
ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年６月分） 

【五十音順】 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

´アカデミスト、若手研究者向けの研究費支援プログラム「academist Prize」の応募受付開始'（2021/6/29 (火)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

NHK ラジオ「マイあさ！」に当社代表・柴藤が出演いたしました（2021/6/7 (月)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

【6/20,27 開催！小・中学生向け】社会起業&宇宙のプロによるスペシャルワークショップ〜シゴトのおどろきやワクワクとは

〜（2021/6/15 (火)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

「Great Entrepreneur Award」は Luup、京都フュージョニアリング、タイミーの 3 社に決定（2021/6/14 (月)） 

 

株式会社アクティベートラボ（URL） 

【2020/6/22】デジタルわかる化研究所 インタビュー記事掲載 | 全ての障害者の応援企業｜Activatelab

（2021/6/22 (火)） 

 

株式会社アクティベートラボ（URL） 

特許取得アルゴリズム「ブイくん」搭載の「障がい者翻訳システム Share Ability」が USEN-NEXT GROUP の新採用シス

テムに実装（2021/6/10 (木)） 

 

株式会社アクティベートラボ（URL） 

USEN-NEXT GROUP、ダイバーシティ&インクルージョンを推進する画期的採用プログラム「Career Opportunity For 

DIVERSITY」をスタート（2021/6/8 (火)） 

 

アジアクエスト株式会社（URL） 

アジアクエストが「XR シティ™SHINJUKU」第 2 期プロジェクトに参画し、XR アプリを開発（2021/6/21 (月)） 

 

アジアクエスト株式会社（URL） 

アジアクエストが Google Cloud Partner Advantage に参加（2021/6/1 (火)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

'カーボンリサイクルの社会実装が開始！日本は研究投資が求められる最適素材の開発に期待 〜世界の有望企業/大

学研究機関の技術資産スコアランキング〜'（2021/6/29 (火)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

'洋上風力発電の世界の研究開発投資額は年間成長率 17.2%、10 年間の総計 4.8 億ドルに！日本は「浮体」「環

境評価」に商機と勝機'（2021/6/24 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000033082.html
https://www.corp.academist-cf.com/post/media210606
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000048584.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000023145.html
https://activatelab.co.jp/%e3%80%902020-6-22%e3%80%91%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8b%e5%8c%96%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%89%80%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e8%a8%98/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000052527.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000618.000003515.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000019319.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000019319.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000182.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000181.000007141.html
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アスタミューゼ株式会社（URL） 

7/1（木）15:00〜16:00 ウェビナー開催「有望な未来市場を開拓する 新！事業創造メソッド 『未来予測データ』×

『クリエイター発想』で自社の飛躍可能性をデザインする」（2021/6/21 (月)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

1 ヶ月副業で試して良かったら正式採用！IT 人材マッチングサービス「Direct Connect」で"お試し転職"オファーができる

ようになりました（2021/6/21 (月)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

特許・商標の専門家が集う！ 知財パートナーが探せるマッチングイベント「すごい知財サービス EXPO」完全オンラインで開

催決定（2021/6/11 (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 8 弾！ 大学発「バイオ＆ヘルスケア」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（2021/6/4 (金)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

イスラエル発サイバーセキュリティ事業「AironWorks」と、アスタミューゼがプロダクトパートナー連携（2021/6/10 (木)） 

 

Aniwo（URL） 

【当社パートナー企業】イスラエル FoodTech 企業「Flying SpArk」の TASE 上場(テルアビブ証券取引所)について

（2021/6/10 (木)） 

 

Aniwo（URL） 

新たな事業創出支援を手掛けるアスタミューゼと、イスラエル発サイバーセキュリティ事業「AironWorks」がプロダクトパート

ナー連携（2021/6/10 (木)） 

 

Aniwo（URL） 

【Engineer Meetup 開催！】エンジニア向けキャリアアップセミナー「エンジニアからプロダクトマネジャーへ〜エンジニアの生

存戦略を経験者が語る〜」（2021/6/9 (水)） 

 

Aniwo（URL） 

【Smart City 世界の先進事例】海外展開に積極的なイスラエルスタートアップとグローバル大手企業が推進する Smart 

City 最新事例から学ぶ！（2021/6/8 (火)） 

 

Aniwo（URL） 

「ゼロイチの国」イスラエルの注目スタートアップ、Quartz Japan 主催ウェビナー「Next Startup Guide」のレポート記事が

NewsPicks にて公開（2021/6/4 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000180.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000080887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000179.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000177.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000012729.html
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Aniwo（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、Plug and Play Japan アクセラレータープログラム 

