
ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 7 月分） 

【五十音順】 

 

株式会社アートローグ（URL） 

展示作品の一部が、ポンピドゥ・センターへ収蔵決定！ポコラート世界展「偶然と、必然と、」展示作品に関する最新情報

ならびに関連企画決定のご案内（2021/7/2 (金)） 

 

株式会社アートローグ（URL） 

アートで輝くまちづくり「船場アートサイトプロジェクト」発進。キックオフイベント「船場アートサイトプロジェクト Vol. 01」では大

林剛郎氏のコレクション展やアジアの作家展、関連トークイベント等開催（2021/7/7 (水)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

7/17(土)実施決定！約 70km ドローン輸送日本最長距離記録へ。株式会社空解は、自社新開発の画期的な長距

離飛行型電動ドローン 2 機による輸送実証実験に挑みます（2021/7/14 (水)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

高所壁面作業の DX 化で、安全確保とコスト削減、工期短縮を実現。「3D 壁面作業システム」によるメンテナンスソリュー

ションの提供を 8 月より開始（2021/7/17 (土)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

「3D 壁面作業システム」の提供を開始（2021/7/19 (月)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

産業機械健保に加入しました（2021/7/30 (金)） 

 

株式会社 OUTSENSE（URL） 

令和 3 年度「新製品・新技術開発支援事業」採択企業の決定について（2021/7/20 (火)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

日本経済新聞にて、弊社の取り組みについて取り上げて頂きました（2021/7/1 (木)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

名古屋大学病院と Acompany が「秘密計算」技術を活用した病院経営分析に関する共同研究を開始（2021/7/1 

(木)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

日本経済新聞（朝刊）にて、弊社の取り組みについて取り上げて頂きました（2021/7/2 (金)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

東京都立大学公式 Web マガジンにて当社代表・柴藤のインタビュー記事が掲載されました（2021/7/9 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000078042.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000028825.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000080598.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000022548.html
https://www.irobotics.jp/post/_wall-6
https://www.irobotics.jp/post/kenpo
https://www.pio-ota.jp/news/2021/07/3-14.html
https://acompany.tech/news/nikkei/
https://acompany.tech/news/meidai-hos_acompany/
https://acompany.tech/news/nikkei-newspaper/
https://www.corp.academist-cf.com/post/media210709
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アカデミスト株式会社（URL） 

アカリクは「academist Prize supported by 日本の研究.com」のスポンサーに登録いたしました（2021/7/20 

(火)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

アクセルスペース、JX 通信社と速報衛星写真の配信実証実験を開始〜次世代地球観測プラットフォーム「AxelGlobe」と

AI ビッグデータリスクセンサ「FASTALERT」の連携で緊急時等の情報提供へ貢献〜（2021/8/3 (火)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

宇宙関連スタートアップ企業へ出資 〜ビッグデータを活用したソリューション創出へ布石〜（2021/7/16 (金)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

北海道発、宇宙ビジネスカンファレンス”北海道宇宙サミット 2021”のタイムテーブル＆全登壇者を発表（2021/7/29 

(木)） 

 

株式会社アクティベートラボ（URL） 

障害者のための専用 SNS・情報検索サイト「OpenGate 検索」 雇用にも役立つ身体者障害者版の機能と魅力

（2021/7/1 (木)） 

 

株式会社アクティベートラボ（URL） 

精神障害・症状者のための情報検索サイト「OpenGate まとめ検索」α 版始動（2021/7/8 (木)） 

 

株式会社アクティベートラボ（URL） 

発達・知的障害者・症状のための情報検索サイト「OpenGate まとめ検索」α 版始動（2021/7/9 (金)） 

 

アジアクエスト株式会社（URL） 

【参加費無料】ウェビナー『AQW2021 リブート DX シリーズ Vol.1：観光産業のリブート DX 展望（宿泊編）』を 7/14

に開催します（2021/7/1 (木)） 

 

アジアクエスト株式会社（URL） 

グロービス経営大学院公認クラブの「グロービス・デジタル・マーケティング・クラブ」、課題図書に『DX 経営図鑑』を採用。著

者であるアジアクエスト CMO が勉強会にゲスト参加（2021/7/6 (火)） 

 

アジアクエスト株式会社（URL） 

'ジアクエストが「AWS 公共部門パートナー（パブリックセクターパートナー）」に認定されました（2021/7/8 (木)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

水素産業分野で日本の技術力は世界イチ！研究投資の中心は水素製造と燃料電池 〜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〜（2021/7/6 (火)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000017667.html
https://www.axelspace.com/2021-08/pr_210803?lang=ja
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000061878.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000078016.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000052527.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000052527.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000052527.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000019319.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000094.000019319.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000019319.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000184.000007141.html
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アスタミューゼ株式会社（URL） 

