ「大阪・京都・ひょうご神戸コンソーシアム」から推薦を頂

きプログラムに参加させていただきました。4 月 13 日火曜 9：00 から DemoDay です（2021/4/9 (金)） 

 

株式会社チャレナジー（URL） 

「成長の源泉としてのカーボンニュートラル」オンラインセミナー開催【5 月 19 日（水）14:30～】（2021/4/19 (月)） 

 

株式会社チャレナジー（URL） 

『図解 未来を考えるみんなのエネルギー ③新時代のエネルギーを調べてみよう』が汐文社から出版され、風力発電の新

技術の一つとしてチャレナジーの垂直軸型マグナス式風力発電機が取り上げられました（2021/4/15 (木)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

株式会社 T-ICU、京都府スーパーシティ構想の具体化に向け知見提供。医療機関や IT 企業と連携し、医療現場にお

ける新たな価値を創造（2021/4/16 (金)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

「Medtec Japan」共同出展のお知らせ。4 月 14 日（水）～ 16（金）東京ビックサイト＞株式会社 T-ICU は、

2021 年 4 月 14 日（水）～16（金）の 3 日間、医療/介護・福祉/臨床検査などを中心とする医療機器の設計・製

造に関するアジア最大級の専門展示会「Medtec Japan」 に神戸医療産業都市共同出展社として、出展いたします

（2021/4/14 (水)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

雑誌掲載のお知らせ（月刊新医療 2021 年 4 月号）月刊新医療 2021 年 4 月号に弊社代表取締役 中西 智之

による寄稿が掲載されました（2021/4/1 (木)） 

 

株式会社ディーピーエス（URL） 

ディーピーエス、独自の多孔性材料を量産 年１トン体制構築（2021/4/8 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000114.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000046468.html
https://form.typeform.com/to/o1vsZM5N?fbclid=IwAR1ueXYbiDMOdEY-jx99AnEE5q5TiBoEsDl_zs6Xfv40Nv77XLmVWLqY5MI
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000058626.html
https://challenergy.com/news/00368.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000033988.html
https://www.t-icu.co.jp/news/information/1056.html
https://www.t-icu.co.jp/news/media/1041.html
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00594434


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年４月分） 

【五十音順】 

 

株式会社ディビイ（URL） 

株式会社ディビイ（本社：大阪市北区、代表取締役：髙橋 成典）と大阪府は、中小企業の DX 推進を支援するた

め、本日事業連携協定を締結しました。大阪府が立ち上げたプラットフォームにおいて、データやデジタル技術に関する「お

困りごと」を抱える府内中小企業に対し、「大阪府 DX 推進パートナーズ」としてソリューションの提案を行ってまいります

（2021/4/15 (木)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

デジタルグリッド株式会社（本社 東京。以下、デジタルグリッド）は、清水建設株式会社（本社 東京。以下、清水建

設）が設計・施工した複合オフィスビル「横浜グランゲート」への RE100 対応電力の供給を 2021 年 4 月 1 日より開

始しました（2021/4/15 (木)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

EnergyShift に、アサヒグループホールディングス株式会社様による「デジタルグリッドプラットフォーム（DGP）」活用の件の

記事が掲載されました。（2021/4/2 (金)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

アサヒグループ、19 工場で再エネ 100％電力に切り替え DGP で調達（2021/4/2 (金)） 

 

株式会社テンアップ（URL） 

DX タウンに藤沢市の観光促進を目的とした「DX ENOTOWN」が新たに OPEN しました。仮想空間で観光が楽しめるよ

うに 360 度見ることのできる VR を使った録画コンテンツや、ご自宅にいながら江の島観光体験ができるリアルタイム VR な

ど、多数の企画を順次展開していきます（2021/4/23 (金)） 

 

株式会社テンアップ（URL） 

「小学館アクセラレーター」DemoDay（成果発表会）を開催。プログラム参加スタートアップが成果を発表

（2021/4/21 (水)） 

 

株式会社テンクー（URL） 

【初開催決定】20 社超の AI・DX 企業が 3 時間で一挙に登壇 "AI オンライン展示会"富士通・NTT 東日本・川崎重

工業登壇決定/上場企業～上場目前ベンチャー、外資まで国内外先端の AI/ビッグデータ/DX ソリューション企業 20 社

超が連続登壇/オンライン配信/3 時間放送/視聴無料（2021/4/15 (木)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