Summer/Fall 2021 Batch「FinTech」部門に採択（2021/6/2 (水)） 

 

株式会社アルファドライブ（URL） 

'AlphaDrive 高知、中小企業のデジタル化を推進する「DX センター」設立。IT 各社と連携しワンストップサービスを提供'

（2021/6/29 (火)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

'【さいたま市×SPLYZA】テクノロジーを活用した部活動改革'（2021/6/30 (水)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

ミルモネット登録数が 1 万ユーザーを突破、閲覧可能事業所は 15 万 9,000 事業所に（2021/6/15 (火)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

日本ケアテック協会、設立記念総会/ケアテックフォーラムを初開催！テーマは「介護 DX 元年 科学的介護の実現とケアテ

ックの推進」（2021/6/14 (月)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

日経電子版オンラインセミナー「ニューノーマル時代の次世代コンタクトセンター戦略」に Nota 代表の洛西が登壇！〜

6/22（火）開催〜（2021/6/9 (水)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

スカラコミュニケーションズの Web チャットボットシステム「i-assist」の AI 検索機能に「QuickQA」が採用（2021/6/7 

(月)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

秘密計算エンジン「QuickMPC®︎」を提供する Acompany（アカンパニー）がプレシリーズ A で総額 2 億円の資金調達

を実施（2021/6/14 (月)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

再エネの「困った」に商機 スタートアップでプロの知見: 日本経済新聞（2021/6/6 (日)） 

 

エースチャイルド株式会社（URL） 

LINE の法人向けサービスの販売・開発のパートナーを認定する「LINE Biz Partner Program」の「Technology 

Partner」において、認定バッジ「Engagement」を（2021/6/9 (水)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

「Shibuya 空中散歩〜ホテルカーでのヘリポート送迎付き〜」宿泊プラン販売 ヘリで地上 600m からの絶景を楽しむ遊

覧飛行体験（2021/6/11 (金)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000080449.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000012922.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000018462.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000069692.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000027275.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000062562.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000046917.html
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.nikkei.com%2Farticle%2FDGXZQOUF25C3Z0V20C21A5000000%2F%3Ffbclid%3DIwAR0nuWxTXrALzemq-5ikWs2DXyT1wCUEJctbIZjb-n0qVNKxM9SNURWjNZI&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHIUtXHBzUtqw1n2LocnjaglE0BRw
https://www.as-child.com/press-release/4428
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002239.000005113.html
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Hmcomm 株式会社（URL） 

'AI 技術等の Xi 技術を活用し企業の DX 推進をサポートする Hmcomm.Xi 事業開始のお知らせ'（2021/6/29 

(火)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

'エクサウィザーズ、早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏がアドバイザーに就任'（2021/6/28 (月)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

'日経 CNBC「IPO のタマゴ」にエクサウィザーズ代表取締役社長・石山が出演します。 - 株式会社エクサウィザーズ'

（2021/6/24 (木)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

グローバル・オープンイノベーション・プログラム『SmartCityX』一年目の成果として、大企業及びスタートアップの事業共創

案件を発表〜予防医療、公衆衛生、防災等の領域で実証実験を開始〜（2021/6/23 (水)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

創業 3 年目以内の経営者を応援する「Forbes JAPAN Rising Star Community 2021 」がスタート！

（2021/6/23 (水)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

コテンが住友生命らと提携し、AI を活用した保険診断サービス「AI ぴったり保険診断（歴史人物バージョン）」をリリース

（2021/6/16 (水)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

〜ＡＩを活用して自分にぴったりな保険選びをサポート〜新サービス「ＡＩぴったり保険診断」のローンチについて

（2021/6/16 (水)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

ローカル５G と AI 画像分析技術を活用した『物流現場における人の動態把握』の実証実験を実施（2021/6/15 

(火)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

オンライン 1on1 支援 AI サービス「HR 君 1on1」バージョンアップ 1on1 当日に解析レポートの閲覧、振り返りが可能に

（2021/6/15 (火)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

AI サービス開発のエクサウィザーズと福祉用具のヤマシタ、合弁会社設立（2021/6/2 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000033941.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000030192.html
https://exawizards.com/archives/16198
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000015315.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000017289.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000023920.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000004795.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000058717.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000030192.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000072683.html
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エルピクセル株式会社（URL） 

医用画像解析ソフトウェア EIRL Brain Aneurysm、一部変更申請の承認を取得（2021/6/4 (金)） 

 