アスタミューゼが、企業と投資家の建設的な対話を実現するエンゲージメント・プラットフォーム「THE CODE」をリリース

（2021/7/8 (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）」が新機能「事業案評価・

ポートフォリオ管理機能」の提供を開始（2021/7/9 (金)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

アスタミューゼ、三菱 UFJ 信託銀行への企業評価スコア提供契約、社会課題解決型ファンド運用支援開始へ

（2021/7/21 (水)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

様々な領域・産業において自社保有技術/特許を活用した炭素削減用途の可能性を調べる探索ツール、イノベーションサ

ーチ（脱炭素版）の提供開始（2021/7/30 (金)） 

 

inaho 株式会社（URL） 

inaho 株式会社 | 大企業・研究機関向けに、1.AI(人工知能）、IoT、ハードウェアを使った新規事業の PoC 支援、

2.ハードウェアビジネスのサービス化支援サービスの提供を開始（2021/7/6 (火)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

産業構造審議会に「教育イノベーション小委員会」の委員に当社代表取締役社長の福原が任命されました（2021/7/1 

(木)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

気質診断で最適なチームを自動編成、新たな興味を引き出す次世代型オンライン教育サービス実証実験を開始。IGS が

気質診断や分析を担当（2021/7/2 (金)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

慶應大、トークンエコノミーで学生の成長と就職活動を支援する実証実験を開始（2021/7/8 (木)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

Institution for a Global Society 株式会社の株式上場準備について（2021/7/29 (木)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

ケアプラン作成支援 AI「ミルモぷらん」が IT 導入補助金 2021 対象ツールに認定（2021/7/6 (火)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

株式会社オプテージ様と共同でオンラインセミナーを開催（2021/7/2 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000183.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000185.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000186.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000187.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000024969.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210622002/20210622002.html
https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2021/07/01/5218.html
https://news.mynavi.jp/article/20210708-1918068/
https://i-globalsociety.com/news/institution-for-a-global-society%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%b8%8a%e5%a0%b4%e6%ba%96%e5%82%99%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000018462.html
https://www.ai2-jp.com/news/3308/
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株式会社エーアイスクエア（URL） 

ウェビナー「音声認識× AI 分析×CRM の活用で実現するリモートコンタクトセンター」を開催（2021/7/8 (木)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

2021 年 8 月 6 日イースマイル×エーアイスクエア共同で WEB セミナーを開催します。–「CX」を中心とした「DX」と「EX」の

あるべき姿–（2021/7/26 (月)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

2021 年 8 月 4 日富士電機 IT ソリューション様主催のウェビナーに登壇します（2021/7/26 (月)） 

 

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より QuickQA 採用に関してリリースされました。（2021/7/27 (火)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

NET ZERO Leaders Summit Japan Business Conference 2021 | Events - Japan External Trade 

Organization （2021/7/14 (水)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

「関西おもしろ企業事例集〜企業訪問から見える新たな兆：KIZASHI〜 Vol.13 プラスチック問題を解決する 10 の企

業編」の公表について（近畿経済産業局）（2021/7/29 (木)） 

 

エースチャイルド株式会社（URL） 

文部科学省「SNS 等を活用した相談体制の在り方に関する調査研究」 参画自治体募集 | A's Child Inc.

（2021/7/1 (木)） 

 

エースチャイルド株式会社（URL） 

ネット上の危険から子どもを守る Web サービス Filii に実装された「ルール管理機能」が三菱総合研究所のインパクト評価

研究(※)にてインパクト評価レポートとして掲載 | A's Child Inc.（2021/7/19 (月)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

名大病院と Acompany が「秘密計算」技術を活用した病院経営分析に関する共同研究を開始'（2021/7/1 (木)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

'カメラブ、撮影したくなるコト(体験)のサブスク「GooPass PRIME」を本日スタート、月額 990 円のサブスクで “好きが見

つかる、夢中になれる体験と出会う” （2021/7/20 (火)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

１イベントわずか“11 分”でセールステックの最新トレンドがわかる 5 日間 DMM ピッチ「営業 DX 化支援Ｗeek」開催

（2021/7/14 (水)） 

 

https://www.ai2-jp.com/news/3307/
https://www.ai2-jp.com/news/3539/
https://www.ai2-jp.com/news/3544/
https://www.ai2-jp.com/news/3536/
https://www.jetro.go.jp/en/news/announcement/2021/5995211d91d300a8.html
https://www.kansai.meti.go.jp/1-9chushoresearch/jirei/jirei13.html
https://www.as-child.com/press-release/4441
https://www.as-child.com/filii/4455
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000046917.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000034417.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000081780.html
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Hmcomm 株式会社（URL） 