■放送日：2021 年 4 月 25 日（日） 7:30～8:00■局名：TBS テレビ ”儲かる「ハコビジネス」”という企画の一部

で弊社の設置型ベビーケアルーム mamaro について取材をいただきました（2021/4/20 (火)） 

 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

ファミリーマート パンゲアストア渋谷店にてトレッタを展示中です！現在、株式会社デジタルガレージが運営している渋谷パ

ルコ内「ファミリーマート パンゲアストア渋谷店」にてトレッタを展示中です（2021/4/21 (水)） 

 

https://d-be.co.jp/pressrelease/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%93%e3%82%a4%e3%80%81%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%ba%9c%e3%81%a8%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e9%80%a3%e6%90%ba%e5%8d%94%e5%ae%9a%e3%82%92%e7%b7%a0%e7%b5%90/
article210415.pdf
https://energy-shift.com/news/e5ba5988-03e2-44b2-881b-3a5529b05365
https://www.kankyo-business.jp/news/027759.php
https://www.10up.co.jp/news/20210423.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000400.000016550.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000057715.html
https://www.trim-inc.com/blog/9da1f64a1c4?categoryId=381
https://tolettacat.com/blogs/news/2021-04-21_digitalgarage_familymart


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年４月分） 

【五十音順】 

 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

「週刊エコノミスト」2021 年 4 月 13 日号のペット市場特集に掲載されました！毎日新聞社のビジネス誌「週刊エコノミス

ト」の 2021 年 4 月 13 日号「ペット市場 愛犬・猫の病気を防ぐ新技術」にてトレッタを紹介いただきました（2021/4/16 

(金)） 

 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

「日経トレンディ」5 月号のペットテック特集に掲載されました！旬のモノ・サービスを徹底分析する日経 BP 社の情報誌「日

経トレンディ」5 月号の特集「ペットテック最前線」にてトレッタを紹介いただきました（2021/4/8 (木)） 

 

株式会社 DroneFutureAviation（URL） 

DFA の配送ロボット「YAPE」が「Foodora」とスウェーデン、ストックホルムで世界に先駆けて公道での自律配送テストを開

始！（2021/4/14 (水)） 

 

株式会社 Nextremer（URL） 

4 月 14 日(水)から 3 日間、幕張メッセで開催される「Interop2021」に参加いたします。遠隔コミュニケーションの最適化

をコンセプトとしたコミュニケーションツールを展示します。ニューノーマル時代のビジネスを支援するツールを提案させて頂きま

す。是非とも会場へお越しください。※コロナ感染対策として対面にならない配置や定期的なアルコール消毒など実施してい

ます（2021/4/12 (月)） 

 

株式会社 Nextremer（URL） 

Nextremer と Honda が業務提携契約を締結、Honda の研究成果をいち早く社会実装し社会的課題の解決を目指

す（2021/4/5 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

ガソリンスタンドで初！洗車場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」を新出光に提供開

始（2021/5/10 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

和歌山県初！災害時に避難所 43 カ所の混雑可視化に活用。和歌山県橋本市に、混雑状況をリアルタイムに伝える

「VACAN」を提供開始（2021/5/7 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

福岡市と糸島市をつなぐ二見ヶ浦で、駐車場の混雑をリアルタイムに可視化（2021/4/30 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

「トイレ難民」の発生を抑制！KITTE など都内 8 施設の多目的トイレの空き情報をリアルタイムに可視化（2021/4/28 

(水)） 

 

https://tolettacat.com/blogs/news/20210416_economist
https://tolettacat.com/blogs/news/20210408_nikkeitrendy
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000028572.html
https://www.interop.jp/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000017379.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000174.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000171.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000173.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000172.000018933.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年４月分） 

【五十音順】 

 

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！東京ドームシティ 屋内型キッズ施設 ASOBono!に、順番待ち予約サービ

ス「VACAN Q ticket」を提供開始（2021/4/27 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 46 カ所の混雑可視化に活用。福岡県八女市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開

始（2021/4/26 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

東京 23 区で初！期日前投票所の混雑情報をリアルタイムに可視化。東京都板橋区に、空き情報配信サービス

「VACAN」を提供開始（2021/4/26 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

福岡県初！災害時に避難所 32 カ所の混雑可視化に活用。福岡県豊前市に、混雑状況をリアルタイムに伝える

「VACAN」を提供開始（2021/4/23 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

トイレの DX 化を推進！バカン、ＴＯＴＯと協業（2021/4/21 (水)） 

 