株式会社 Offisis（URL） 

'「JOY 弁」のシステムを活用した「宅配弁当 DX プロジェクト」始動／第一弾は福岡県北九州市に導入、効率的なお弁当

発注の仕組みを構築'（2021/6/30 (水)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

カミナシ、新型コロナワクチン接種時の勤怠に関する対応方針を決定（2021/6/17 (木)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

浮いた数百万円が、数億円の企業価値につながる！？“敷金半額くん”の導入によって浮いた敷金を運転資金として活用 

株式会社カミナシの導入事例を公開（2021/6/15 (火)） 

 

株式会社クオンタムオペレーション（URL） 

アストラゼネカ、デジタルデバイスを活用し間質性肺疾患（ILD）の発症予測モデル構築に向けた探索的試験を開始

（2021/6/4 (金)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

グルーヴスが主催する「インハウスデザイナー達の公開勉強会｜In-house Designer’s Lounge #1」を開催しました

（2021/6/21 (月)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

累計参加者約 1 万 3 千人の大好評オンライン勉強会シリーズ、 「Infra Study 2nd」のスポンサーを募集中 | 株式会

社 grooves | Grooves Inc .（2021/6/16 (水)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

Ruby on Rails 生みの親 David Heinemeier Hansson が登壇！「Fireside Chat with DHH - The Global 

Dev Study #3」を開催（2021/6/7 (月)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

全編英語でお届けするオンライン勉強会シリーズ第三弾、 Ruby on Rails 生みの親 David Heinemeier 

Hansson(DHH)がゲストとして登壇！ 「Fireside Chat w（2021/6/7 (月)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

IT/Web エンジニアのための転職求人サイト「フォークウェルジョブズ」、フルリモート可の正社員求人掲載数が 1 年で約 11

倍に増加（2021/6/3 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000010005.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000060601.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000054269.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000016254.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000314.000024308.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000005321.html
https://www.grooves.com/news/4044
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000114.000005321.html
https://www.grooves.com/news/4034
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000005321.html
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株式会社 grooves（URL） 

累計参加者約 1 万 3 千人の大好評オンライン勉強会シリーズ、「Infra Study 2nd」のスポンサーを募集中

（2021/6/16 (水)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

'株式会社コンシェルジュ、出光グループが発行するクレジットカードのウェブサイトに「KUZEN サポート」を提供、Ponta カー

ドに関する問い合わせ応答を一部自動化'（2021/6/29 (火)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

株式会社コンシェルジュ、岡山市にノーコード AI チャットボット「KUZEN」を提供、市民サービスを自動化（2021/6/22 

(火)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

「DMM オンラインイベント」事業から新サービスを発表！超ショートプレゼンテーションショー『DMM ピッチ』提供開始 2021

年 6 月 15 日（火）より（2021/6/15 (火)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

3 社共同による多機能 AI チャットボット「めぐぴー」目黒区 ICT 実証実験のツールとして提供（2021/6/2 (水)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

株式会社コンシェルジュ、日本トータルテレマーケティングと連携し、目黒区に「KUZEN」を提供、目黒区 AI チャットボット

「めぐぴー」として公開（2021/6/2 (水)） 

 

株式会社昆虫食の entomo（URL） 

(株)昆虫食の entomo は『国連食料システムサミット 2021』支持を表明するコミットメントを提出しました。 - 昆虫食の

entomo（2021/6/16 (水)） 

 

株式会社昆虫食の entomo（URL） 

◆告知◆〆切 6/25 オンデマンドセミナー 昆虫食産業入門 〜昆虫食の最新動向と 2030 年「昆虫食 2.0」の未来〜 

- 昆虫食の entomo（2021/6/8 (火)） 

 

株式会社 SHIFT PLUS（URL） 

SHIFT PLUS・現役大学生・県内企業のコラボレーションでコロナ禍での高知県新卒採用市場の課題解決を目指す

（2021/6/14 (月)） 

 

JOINS 株式会社（URL） 

'地方デジタル化への副業人材紹介の JOINS、プレシリーズ A ラウンド調達完了'（2021/6/30 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000115.000005321.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000074.000017833.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000017833.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003767.000002581.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000071059.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000017833.html
https://entomo.jp/blog/food-systems-summit2021.html
https://entomo.jp/blog/business-seminar-online20210625.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000021487.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000052997.html
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株式会社セツロテック（URL） 