TIS 株式会社様主催のウェブセミナーに登壇致します。（2021/7/26 (月)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

介護記録 AI アプリ「CareWiz 話すと記録」が IT 導入補助金 2021 の対象 IT ツールに採択（2021/7/19 (月)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

「TOSHIBA OPEN INNOVATION PROGRAM 2021」4 テーマで共創する採択企業 8 社を決定！プログラムが本格

スタート（2021/7/19 (月)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

エクサウィザーズと日揮ホールディングス、DX プロジェクトマネジメントサービスの共同開発を開始（2021/7/26 (月)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

エクサウィザーズ、山口県庁に向けて DX 推進セミナー事業を開始（2021/7/30 (金)） 

 

Aniwo Ltd. (Israel)（URL） 

【イベント登壇】当社 CEO 寺田が登壇した東京都主催 X-HUB TOKYO 成果発信イベント「先輩起業家が語る海外展

開の魅力」のレポート記事が公開されました（2021/7/16 (金)） 

 

エニシア株式会社（URL） 

工業所有権情報・研修館（INPIT）の令和 3 年度「特許情報分析支援事業」に採択されました（2021/7/26 

(月)） 

 

エリー株式会社（URL） 

“蚕”専門の昆⾍⾷スタートアップのエリー株式会社、第一弾商品「SILKFOO（シルクフード）チップス」を 2021 年 7 月

8 日より販売開始（2021/7/9 (金)） 

 

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）」、「第 48 回 日本毒性学会学術年会」にて発表・出展のお知らせ 

- エルピクセル株式会社（2021/7/5 (月)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

エルピクセルの画像解析 AI 技術、 東レエンジニアリング社が半導体の製品検査に応用（2021/7/14 (水)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

女性役員の育成・紹介に特化した『OnBoard 株式会社』設立（2021/7/5 (月)） 

 

https://hmcom.co.jp/tis%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%a7%98%e4%b8%bb%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e7%99%bb%e5%a3%87%e8%87%b4%e3%81%97%e3%81%be/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000030192.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000180.000014738.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000030192.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000081.000030192.html
https://x-hub.tokyo/contents/5603
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/patent_analyses/index.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000052502.html
https://lpixel.net/news/information/2021/10353/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000010005.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000080227.html
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OnBoard 株式会社（URL） 

朝日新聞に掲載されました。2021 年 7 月 4 日付朝日新聞朝刊 9 面『フォーラム 共学か、別学か』にて、当社 CEO 越 

直美のインタビューが掲載されました（2021/7/5 (月)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

Podcast「Lawyer on Air」に出演しました（2021/7/6 (火)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

弁護士ドットコムタイムズに掲載されました（2021/7/9 (金)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

日経グローカルに掲載されました、日経グローカル 416 号（2021 年 7 月 19 日発行）に当社 CEO 越 直美のインタビ

ューが掲載されました（2021/7/26 (月)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

読売新聞に掲載されました、読売新聞（2021 年 7 月 17 日土曜日朝刊）に当社 CEO 越 直美のインタビュー記事が

掲載されました（2021/7/26 (月)） 

 

株式会社 KINCHAKU（URL） 

マリンワールド海の中道においてデジタルチケットを販売します（2021/7/1 (木)） 

 

株式会社クオンタムオペレーション（URL） 

【イベントレポート】fabbit・NBC 共催「第 4 回スタートアップ・メンタリング・プログラム」（2021/7/8 (木)） 

 

株式会社クオンタムオペレーション（URL） 

Arab Health 2021 に出展いたしました。（2021/7/18 (日)） 

 

株式会社 Crossdoor（URL） 

埋込型スマートリモコン「Crossdoor square」の本格販売開始（2021/7/29 (木)） 

 

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、Engineer Career Study #3 「成長を実感し続けられるキャリアのあゆみ方」

を 7 月 30 日開催（2021/7/26 (月)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

在宅リモート環境下における人材紹介業務の実態調査（2021/7/27 (火)） 

 