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！安芸高田市に順番待ち予約サービス「VACAN Q ticket」を提供開始

（2021/4/21 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

喫煙所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」を品川シーズンテラス提供開始

（2021/4/20 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 21 カ所の混雑可視化に活用。群馬県大泉町に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開

始（2021/4/19 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 40 カ所の混雑可視化に活用。茨城県坂東市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開

始（2021/4/16 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

バカン、東京都の「施設系混雑ワーキンググループ」に係る協力事業者に決定（2021/4/14 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000170.000018933.html
https://corp.vacan.com/news/news_yame.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000168.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000169.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000167.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000165.000018933.html
https://corp.vacan.com/news/news_oizumi.html
https://corp.vacan.com/news/news_bando.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000164.000018933.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年４月分） 

【五十音順】 

 

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！埼玉県鴻巣市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供

開始（2021/4/9 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

百貨店の DX を推進！お手洗いの混雑を抑止する「VACAN AirKnock Ads」を大丸京都店に提供開始（2021/4/8 

(木)） 

 

株式会社バカン（URL） 

九州で初導入！NTT ドコモのオフィスに、安全性と快適性をサポートするリアルタイム混雑配信サービス「VACAN」を提供

開始（2021/4/2 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 10 カ所の混雑可視化に活用。栃木県野木町に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開

始（2021/4/1 (木)） 

 

株式会社ハタプロ（URL） 

（募集を締め切りました）【 NTT ドコモ・ハタプロ 】無人・非接触・自動で口腔機能トレーニングをおこなう AI ロボットのモ

ニターを募集します（2021/4/15 (木)） 

 

株式会社はたらく幸せ研究所（URL） 

はたらく幸せ研究所の新しいサービスとして Salon を開設しました。サロンの在り方をみなさんに伝え、みなさんと一緒に大人

の幸せを考えていきたいと思っています（2021/4/28 (水)） 

 

株式会社ビーワンカレッジ（URL） 

Scale Cloud の利用料に IT 導入補助金が使えるようになりました（2021/4/28 (水)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

女性医療×AI の vivola、不妊治療データ検索アプリ「cocoromi（ココロミ）」を 4 月 22 日より正式リリース

（2021/4/22 (木)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

株式会社ファーストアセントがユニ・チャーム株式会社を引受先とした第三者割当増資を実施。（2021/5/6 (木)） 

 

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（2021/4/5 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

バイエル薬品の「バイエルオンラインショップ」にて、妊活コンシェルジュ「ファミワン」の特別提供を開始（2021/4/9 (金)） 

 

https://corp.vacan.com/news/news_kounosu.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000163.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000162.000018933.html
https://corp.vacan.com/news/news_nogimachi.html
https://hatapro.co.jp/news/210415zukku/
https://www.voksen-sind-salon.com/
https://beonecollege.co.jp/news/2021/04/28/news-2/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000058605.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000023831.html
https://feature.cozre.jp/81003
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000014333.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年４月分） 

【五十音順】 

 

株式会社ファミワン（URL） 

バイエル薬品、妊活専門家に相談できるサブスクリプションサービス「妊活コンシェルジュサービス famione（ファミワン）」を

取り扱い開始（2021/4/6 (火)） 

 

PLANT DATA 株式会社（URL） 

5 月 5 日の日本農業新聞の記事「光合成測定 環境最適に」において、植物の光合成をリアルタイムで把握できる「光合

成蒸散計測チャンバー」についてご紹介いただきました。（2021/5/6 (木)） 

 

PLANT DATA 株式会社（URL） 

5 月 3 日（月）に放送されました「N スタ」（TBS/JNN 系列）の番組内で、プラントデータの AI を活用した農業への取

り組みについてご紹介いただきました。（2021/5/6 (木)） 

 

株式会社プラントライフシステムズ（URL） 

阪急梅田で 春の北海道物産大会が 4 月 14 日（水）～19 日（月）行われ、弊社ユーザーである長万部アグリ様が

出店をいたしました。 

（2021/4/19 (月)） 

 

株式会社プラントライフシステムズ（URL） 

相模原開発農場だより。（出口戦略編）例年より好天に恵まれて トマトの成長が例年よりも早くすすんでおります。

（2021/4/7 (水)） 

 

株式会社プロジェニサイトジャパン（URL） 

【メディア】神戸商工だより 2021.5 月号にプロジェニサイトジャパンに関する記事が掲載されました（2021/4/30 (金)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