【無料】コラボ Web セミナー第 2 弾 アズワン×セツロテック ハイブリッドセミナー開催決定 | 株式会社セツロテック

（2021/6/18 (金)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

タスカジ、登録するフリーランスのハウスキーパーへ成長支援と共済を含む業界初のワークサポートプラン開始

（2021/6/23 (水)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

【開催レポート】大盛況！自宅で石川県穴水町の旅。牡蠣を使ってオンライン調理イベント＆リアルタイムで生産者と交流

「オンライン牡蠣まつり」（2021/6/3 (木)） 

 

株式会社チカク（URL） 

「まごチャンネル」の利用により高齢者の孤独感が減少傾向に（2021/6/22 (火)） 

 

株式会社チカク（URL） 

「まごチャンネル」のチカクが公益財団法人テクノエイド協会主催【介護ロボットメーカー連絡会議】の基調報告に登壇決定

（2021/6/21 (月)） 

 

株式会社チカク（URL） 

【事後リポート】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（2021/6/9 (水)） 

 

株式会社チカク（URL） 

「まごチャンネル」が、「グリーン住宅ポイント制度」の交換対象商品に採用（2021/6/8 (火)） 

 

株式会社チカク（URL） 

新 CM「まごチャンネル 等身大のまご」シリーズを本日から静岡県内で放映開始（2021/6/7 (月)） 

 

株式会社チカク（URL） 

【父の日キャンペーン】6 月 4 日から 6 月 20 日まで期間限定で、まごチャンネルの本体価格を 5,000 円オフ！

（2021/6/3 (木)） 

 

知能技術株式会社（URL） 

タッチパネルに触れず空中操作でオーダーできる飲食店オーダータブレットの販売を開始（2021/6/14 (月)） 

 

株式会社チャレナジー（URL） 

'チャレナジーと第一生命が協力し、都市部でも設置可能な風力発電機の開発を開始 '（2021/6/30 (水)） 

 

https://www.setsurotech.com/news/3953/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000020281.html
https://corp.taskaji.jp/information/news/2021/06/03/report-ouchitabi2/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000132.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000130.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000129.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000128.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000079448.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000043827.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年６月分） 

【五十音順】 

株式会社ディーセントワーク（URL） 

人材サービスを展開する株式会社ディーセントワークが、東京パラリンピック日本代表候補者のアスリート 3 名に対する支援

を DOSA パラエールを通じて実施致しました（2021/6/2 (水)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

'T-ICU が神戸市立医療センター中央市民病院救急病棟に遠隔モニタリングシステム「クロスバイ」を追加導入'

（2021/6/29 (火)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

'株式会社 T-ICU の代表取締役：中西智之が『Marine City Medical College & Hospital（MCMC）』の国際客

員准教授に就任'（2021/6/24 (木)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

T-ICU が神戸医療産業都市およびポートアイランドの企業・団体に対する新型コロナウイルスワクチンの職域接種を主管

（2021/6/23 (水)） 

 

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（URL） 

排泄予測デバイス「DFree」、個人向けの次世代機種の販売を発表！〜本体価格が 20%割引となる先行予約を開始

〜 - トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（2021/6/21 (月)） 

 

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（URL） 

有料老人ホーム等の入居者のご家族向けに、大人用おむつ・尿とりパッドを月額定額で提供する個人向けのサブスクプラン

をスタート！ - トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（2021/6/21 (月)） 

 

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（URL） 

【6/17（木）開催ウェビナー】「世界初に挑む IoT スタートアップのスケールする開発組織づくり」（2021/6/9 (水)） 

 

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（URL） 

TBS テレビ「がっちりマンデー！！」にて、当社をご紹介いただきました（2021/6/6 (日)） 

 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

ねこ用カメラ付きトイレ「toletta（トレッタ）」が「Toletta」へリニューアル！本体価格約 2 万円を “無料” ＆ “月額 980

円(税込 1,078 円)” のみで利用可能に（2021/6/22 (火)） 

 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

6 月 21 日（月）公式サイトメンテナンスのお知らせ - Toletta Cats（2021/6/18 (金)） 

 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

JSFM ねこ医学会が主催する「第 8 回猫の集会」に参加いたします - toletta（トレッタ）（2021/6/8 (火)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000052598.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000033988.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000033988.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000033988.html
https://www-biz.co/2021/06/04/4142/
https://www-biz.co/2021/06/04/4139/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000385.000010591.html
https://note.com/gacchiri/n/n9be149069ec4
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000021881.html
https://tolettacat.com/blogs/news/20210618_maintenance
https://tolettacat.com/blogs/news/20210608_jsfm