株式会社ゲイト（URL） 

朝日新聞に漁師田中の物語と想いが掲載されました（2021/7/4 (日)） 

 

https://www.asahi.com/articles/ASP737GCGP6YUPQJ003.html
https://www.catherineoconnelllaw.com/podcast/episode-eight-naomi-koshi
https://www.bengo4.com/times/articles/341/
https://www.nikkei.co.jp/rim/glweb/
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/feature/CO036741/20210723-OYTAT50005/?fbclid=IwAR1Xt-0lxwg5lceVkdEXS6UzJuX2PNI41lAMt1Ht4cqAbW6UrPF8yHz2wxQ
https://www.kinchaku.com/news/nishitetsu-marine-world-press-release
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000049690.html
https://quantum-op.co.jp/news/202107731.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000053819.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000117.000005321.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000005321.html
https://gateinc.jp/ext/media/2021-07-04AsahiMie.jpg
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株式会社ゲイト（URL） 

「未来につながる物流」の認定・表彰について【2020 物流 TDM 実行協議会主催】（2021/7/6 (火)） 

 

株式会社ゲイト（URL） 

漁師がつくる“キャットフード” 猫が続々“とりこ”に コロナ禍で生き残りをかけ…1 キロ 3300 円も人気の理由

（2021/7/13 (火)） 

 

ゴイク電池株式会社（URL） 

EV 電池の残存価値診断技術の試験実施について（2021/7/15 (木)） 

 

ゴイク電池株式会社（URL） 

電動車活用社会推進協議会に参加（2021/7/20 (火)） 

 

ゴイク電池株式会社（URL） 

7 月 29 日（木）午前 6 時半台の NHK 総合「おはよう日本」内の「おは Biz」のコーナーで弊社の技術「バッテリー診断

装置」が紹介されました。（2021/7/27 (火)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

「日本企業における DX 推進のポイントと AI チャットボットの具体的活用方法」ウェビナーを開催します（2021/7/20 

(火)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

ノーコード AI チャットボット「KUZEN」と有人チャットシステム「MOBI AGENT」が連携（2021/7/27 (火)） 

 

株式会社昆虫食の entomo（URL） 

文化放送「SDGsVoice」に 2 週間に渡って出演します - 昆⾍⾷の entomo（2021/7/13 (火)） 

 

株式会社 KOMPEITO（URL） 

JA 全農とっとり、「OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）」でカットスイカの冷蔵サンプリングを実施！ 1,500 人のオフィ

スワーカーが”鳥取すいか”を堪能（2021/7/6 (火)） 

 

株式会社 KOMPEITO（URL） 

『週刊ビル経営』に記事を掲載いただきました（2021/7/19 (月)） 

 

株式会社 KOMPEITO（URL） 

『日本農業新聞』に記事を掲載いただきました（2021/7/20 (火)） 

 

株式会社情報工場（URL） 

情報工場、古河電工の新オフィスに創設されたコラボレーションスペースに共創のもととなる発想を生む「Palette(パレット)ラ

イブラリー」をプロデュース（2021/7/19 (月)） 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/07/06/10.html
https://www.ctv.co.jp/news/articles/i284a80y96kwy02w.html
https://goiku.com/2070715-2/
http://www.cev-pc.or.jp/xev_kyougikai/member/
https://goiku.com/nhk0729/
https://corp.conciergeu.com/news/%e3%80%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8bdx%e6%8e%a8%e9%80%b2%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%a8ai%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000017833.html
https://entomo.jp/blog/sdgsvoice.html
https://www.officedeyasai.jp/press/tottori_suika20210706/
https://www.biru-mall.com/attention/2021071901_02/
https://www.agrinews.co.jp/economy/index/13943
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000012301.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 7 月分） 

【五十音順】 

 

株式会社セツロテック（URL） 

iPS アカデミアジャパンとセツロテックが iPS 細胞のライセンス契約を締結 〜 「iPS 細胞ゲノム編集サービス」を開始〜 | 株

式会社セツロテック（2021/7/15 (木)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

新規ゲノム編集因子 TiD を用いたゲノム編集サービスを開始 | 株式会社セツロテック（2021/7/16 (金)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

超高速の品種改良×スマート養殖スタートアップのリージョナルフィッシュ、ゲノム編集スタートアップ３社と共同でゲノム編集

テクノロジー実用化研究助成（Get-Research Grant）を立ち上げ（2021/7/26 (月)） 

 

株式会社 SenSprout（URL） 

農経新聞 2021 年 7 月 12 日号にて当社と R&C ホールディングスによる価格形成支援システム「AgriDX」への取り組

みが紹介されました。（2021/7/14 (水)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

「タスカジさんフェス 2021」開催！ 家事を楽しく学ぶ３日間。家事のプロ「タスカジさん」が集結する祭典を、今年は依頼

者も一緒に（2021/7/1 (木)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

【東京都】「DX 推進実証実験プロジェクト」（第２期）社会変革 DX 領域の採択スタートアップを決定しました

（2021/7/14 (水)） 

 