セブン銀行様のアクセラレーター2021 に採択されました。弊社ベスプラがセブン銀行様のアクセラレータ 2021 に採用されま

した。超高齢社会の地域課題解決に向けて、既に社会インフラとなっているセブン銀行様のとのアライアンスは大変喜ばしい

です。様々な企業様とも連携し、今後とも皆様のお役立ちできるよう精進して参ります。（2021/4/12 (月)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

「AWS Summit Online 2021」に弊社 SVP の塩浜が登壇予定アマゾンウェブサービス（AWS）主催の「AWS 

Summit Online 2021」のセッションに、弊社 SVP の塩浜龍志が登壇予定です。「AWS Summit Online 2021」は

2021 年 5 月 11 日～12 日の 2 日間、AWS クラウドを活用してイノベーションを目指すエグゼクティブや IT プロフェッシ

ョナルの方向けに開催されるオンラインイベントです。（2021/5/11 (火)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」で、オンライン診療サービス「クロン」と代表・原のインタビューが紹介されました

（2021/5/3 (月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000076998.html
https://www.plantdata.net/news.html
https://www.youtube.com/watch?v=u79Zg26mMRs&t=155s
https://plantlife.jp/news/20210419-149/
https://plantlife.jp/news/20210407-148/
https://www.progenicytejapan.com/l/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%80%91%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%95%86%e5%b7%a5%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a2021-5%e6%9c%88%e5%8f%b7%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ab%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%25
https://bspr.co.jp/news/373/
https://aws.amazon.com/jp/events/summits/online/japan/
https://micin.jp/news/4645


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年４月分） 

【五十音順】 

 

株式会社 MICIN（URL） 

MICIN、KDDI と協業し、オンライン診療サービス「curon for KDDI」を提供（2021/4/28 (水)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

オンライン服薬指導サービス「curon お薬サポート」に服薬フォローアップ機能が追加 

～改正薬機法の施行により義務化された、調剤後フォローアップを円滑に実施可能～（2021/4/20 (火)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

オンライン診療『クロン』と WEB 問診『SymView』が連携。 WEB 問診で患者状態を正しく把握してオンライン診療の質

の向上を目指す（2021/4/15 (木)） 

 

マカイラ株式会社（URL） 

ヘルメット着用が任意となる電動キックボードの公道走行実証の計画が「新事業特例制度」に認定（2021/4/23 

(金)） 

 

マカイラ株式会社（URL） 

自民党 MaaS 議連 PT にて、マイクロモビリティ推進協議会が公道での実証実験結果を踏まえ、電動キックボードのルール

づくりに向けた要望を発表（2021/4/22 (木)） 

 

マカイラ株式会社（URL） 

弊社シニアコンサルタントの村田章吾が 「Special Panel Discussion on Community Aging in Japan」（シンガポ

ール） に登壇しました（2021/4/8 (木)） 

 

MAMORIO 株式会社（URL） 

熱狂的ファンを作る接客チャット「チャネルトーク」が緊急事態宣言中に「おうちでショッピングを満喫しようキャンペーン」を開催

（2021/4/28 (水)） 

 

MAMORIO 株式会社（URL） 

MAMORIO からカード型の紛失防止デバイス「MAMORIO CARD」が登場（2021/4/14 (水)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

スピードオンライン展示会「DX HUB SUMMIT Vol.11」開催日程・登壇企業決定（2021/4/28 (水)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

＜ミツカリ×WizWe セミナー＞成果の出る社内コミュニケーション～性格データを活用した相互理解に繋がる 1on1 とは？

（2021/4/26 (月)） 

 

株式会社ミナカラ（URL） 

オンライン薬局「ミナカラ」からプライベートブランド商品「アレジン AZ 錠」が新発売（2021/4/7 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000017806.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000017806.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000017806.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000060925.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000043250.html
https://www.sg.emb-japan.go.jp/JCC/invite_JCC_Cinema_81.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000029184.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000022173.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000054897.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000035684.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000059046.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年４月分） 

【五十音順】 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

『エッセンシャルワーカー応援ほけん』プロジェクト  

―最前線で新型コロナウイルス感染症と対峙する医療従事者の方々を応援―（2021/5/11 (火)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

【日本経済新聞】当社と第一スマートのコロナ保険の取り組みが紹介されました。（2021/5/11 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

