
企業会員 B（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年５月分） 

【五十音順】 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

アクセルスペース、 AxelGlobe 5 機体制でのサービスを 6 月 10 日に開始（2021/5/26 (水)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

アクセルスペース、シリーズ C ラウンドで約 25.8 億円の資金調達を完了（2021/5/12 (水)） 

 

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 6/2 に共催・支

援いたします（2021/5/17 (月)） 

 

アジアクエスト株式会社（URL） 

【参加費無料】AsiaQuest × Yappli 共催ウェビナー『お客様主語の店舗 DX とは？ リアル店舗とスマホで実現する顧客

体験』を 5/20 に開催します（2021/5/9 (日)） 

 

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 7 弾！ 大学発「AI・IoT」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（2021/5/26 (水)） 

 

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 6 弾！ 大学発「エレクトロニクス」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（2021/5/19 (水)） 

 

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 5 弾！ 大学発「ロボティクス」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（2021/5/12 (水)） 

 

Aniwo（URL） 

社会人向け転職先診断サービス『難関企業診断くん for Career』をリリース！リファラル採用プラットフォームやキャリアセミ

ナーを運営する Aniwo が提供。（2021/5/26 (水)） 

 

Aniwo（URL） 

NTT ドコモと Idein、イスラエルスタートアップから学ぶ！『製造業の未来と 5G 技術のポテンシャル』無料オンラインセミナー

【Aniwo Meet #3】を 5/18(火)に開催（2021/5/13 (木)） 

 

Aniwo（URL） 

【明日開催】経営層/セキュリティ担当者だけでなく個人レベルでのサイバーセキュリティ対策も考えるべき今、必要な対策と

は？Astamuse・PwC Japan と共にオンラインセミナーを 5/12(水)に開催（2021/5/9 (日)） 
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株式会社AirX（URL） 

AirX、神奈川県海老名市と「災害時等における物資の輸送等に関する協定」を締結（2021/5/26 (水)） 

 

Hmcomm株式会社（URL） 

Hmcomm、音声 AI による“Web 会議の可視化：ZMEETING”を販売開始（2021/5/17 (月)） 

 

株式会社Acompany（URL） 

DAC と Acompany、デジタルマーケティング領域での秘密計算を活?したプライバシー保護データ分析の実証実験に成功

（2021/5/16 (日)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

ロボット自動学習システム「COREVERY」が粉体製造業の現場向け秤量自動化 AI システムを実現（2021/5/11 

(火)） 

 

エリー株式会社（URL） 

「プラチナウィーンコイン ハーモニー1/25 オンス グリーンマーカー」 2021 年 6 月 1 日（火）より販売開始（2021/5/25 

(火)） 

 

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、『家計簿アプリデータを活用した FP アドバイスサービス』を開始

（2021/5/5 (水)） 

 

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！（2021/4/29 (木)） 

 

KAICO 株式会社（URL） 

KAICO（カイコ）：九州大学、鹿児島大学と「経口ワクチン」の特許を出願（2021/5/8 (土)） 

 

グッドフェローズ（URL） 

企業の過半数が「脱炭素化を推進している/推進する予定」と回答！脱炭素化を推進する理由のトップは「会社のブランデ

ィングのため」（2021/5/11 (火)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

グルーヴス、「企業を成長させる新卒採用戦略のセオリー Grooves Work Technology Camp #2」を開催しました

（2021/5/10 (月)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

参加者が 150 名突破！全編英語でお届けするオンライン勉強会シリーズ第一弾、「The Global Dev Study #1 - 

Micro Frontends」を 5 月 11 日開催（2021/5/8 (土)） 
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株式会社コンシェルジュ（URL） 

株式会社コンシェルジュ、人材業界向けに新サービス「KUZEN-HR」を提供開始、AI チャットボットで求職者とのコミュニケ

ーションを自動化（2021/5/25 (火)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

関西電気保安協会、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（2021/5/19 

(水)） 

 

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」を提供するコンシェルジュ、UTEC、UB Ventures から総額 4.5 億円の資金

調達を実施（2021/5/10 (月)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

株式会社コンシェルジュ、ノーコード対話 AI プラットフォーム「kuzen」を北海道くしろ地域８市町の「くしろ観光案内チャット

ボット」に提供開始（2021/5/5 (水)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

『家事のプロ』が選ぶ、整理収納・料理・掃除のコロナ禍におすすめ商品ベスト３！（2021/5/10 (月)） 

 