株式会社チカク（URL） 

【事後レポート】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】の基調報告で「まごチャンネル」のチカ

クが登壇（2021/7/1 (木)） 

 

株式会社チカク（URL） 

熱中症危険度などをお知らせする「まごチャンネル with SECOM」“熱中症に負けるな！”キャンペーン開始（2021/7/6 

(火)） 

 

株式会社チャレナジー（URL） 

Society5.0 科学博出展のお知らせ（2021/7/7 (水)） 

 

株式会社チャレナジー（URL） 

あらゆる分野の最先端科学技術を 200 点以上展示した「Society 5.0 科学博」が 7 月 15 日に開幕（2021/7/14 

(水)） 

 

https://www.setsurotech.com/news/4056/
https://www.setsurotech.com/news/4098/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000060432.html
https://sensprout.com/news/noukeinews20210714/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000020281.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000071140.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000134.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000135.000015422.html
https://challenergy.com/2021/07/07/post_106-2/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000082969.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 7 月分） 

【五十音順】 

株式会社チャレナジー（URL） 

台風でも発電する「垂直軸型マグナス式風力発電機」が、経産省・ジェトロ主催の国際的カーボンニュートラルイベントに出

展（2021/7/26 (月)） 

 

株式会社データグリッド（URL） 

日本経済新聞電子版にて、弊社の取り組み事例が紹介されました。（2021/7/5 (月)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

T-ICU が淡路市商工会会員企業の従業員とその家族に対し、新型コロナウイルスワクチンの職域接種を開始

（2021/7/7 (水)） 

 

株式会社テンアップ（URL） 

オンラインオープンキャンパスで高校生の笑いが止まりませんでした（2021/7/1 (木)） 

 

株式会社テンクー（URL） 

ヒト幹細胞分化に関係する転写因子の網羅的な同定とその解析 ーAI を駆使した自在に細胞運命を制御する技術の

開発に期待－（2020/7/17 (金)） 

 

株式会社 TRUNK（URL） 

家にいながらリモートワークに必要なスキルを無料で学べて、仕事のオファーが届くかも「リモートバイト」の提供を開始

（2021/7/1 (木)） 

 

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（URL） 

- 排泄予測で全国 684 万人※へ自立支援と尊厳を― 排泄予測デバイス『DFree』法人用で『obniz BLE ゲートウェ

イ』稼働中（2021/7/30 (金)） 

 

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（URL） 

大人用おむつのプライベートブランド「DFree リハビリシリーズ」うす型パンツの提供を開始（2021/7/1 (木)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

Trim、授乳用ユニットについて特許を取得-コロナ禍でも導入台数増加 子育て世代のインフラ整備を目指して-

（2021/7/6 (火)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

授乳・離乳⾷・おむつ替えなどのための設置型ベビーケアルーム「mamaro 2」を今秋より新たに販売開始（2021/7/13 

(火)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

設置型ベビーケアルーム「mamaro 2」ハウステンボスに導入決定（2021/7/13 (火)） 

 

https://challenergy.com/2021/07/26/post_106-2-2/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF171XQ0X10C21A4000000/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000033988.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000033608.html
https://xcoo.co.jp/assets/pr_20200714.pdf
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001233.000002302.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000040376.html
https://www-biz.co/2021/07/01/4182/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000390.000023462.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 7 月分） 

【五十音順】 

Trim 株式会社（URL） 

授乳・離乳⾷・おむつ替えなどのための設置型ベビーケアルーム「mamaro 2」を今秋より新たに販売開始（2021/7/13 

(火)） 

 

株式会社 Drone Future Aviation（URL） 

配膳ロボットとは？コロナ禍における導入のメリットや活用例について（2021/7/28 (水)） 

 

株式会社 Nextremer（URL） 

子会社の吸収合併および二本社体制への移行に関するお知らせ（2021/7/29 (木)） 

 

株式会社 no new folk studio（URL） 

株式会社 no new folk studio、株式会社 ORPHE へと社名変更（2021/7/15 (木)） 

 

株式会社 no new folk studio（URL） 

減資のお知らせ（2021/7/15 (木)） 

 

BionicM 株式会社（URL） 

BS テレ東 日経ニュースプラス 9 にて BionincM が紹介されます（2021/7/14 (水)） 

 

BionicM 株式会社（URL） 

NET ZERO Leaders Summit（Japan Business Conference 2021）に出展します（2021/7/20 (火)） 

 