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年６月分） 

【五十音順】 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

トレッタキャッツが VEA（獣医起業家アカデミー）の 2021 商業パートナーになりました！ - toletta（トレッタ）

（2021/6/8 (火)） 

 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

6 月 7 日（月）〜6 月 21 日（月）の間、新規販売を一時的に停止いたします - toletta（トレッタ）（2021/6/7 

(月)） 

 

株式会社 Drone Future Aviation（URL） 

'コロナに負けるな！飲食店応援企画！DFA が「配膳ロボット 1 週間無料貸出しキャンペーン」の延長決定！'

（2021/6/30 (水)） 

 

株式会社 Drone Future Aviation（URL） 

新店舗を開始する飲食店を応援！！「新店チャレンジ応援キャンペーン」として、DFA が【レストラン配膳ロボット】を大幅割

引！（2021/6/2 (水)） 

 

BionicM 株式会社（URL） 

ニュースイッチに BionicM が掲載されました - BionicM（2021/6/22 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

'AI を活用し港区立芝公園の「混雑」を可視化！リアルタイムの混雑情報で、人流の抑制・分散を支援'（2021/6/30 

(水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

'採択企業で初の本格導入！お手洗いの混雑を解消する IoT サービス「AirKnock Ads」により渋谷区の DX をサポート'

（2021/6/29 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

'新型コロナウイルスのワクチン接種をサポート！山口県下関市で予約代行受付施設のリアルタイムの混み具合を可視化'

（2021/6/28 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

'日本一の海水浴場の混雑可視化をサポート！片瀬東浜、片瀬西浜・鵠沼、辻堂海水浴場でリアルタイムに混み具合を

可視化'（2021/6/25 (金)） 

 

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。神奈川県鎌倉市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供

開始（2021/6/24 (木)） 

 

https://tolettacat.com/blogs/news/20210608_vea
https://tolettacat.com/blogs/news/20210607_stop_sale
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000028572.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000028572.html
https://www.bionicm.com/2021/06/21/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%83%e3%83%81%e3%81%abbionicm%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000191.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000190.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000189.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000188.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000186.000018933.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年６月分） 

【五十音順】 

株式会社バカン（URL） 

'10 ヶ月で全国 9,000 箇所以上の避難所が導入！マップ上に施設の混雑状況を表示する「VACAN Maps」を 130 以

上の自治体に提供'（2021/6/24 (木)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 70 カ所の混雑可視化に活用。石川県小松市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開

始（2021/6/15 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

期日前投票所の混雑情報をリアルタイムに可視化！東京都練馬区に、空き情報配信サービス「VACAN」を提供開始

（2021/6/14 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

コロナ禍で影響を受けるラーメン店を支援！リアルタイムの混雑情報もわかるラーメン専門メディア「VACAN ラーメンマガジ

ン」を提供開始（2021/6/11 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

店舗の混雑状況をリアルタイムに可視化！横浜市日吉商店街で取組開始。（2021/6/4 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時の避難所における混雑可視化に活用。大阪府高石市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開始

（2021/6/4 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 191 カ所の混雑可視化に活用。鹿児島県薩摩川内市に、 混雑状況をリアルタイムに伝える

「VACAN」を提供開始（2021/6/3 (木)） 

 

株式会社バカン（URL） 

大型商業施設の DX 化を推進！レストルームの混雑を解消する IoT サービス「AirKnock Ads」を札幌 PARCO に提供

開始（2021/6/2 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

有馬温泉の旅館 御幸荘花結びで、株式会社バカンのリアルタイム空き情報配信サービス「VACAN」を提供開始

（2021/6/1 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 36 カ所の混雑可視化に活用。熊本県山鹿市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開

始（2021/6/1 (火)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000187.000018933.html
https://corp.vacan.com/news/news-komatsu.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000185.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000184.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000766.000013670.html
https://corp.vacan.com/news/news-takaishi.html
https://corp.vacan.com/news/news-satsumasendai.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000182.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000183.000018933.html
https://corp.vacan.com/news/news-yamaga.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年６月分） 

【五十音順】 

株式会社バカン（URL） 

日吉商店街の活性化を支援！横浜市と共同で、商店街の混雑状況を可視化する「VACAN Maps」を提供開始

（2021/6/1 (火)） 

 

株式会社ハタプロ（URL） 

'【京都市 教育委員会 後援】高等学校コンソーシアム京都主催の起業家教育講座に代表の伊澤 諒太がゲスト講演し

ます。｜ハタプロ'（2021/6/28 (月)） 

 

株式会社ハタプロ（URL） 

ソフトバンク ONE SHIP に参画しました｜ハタプロ（2021/6/16 (水)） 

 