離れて暮らす家族の見守りに。「BOCCO emo LTE モデル Powered by ネコリコ」のレンタルサービスを開

（2021/5/11 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

「子供の科学」2021 年 6 月号に、ユカイ工学エンジニア 和田義久が審査員を務めた「AI ロボットコンテスト」（主催：

NHK エンタープライズ）が掲載されました。（2021/5/10 (月)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

NHK E テレ「サイエンス ZERO」2021 年 4 月 25 日・5 月 1 日放送（2021/4/23 (金)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

白いしっぽとリボンが可愛いクッション型セラピーロボット！Qoobo(クーボ) ディズニーシリーズ（マリー） ーDtimes

（2021/4/17 (土)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

INNOVATORS VS COVID 19How Robots Play Their Role in the Pandemic（2021/4/16 (金)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

「BOCCO emo」が、iF デザインアワード 2021 を受賞しました！（2021/4/15 (木)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

国際的なデザイン賞「Red Dot Award 2021」のプロダクトデザイン部門にて、小さくなったしっぽロボット「Petit Qoobo」

が受賞！（2021/4/12 (月)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

2021 年 4 月 1 日（木）発売の「BRUTUS」No.936『猫になりたい』 に、しっぽのついたクッション型セラピーロボット

「Qoobo」（クーボ）が掲載されました。（2021/4/1 (木)） 

 

ユニロボット株式会社（URL） 

unirobot cloud – 自動応答 AI サービス 、飲食店の生産性アップと売上アップの双方を実現する AI 電話自動予約受

付サービス「トレタ予約番」へ提供開始（2021/4/15 (木)） 

 

https://www.securite.jp/news/release?a=131
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB102PF0Q1A510C2000000/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000041432.html
https://www.ux-xu.com/media/kodomonokagaku_20210510
https://www.ux-xu.com/media/sciencezero_20210425
https://dtimes.jp/post-379784/
https://startup.info/shunsuke-aoki-yukai-engineering/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000141.000015618.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000140.000015618.html
https://www.ux-xu.com/media/brutus_20210401
https://www.unirobot.com/news/news_aicall/


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年４月分） 

【五十音順】 

 

株式会社リディラバ（URL） 

神奈川県の社会課題を解決するベンチャーを支援「かながわ・スタートアップ・アクセラレーション・プログラム（KSAP）」の令

和 3 年度プログラムがスタート（2021/5/10 (月)） 

 

株式会社 Lily MedTech（URL） 

株式会社 Lily MedTech（本社：東京都文京区、代表取締役：東志保、以下「Lily MedTech」）は、乳房用リン

グ型超音波画像診断装置「COCOLY（ココリー）」について、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律（医薬品医療機器等法）」に基づき、2021 年 4 月 28 日、医療機器製造販売認証（認証番

号：303AIBZX00011000）を取得いたしました。2021 年 5 月 10 日より、国内販売を開始いたします

（2021/5/10 (月)） 

 

株式会社レスキューナウ（URL） 

株式会社レスキューナウ(本社：東京都品川区、代表取締役：朝倉 一昌、以下「レスキューナウ」)は、 災害対策基本

法等の一部改正により避難情報の名称が変更となることを受け、新名称での避難情報の配信を開始する予定です

（2021/4/28 (水)） 

 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

『出産後の女性向け キャリア支援アプリ piam.』β 版提供開始（2021/4/27 (火)） 

 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

ビジネスを一緒に育てるパートナーに。スマートアイデア社、プロトタイプから OK！アイデアをカタチにする『サブスク開発』の提

供を開始（2021/4/21 (水)） 

 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

株式会社リクルート オンライン研修にて 弊社代表の小早川が登壇（2021/4/13 (火)） 

 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

株式会社ワークシフト研究所（港区、代表 小早川優子）が運営する育児休業取得者・復職者向けマネジメント研修

事業（育休プチ MBA®・WSI プチ MBA）の受講生が 2021 年 2 月末時点で延べ 10,000 人を突破しました

（2021/4/8 (木)） 

 

One Concern（URL） 

One Concern、地震と洪水に対する RaaS プラットフォームのさらなる強化に向け、専門家からなるテクニカルワーキンググ

ループと連携（2021/4/8 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000015176.html
https://www.lilymedtech.com/wp-content/uploads/2021/05/20210510.pdf
https://www.rescuenow.co.jp/release/20210428
https://workshift.co.jp/2021/04/3247/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000012167.html
https://workshift.co.jp/2021/04/3244/
https://workshift.co.jp/2021/04/3240/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000064380.html