BionicM 株式会社（URL） 

きらッコノートにて BionicM が掲載されました（2021/7/22 (木)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 11 カ所の混雑可視化に活用。岡山県和気町に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開

始（2021/7/1 (木)） 

 

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！神奈川県伊勢原市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を

提供開始（2021/7/1 (木)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 195 カ所の混雑可視化！宮城県仙台市と混雑状況を伝える「VACAN」を用いた実証実験を開始

（2021/7/6 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所の混雑可視化に活用！東京都狛江市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開始

（2021/7/7 (水)） 

https://www.trim-inc.com/blog/mamaro-2?categoryId=4392
https://dronefutureaviation.com/column-about-robot/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000017379.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000020411.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000020411.html
https://www.bionicm.com/2021/07/14/bs%e3%83%86%e3%83%ac%e6%9d%b1-%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b99%e3%81%ab%e3%81%a6bionincm%e3%81%8c%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be/
https://www.bionicm.com/2021/07/16/net-zero-leaders-summit%ef%bc%88japan-business-conference-2021%ef%bc%89%e3%81%ab%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99/
https://www.bionicm.com/2021/07/22/%e3%81%8d%e3%82%89%e3%83%83%e3%82%b3%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%a6bionicm%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://corp.vacan.com/news/news-waketown.html
https://corp.vacan.com/news/news-isehara.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000192.000018933.html
https://corp.vacan.com/news/news-komae.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 7 月分） 

【五十音順】 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 41 カ所の混雑可視化に活用！埼玉県朝霞市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供

開始（2021/7/8 (木)） 

 

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。山口県光市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開始

（2021/7/12 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

渋谷区、新宿区、豊島区のファミリーマート 130 店に、トイレの混雑抑止 IoT サービス「VACAN AirKnock」を導入

（2021/7/16 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

お手洗いの長時間利用を抑止する IoT サービス「VACAN AirKnock Ads」で、読売新聞のプロモーション動画配信を開

始（2021/7/16 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

お手洗いの長時間利用を抑止する IoT サービス「VACAN AirKnock Ads」で、ファイナルファンタジーシリーズのプロモーシ

ョン動画を配信開始（2021/7/16 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

京丹後市で海水浴場周辺の渋滞や路上駐車の緩和をサポート！マップ型混雑情報配信サービス「VACAN Maps」で駐

車場の混み具合を発信（2021/7/17 (土)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 68 カ所の混雑可視化に活用。埼玉県春日部市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供

開始（2021/7/26 (月)） 

 

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！静岡県藤枝市に空き情報配信サービス「VACAN」を提供

（2021/7/27 (火)） 

 

株式会社ハタプロ（URL） 

【大田区の創業支援施設「六郷 BASE」プレイベント】アイディアをカタチに！起業家パネルトークに代表の伊澤 諒太がゲ

スト講演します（2021/7/1 (木)） 

 

株式会社ビーワンカレッジ（URL） 

OSAP（OIH Seed Acceleration Program）に採択されました（2021/7/13 (火)） 

 

https://corp.vacan.com/news/news-asaka-2.html
https://corp.vacan.com/news/news-hikari.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000197.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000196.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000195.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000194.000018933.html
https://corp.vacan.com/news/news-kasukabe.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000198.000018933.html
https://hatapro.co.jp/news/210701_rokugobase/
https://beonecollege.co.jp/news/2021/07/13/osap/
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【五十音順】 

株式会社ビーワンカレッジ（URL） 

弊社代表がプロネクサス社さま主催のセミナーで登壇いたしました（2021/7/20 (火)） 

 

PIAZZA 株式会社（URL） 

堺市北区で地域 SNS アプリ「ピアッザ」の展開に関する協定を締結しました（2021/7/6 (火)） 

 

PIAZZA 株式会社（URL） 

「SDGs」も影響？ フリマアプリなど「個人間取引」が拡大（2021/7/8 (木)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

自宅で医師の診察を受けられる「パパっと育児＠ドクター」サービスを育児記録アプリに実装（2021/7/27 (火)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

アクティブオーガニックブランド「Be」を展開する Be Organic 東急プラザ銀座本店は、おかげさまでオープン 1 周年を迎えま

した（2021/7/2 (金)） 

 

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カルビーのじゃがいもから作る発酵エタノールを配合した「じゃがいもとお米の除菌ウエットティッシュ」を

商品化（2021/7/5 (月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

【SMBC グループ主催イベント】Sustainability & the Power of Startups - オープンイノベーションを通じたサステナビ

リティ課題への取り組みとは -（2021/7/20 (火)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