PIAZZA 株式会社（URL） 

'コロナ前と比較して地域経済は「やや悪くなった／悪くなった」61%、公的資金で期待する政策は「地域限定の振興券や

クーポン」が GoTo キャンペーンを抑えてトップ'（2021/6/29 (火)） 

 

PIAZZA 株式会社（URL） 

'豊島区と PIAZZA が連携協定を締結、豊島区地域区民ひろばと連携し地域コミュニティの活性化を目指す'

（2021/6/25 (金)） 

 

PIAZZA 株式会社（URL） 

新しいメディアと出会える1日！「第2回 メディアプランニング オンラインEXPO」6月23日（水）開催！（2021/6/17 

(木)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

【父の日キャンペーン】毎日頑張るパパママへ『育児応援キャンペーン』実施。子どもの寝かしつけ・夜泣きエピソードの投稿で

Amazon ギフト券 2,000 円分が 10 名様に当たる！（2021/6/11 (金)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

【事後リポート】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（2021/6/9 (水)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

コロナ時代の育児で「夫婦の助け合い」がホットに。育児アプリ・ガジェット利用で夫婦の育児分担やストレス減をサポートす

る傾向も（2021/6/4 (金)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

テレビ：BS テレ東 日経モーニングプラス | 株式会社ファーメンステーション (FERMENSTATION Co., Ltd.)

（2021/6/21 (月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000180.000018933.html
https://hatapro.co.jp/news/h-consortium/
https://hatapro.co.jp/news/210616_softbank/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000081.000016981.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000016981.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000330.000002888.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000023831.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000023831.html
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%ef%bc%9abs%e3%83%86%e3%83%ac%e6%9d%b1%e3%80%80%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9/


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年６月分） 

【五十音順】 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

オーガニック米を原料とするサステナブルブランド「ファーメンステーション」の取り扱いを開始【ソーシャルグッドな商品のマーケッ

トプレイス Good Good Mart】（2021/6/9 (水)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

最大 3000 万円支援規模。コロナ禍で苦戦するスタートアップ企業をサポート。カラーコスメ受託製造国内シェア NO.１の

トキワ、第２回アクセラレータープログラム「TOKIWA Lab.」6 月始動。（2021/6/7 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

'【DMM ピッチ】フェムテック・育児と仕事の両立支援注目の企業 18 社が集結！1 日 11 分で最新トレンドがわかるオンラ

インイベントを開催'（2021/6/29 (火)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

'働きながらの不妊治療 上司に研修実施、相談しやすく｜NIKKEI STYLE'（2021/6/28 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

'不妊治療 職場ぐるみで学ぶ: 日本経済新聞'（2021/6/28 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

LINE で妊活相談 ファミワン、利用者 8 倍 30 社導入へ: 日本経済新聞（2021/6/20 (日)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

with コロナ時代の超大型オンライン展示会である「ものすごいベンチャー展」に、ファミワンの石川が登壇（2021/6/20 

(日)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

異業種混合型リーダーシップ開発プログラム「ALIVE プロジェクト」のテーマ答申先に、妊活サポートを行うファミワンが採択

（2021/6/18 (金)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

fermata が開催する Femtech Fes!(フェムテックフェス)に、ファミワン代表の石川が登壇いたします（2021/6/16 

(水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

妊活サポートの株式会社ファミワンが渋谷区の運営するオープンイノベーション拠点「Shibuya Inclusion Base Jinnan」

の入居企業に採択（2021/6/15 (火)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

社団法人 日本生殖医療支援システム研究会にて、ファミワン代表の石川がシンポジウムに登壇いたします

（2021/6/15 (火)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000016326.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000060850.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000081780.html
https://style.nikkei.com/article/DGXKZO73247220V20C21A6TY5000?channel=DF130120166018
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO73247220V20C21A6TY5000/?gift=g2ls5g2PM7qjA2Mzk1NzUxMTikUUhDbKAyAQ.6gxzd5oi
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC089O50Y1A600C2000000/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000014333.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年６月分） 

【五十音順】 

 

株式会社ファミワン（URL） 

【超大型オンライン展示会】ものすごいベンチャー展 7 月開催決定！成長企業約 120 社の最新ツールやトレンドが知れる

5DAYS（2021/6/10 (木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

「妊活」を意識したら、まずは登録したい画期的な妊活サポートサービス「ファミワン」 | BabyTech.jp / ベビーテック / ベ

ビテック（2021/6/9 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

漢方相談薬局大手の株式会社誠心堂と提携により、妊活に取り組む方むけのセルフケア講座を無料開催（2021/6/9 

(水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

「LINE 妊活」ユーザー数 8 倍に 小田急や ANA など 30 社が導入：日経クロストレンド（2021/6/9 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