株式会社チカク（URL） 

ファーストアセント主催【高齢者 DX×子育て DX】未来の生活を考えるオンラインセミナーにチカク代表・梶原健司が登壇決

定（2021/5/25 (火)） 

 

株式会社チカク（URL） 

【事後レポート】『WIRED』日本版主催のオンラインイベント「Thursday Editor's Lounge」にチカク代表・梶原健司が登

壇（2021/5/15 (土)） 

 

株式会社チカク（URL） 

『WIRED』日本版主催のオンラインイベント「Thursday Editor’s Lounge」にチカク代表・梶原健司が登壇

（2021/5/10 (月)） 

 

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（2021/5/8 (土)） 

 

知能技術株式会社（URL） 

スーパーマーケットで初導入、セルフレジに非接触センサを搭載でコロナ対策を強化（2021/5/17 (月)） 

 

株式会社Nextremer（URL） 

「AI コンタクトセンター」が全国 500 店舗超を展開する「カラオケまねきねこ」に導入（2021/5/25 (火)） 
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株式会社Nextremer（URL） 

リモート接客システム Remosis(リモシス)と等身大タッチパネルミラー「スマートミラー2045」が連携、非対面接客ソリューショ

ンの提供を開始（2021/5/22 (土)） 

 

株式会社バカン（URL） 

西日本シティ銀行の店舗に、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

（2021/5/29 (土)） 

 

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。茨城県に混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開始

（2021/5/26 (水)） 

 

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。長崎県に混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開始

（2021/5/17 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

熊本県初！災害時に避難所 16 カ所の混雑可視化に活用。熊本県南阿蘇村に、混雑状況をリアルタイムに伝える

「VACAN」を提供開始（2021/5/12 (水)） 

 

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（2021/5/8 (土)） 

 

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（2021/5/5 (水)） 

 

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。（2021/5/4 (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中国銀行等の地域事業者と未利用資源再生・循環パートナーシップ：岡山県赤磐産の規格外ぶ

どうから作る発酵アルコールを配合し「岡山・赤磐産ぶどうのウエットティッシュ」を商品化（2021/5/15 (土)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

東京メトロの従業員に対する福利厚生として、妊活コンシェルジュ「ファミワン」を継続して提供（2021/5/29 (土)） 
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株式会社ファミワン（URL） 

デジタルマーケティング支援を行うコミクス社に対し、妊活コンシェルジュ「ファミワン」の福利厚生提供を開始（2021/5/29 

(土)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

不妊治療を行う桜十字渋谷バースクリニックとファミワンが共同で、受精卵の培養に関するオンラインセミナーを無料開催

（2021/5/25 (火)） 

 

株式会社MICIN（URL） 

MICIN、J:COM と協業し、国内初のケーブルテレビを活用したサービス 「J:COM オンライン診療」に MICIN のオンライン

診療サービス「クロン」を提供 | MICIN（2021/5/29 (土)） 

 

株式会社Moff（URL） 

【お知らせ】本社移転のお知らせ | 株式会社 Moff（モフ）（2021/5/29 (土)） 

 

株式会社Moff（URL） 

NARACAMICIE がクラウド型ライブコマースサービス「TAGsAPI」を導入決定！（2021/5/8 (土)） 

 

MAMORIO 株式会社（URL） 

世界最小クラスの紛失防止タグ MAMORIO の大人気シリーズ「MAMORIO RE」の１個入りパッケージ版を主要 EC サイ

ト・全国主要家電量販店等で販売開始！公式 EC では販売開始記念キャンペーンを開催！（2021/5/18 (火)） 

 

株式会社リディラバ（URL） 

社会課題解決とマーケティング 表裏一体の関係｜Ridilover（リディラバ）｜note（2021/5/26 (水)） 

 

株式会社リディラバ（URL） 

社会課題解決プログラムの「途中経過」をご報告します【実施レポート】｜Ridilover（リディラバ）｜note

（2021/5/26 (水)） 

 

株式会社リディラバ（URL） 

【参加企業募集中！】SDGs、そろそろ本気で自社事業に実装させませんか？｜Ridilover（リディラバ）｜note

（2021/5/26 (水)） 

 

株式会社レスキューナウ（URL） 

レスキューナウ、「レスキューＷｅｂ」のサービスリニューアルを実施（2021/5/25 (火)） 

 

株式会社レスキューナウ（URL） 

レスキューナウ危機管理研究所と(株)総務の窓口が連携～リモート防災訓練 「リモ訓なう」を発売～（2021/5/18 

(火)） 
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