新谷酵素の知見に裏づけられた、“肌に塗るサプリメント発想”のスキンケアシリーズ 「SIRTFL」2021 年 10 月 1 日

（金）新発売（2021/7/28 (水)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

新大久保駅直上フードラボ「K, D, C,,,」に新たな事業パートナー参画！⾷の発信拠点としての動きが加速しています

（2021/7/29 (木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

最初の 1,000 人をどうやって獲得したの？       国内急成長中スタートアップ数社に聞いてみた | みんなのスタートアップレ

ター（2021/7/7 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

新興勢が「妊活」をサポート 費用・時間の負担軽減: 日本経済新聞（2021/7/27 (火)） 

 

https://beonecollege.co.jp/news/2021/07/20/pronexus/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000016981.html
https://www.nomura.co.jp/el_borde/real80s/0060/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000023831.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000055483.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000051332.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000074664.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000033088.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000351.000017557.html
https://startup.theletter.jp/posts/75d97340-c681-11eb-a8c6-69e36bc4fb76
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC169G40W1A710C2000000/?unlock=1
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株式会社ファミワン（URL） 

正解を決めつけない。僕たちが創業時から決めている基本姿勢 | xDX（2021/7/28 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

「妊活・不妊治療もっと身近に」事業展開 2 社に聞く | 「わたし」の働く・生きる新常識 | 本橋敦子 | 毎日新聞「経済

プレミア」（2021/7/28 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

東京都杉並区の『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（2021/7/31 (土)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

医療機関向けオンラインセミナーを開催します（7/15 13 時〜） | MICIN（2021/7/6 (火)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

MICIN、新型コロナウイルスワクチンの接種を実施する企業・大学や自治体向けに、オンライン予診サービス・提携医療機

関紹介サービスを提供開始（2021/7/7 (水)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

日経メディカルオンラインに、新型コロナウイルス陽性の自宅療養者に対するオンライン診療に「curon typeC」が活用され

ていることが紹介されました | MICIN（2021/7/15 (木)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

ＭＩＣＩＮ、国立がん研究センター東病院と、大腸がん患者の術後早期回復を目指し、周術期管理アプリの開発に向

けた共同研究を開始（2021/7/19 (月)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

医療機関・関係者向けオンラインセミナーを開催します（7/29 19 時 30 分〜） | MICIN（2021/7/21 (水)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

日経産業新聞に、弊社のオンライン診療サービス、大手通信事業者との提携について紹介されました | MICIN

（2021/7/29 (木)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

WEB 問診「SymView」と「クロン」のシステムが連携しました | MICIN（2021/7/29 (木)） 

 

マカイラ株式会社（URL） 

pubcari の 7 月求人情報を更新しました。（2021/7/6 (火)） 

 

マカイラ株式会社（URL） 

7/30 開催「第 5 回 パブリックに関わるキャリアを考える 」イベント（2021/7/12 (月)） 

https://www.xross-dx.com/article/feature/famione-1.html
https://mainichi.jp/premier/business/articles/20210727/biz/00m/020/015000c
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000014333.html
https://micin.jp/news/5028
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000017806.html
https://micin.jp/news/5077
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000017806.html
https://micin.jp/news/5117
https://micin.jp/news/5173
https://micin.jp/news/5147
https://makairaworld.com/topics/pubcarinews202107/
https://makairaworld.com/topics/20210712-2/
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マカイラ株式会社（URL） 

イベント告知：Contents Innovation Days vol.2 -大注目 “ 中国コンテンツ産業 ” の今と未来-（2021/7/20 

(火)） 

 

MAMORIO 株式会社（URL） 

MAMORIO から MAMORIO RE を入れられるナノウォレットや PC 等に貼って使えるレザーアタッチメント、レザーチャームに

も新色登場！（2021/7/9 (金)） 

 

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―青森県や和歌山県含む 6 つの病院を、新たな寄付先に追加―

（2021/7/7 (水)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

国連人口基金（UNFPA）支援寄付プロジェクト開始のお知らせ ~世界の人道危機からお母さんと赤ちゃんの命を救う

ために~（2021/7/7 (水)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

「触れる」VR 教材システム開発基金（2021/7/30 (金)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

PODCAST コンテンツ 「ＰＬＡＮＥＴ ＳＯＣＩＡＬ」公開のお知らせ（2021/7/30 (金)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

何度でもパチッとはめてスイッチオン！簡単に組み立てられるロボット「ユカイなパチパチブロックキット」8 月 5 日(木)新発売・

先行予約開始（2021/7/5 (月)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

【セミナー】現在に求められるデザインとテクノロジーのあり方〜コンヴィヴィアルな社会とは〜（2021/7/13 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