契約社数 1.2 万社のリロクラブ「福利厚生倶楽部」に対し、妊活コンシェルジュ「ファミワン」の特典提供を開始

（2021/6/2 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

神奈川県横須賀市の『妊活 LINE サポート事業』として全国で初めて委託事業の正式提供を開始しました（2021/6/1 

(火)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

群馬県邑楽郡邑楽町の『妊活 LINE サポート事業』として、妊活コンシェルジュ「ファミワン」を提供開始（2021/6/1 

(火)） 

 

株式会社フィッシュパス（URL） 

'釣り人前年の 4 倍‼️2021 奥越漁協アユ釣り解禁 | FISHPASS（フィッシュパス）'（2021/6/28 (月)） 

 

株式会社フィッシュパス（URL） 

'日野川に島啓悟さんがやって来た！！ | FISHPASS（フィッシュパス）'（2021/6/25 (金)） 

 

株式会社フィッシュパス（URL） 

'2021 勝山市漁協・大野市漁協 アユ釣り解禁 | FISHPASS（フィッシュパス）'（2021/6/23 (水)） 

 

株式会社フィッシュパス（URL） 

2021 秋川漁協（東京都）アユ解禁ドローン映像 | FISHPASS（フィッシュパス）（2021/6/21 (月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000002500.html
https://babytech.jp/2021/06/famione/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000014333.html
https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/casestudy/00012/00627/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000014333.html
https://www.fishpass.co.jp/news/archives/16711
https://www.fishpass.co.jp/news/archives/16659
https://www.fishpass.co.jp/news/archives/16640
https://www.fishpass.co.jp/news/archives/16623


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年６月分） 

【五十音順】 

株式会社フィッシュパス（URL） 

2021 九頭竜川中部漁協 アユ釣り解禁レポート | FISHPASS（フィッシュパス）（2021/6/16 (水)） 

 

株式会社フィッシュパス（URL） 

6/19 いよいよ解禁‼️九頭竜川・真名川アユ釣り場 MAP〜大野市漁協〜 | FISHPASS（フィッシュパス）

（2021/6/11 (金)） 

 

株式会社ベスメモ（URL） 

業界横断型同時多発イベント「＃結婚式でつながろう」第二弾を 6/5(土)〜開催！全国 43 社 102 式場他、業界各

社や新郎新婦が協力し、"今、結婚式を控えるプレ花・プレ花婿さん"を応援！（2021/6/3 (木)） 

 

マカイラ株式会社（URL） 

【 エンタメ・IP ビジネス関係者、必見！ 】オンラインイベント「Contents Innovation Days」初回を 6 月 18 日（金）

19 時に開催 〈参加無料〉（2021/6/16 (水)） 

 

マカイラ株式会社（URL） 

イベント告知：パブリックに関わるキャリアを考える 第 4 回（2021/6/7 (月)） 

 

マカイラ株式会社（URL） 

イベント告知：Contents Innovation Days vol.1-世界を目指すためのコンテンツビジネスの作り方-（2021/6/7 

(月)） 

 

MAMORIO 株式会社（URL） 

'カード型の紛失防止デバイス「MAMORIO CARD」各小売店・家電量販店等で取扱開始'（2021/6/25 (金)） 

 

MAMORIO 株式会社（URL） 

【法人様限定】アンケート回答で MAMORIO FUDA が“必ず“もらえるキャンペーンを実施します。（2021/6/1 (火)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

'MICIN とオムロン ヘルスケア、「慢性心不全の予防及び予後モニタリングの検証」に関する基本合意書を締結'

（2021/6/29 (火)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

'治験における「同意」の遠隔化'（2021/6/29 (火)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

'オンライン診療サービス「クロン」が「MM 総研大賞 2021」ヘルスケア ICT 分野の「最優秀賞」を受賞しました | MICIN'

（2021/6/24 (木)） 

 

https://www.fishpass.co.jp/news/archives/16533
https://www.fishpass.co.jp/news/archives/16500
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000027297.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000044067.html
https://makairaworld.com/topics/pubcari20210618/
https://makairaworld.com/topics/cid20210618/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000181.000022173.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000180.000022173.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000017806.html
https://dht.micin.jp/virtual-clinical-trial/vct04/
https://micin.jp/news/4953