【8 月開催！小・中学生向け】自由研究はこれでキマリ！オリジナルロボットをつくる特別ワークショップ（2021/7/15 

(木)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

BOCCO が 6 歳のお誕生日を迎えます（2021/7/15 (木)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

Go Visions 運営オンライン学び場『SOZOW』が「ユカイな生きものロボットキット」を活用した小・中学生向け特別ワークシ

ョップを開催（2021/7/16 (金)） 

https://makairaworld.com/topics/%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e5%91%8a%e7%9f%a5%ef%bc%9acontents-innovation-days-vol-2-%e5%a4%a7%e6%b3%a8%e7%9b%ae-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000182.000022173.html
https://www.securite.jp/news/release?a=147
https://www.securite.jp/news/release?a=146
https://www.securite.jp/news/activity?a=6394
https://www.securite.jp/news/release?a=148
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000015618.html
https://www.ux-xu.com/news/20210713
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000048584.html
https://www.ux-xu.com/news/20210715
https://www.ux-xu.com/news/20210716
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ユカイ工学株式会社（URL） 

名鉄百貨店「夏休み めいてつキッズカーニバル」Qoobo、教育シリーズ「kurikit」など出品（2021/7/20 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

小学生ロボコン実行委員会主催「ロボコンオンラインミュージアム」が「ユカイな生きものロボットキット」を活用したロボづくりワ

ークショップを開催（2021/7/21 (水)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

ユカイ工学は「NET ZERO Leaders Summit （Japan Business Conference 2021）」に出展中です

（2021/7/28 (水)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

武蔵野美術大学ソーシャルクリエイティブ研究所が開催する教育共創ラボ設立イベントに、代表 青木俊介が登壇

（2021/7/29 (木)） 

 

ユニロボット株式会社（URL） 

ユニボ先生、荒川区の小学校に登場しました（2021/7/1 (木)） 

 

ユニロボット株式会社（URL） 

unibo 法人向けレンタル中（2021/7/8 (木)） 

 

ユニロボット株式会社（URL） 

unibo 公認デベロッパー募集中、お気軽にお問合せください（2021/7/8 (木)） 

 

ユニロボット株式会社（URL） 

株式会社 SMBC モビット ×ユニロボット株式会社様の導入事例（2021/7/14 (水)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

日本記者クラブ・会見で弊社政策企画部門のスライドが引用されました（2021/7/8 (木)） 

 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

雑考〜レオナルド・ダ・ヴィンチとイントラパーソナルダイバーシティと抽象的思考力〜 | 経営学で「はたらく」を幸せにする：

ワ ークシフト研究所（2021/7/2 (金)） 

 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

ワークシフト研究所 国保所長:内閣府 男女共同参画推進連携会議での活動について | 経営学で「はたらく」を幸せに

する：ワ ークシフト研究所（2021/7/8 (木)） 

 

https://www.ux-xu.com/news/20210720
https://www.ux-xu.com/news/20210721
https://www.ux-xu.com/news/20210728
https://www.ux-xu.com/news/20210731
https://www.unirobot.com/news/schoolunibo/
https://www.unirobot.com/news/unibo_rental/
https://www.unirobot.com/news/unibo_developer/
http://nanasan.essence.ne.jp/case/smbcmobitunirobot?fbclid=IwAR2grYyyGJuSNz3jaWVBxYB_eEAQIifYSAj7ltmV6WNCh3sHfdGCXWiZtWA
https://liquitous.com/newsroom/2021/07/08/633/
https://workshift.co.jp/2021/07/3321/
https://workshift.co.jp/2021/07/3335/
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株式会社ワークシフト研究所（URL） 

ワークシフト研究所が復職支援アプリ「piam.」実証実験アンケートの結果を発表 | 経営学で「はたらく」を幸せにする：ワ 

ークシフト研究所（2021/7/16 (金)） 

 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

日経 xwoman 『国保祥子 キャリアアップにつなげる育休の過ごし方』 web 記事公開のおしらせ | 経営学で「はたらく」

を幸せにする：ワ ークシフト研究所（2021/7/27 (火)） 

 

株式会社割符サービス（URL） 

未来共創イニシアティブへ参加します（2021/7/15 (木)） 

 

One Concern 株式会社（URL） 

One Concern、経営幹部人事を発表（2021/7/2 (金)） 

 

https://workshift.co.jp/2021/07/3343/
https://workshift.co.jp/2021/07/3350/
https://www.warifuya.jp/?p=1268&lang=ja
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000064380.html