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年６月分） 

【五十音順】 

株式会社 MICIN（URL） 

外科手術を受ける患者の周術期をケアするアプリ「MedBridge（メドブリッジ）」を開発（2021/6/21 (月)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

日経産業新聞に弊社・桐山のコメントが掲載されました | MICIN（2021/6/11 (金)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

グロース・キャピタル、日本最大級の CFO イベント Growth CFO Summit Vol.7 開催（2021/6/7 (月)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

フジテレビ「めざましテレビ」で curon for KDDI が紹介されました | MICIN（2021/6/4 (金)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

ヘルスケアテクノロジーズ、MICIN と協業してオンライン診療サービス機能を提供開始（2021/6/1 (火)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

人の行動を変える「ナッジ理論」で実現するダイバーシティ＆インクルージョン〜グローバル職場環境に潜むバイアスを行動科

学で紐解く〜（2021/6/15 (火)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

【6/30(水)開催】人事向け D＆I セミナー「人の行動を変える”ナッジ理論”で実現する ダイバーシティ＆インクルージョン」

に、ケイスリーの熱田が講師として登壇（2021/6/11 (金)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

ソーシャルタイプで編成する最強のチームづくり〜新リモート時代のコミュニケーション術とは？（2021/6/9 (水)） 

 

株式会社ミナカラ（URL） 

ミナカラと慶應義塾大学との共同研究の成果として「薬剤師によるオンライン相談に関する実態調査」報告書を公開

（2021/6/22 (火)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

【日経産業新聞】エイベックスと当社の取組みが紹介されました。（2021/6/17 (木)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

【日経新聞】しなの鉄道「車両更新ファンド」で 3000 万円調達をご紹介いただきました。（2021/6/12 (土)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

【日刊工業新聞】当社のオフィス移転について紹介されました。（2021/6/4 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000017806.html
https://micin.jp/news/4881
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000068165.html
https://micin.jp/news/4842
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000054466.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000114.000035684.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000023382.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000110.000035684.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000059046.html
https://www.securite.jp/news/release?a=144
https://www.securite.jp/news/release?a=142
https://www.securite.jp/news/release?a=140


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年６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） 

アーティストの創作活動を金融の仕組みで応援楽曲単位での音楽ファンド「MUSIC UP!」を開始（2021/6/4 (金)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

【朝日新聞デジタル】当社のオフィス移転について紹介されました。（2021/6/2 (水)） 

 

株式会社 Moff（URL） 

楽天モバイルと Moff、豊田市官民連携介護予防「ずっと元気！プロジェクト」での協業を開始（2021/6/30 (水)） 

 

株式会社 Moff（URL） 

'シニア向けオンライン健康増進プログラム『モフライフ』において介護予防プログラム『10 秒ポーズ健康法』全６回講座を提

供 | 株式会社 Moff（モフ）'（2021/6/24 (木)） 

 

株式会社 Moff（URL） 

シニア向けオンライン健康増進プログラム『モフライフ』において介護予防プログラム『10 秒ポーズ健康法』全６回講座を提

供（2021/6/18 (金)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

【夏の学生インターン募集中】ユカイなコンテンツを作ろう！（2021/6/23 (水)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

欧州最大のテックカンファレンス、Viva Technology が 2 年ぶりに開催！ 13 社の日本発スタートアップが出展！

（2021/6/14 (月)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

【セミナー】「モノとヒトのちょうど良い関係性」〜インタラクションデザイン座談会〜（2021/6/11 (金)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

オンラインストア 1 周年ありがとう！送料無料＆グッズ新登場（2021/6/2 (水)） 

 

株式会社リディラバ（URL） 

【実施レポート】「イケてる企業人ほど陥りやすい？」4 日間多業種合同プログラム:Field Academy LITE2021 第 1 回

の途中経過をご報告します（2021/6/18 (金)） 

 

One Concern 株式会社（URL） 

'One Concern、ニコレット・キスペを CPO に任命'（2021/6/25 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000065348.html
https://www.securite.jp/news/release?a=137
https://jp.moff.mobi/news/rakuten-mobile_moff/
https://jp.moff.mobi/news/10%e7%a7%92%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%ba%e5%81%a5%e5%ba%b7%e6%b3%95_%e5%85%a8%ef%bc%96%e5%9b%9e%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%82%92%e6%8f%90%e4%be%9b/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000009514.html
https://www.ux-xu.com/news/20210623
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000071241.html
https://www.ux-xu.com/news/20210611
https://www.ux-xu.com/news/20210526
https://note.com/ridilover_local/n/n37fbd50f1908
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000064380.html

