
ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年８月分） 

【五十音順】 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

ドローンを活用した「管路・ダクト点検用ソリューション」を展示。8 月 17 日（火）～20 日（金）までの 4 日間。「下水

道展'21 大阪」協栄産業のブースにて（2021/8/3 (火)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

下水道展にて狭隘部点検ソリューションを展示（2021/8/3 (火)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

本社を渋谷に拡大移転しました（2021/8/10 (火)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

ニューノーマルな働き方実現に向け、本社拡張移転・働く環境整備を実施（2021/8/20 (金)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

昇降式足場とウインチを組み合わせ自由自在に壁面を動くスパイダーロボ！光洋機械産業とアイ・ロボティクスが開発

（2021/8/23 (月)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

アカデミスト、「炭素除去」にチャレンジする学生チームの募集を開始（2021/8/2 (月)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

大隅基礎科学創成財団 オンライン市民講座 [8/28(土)15:00-17:00 開催]テーマ「地球上の生命の多様性を支え

る仕組み」(参加費無料・事前登録制)（2021/8/19 (木)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

「秘密計算.jp#1」を開催しました（2021/8/6 (金)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

Yahoo! JAPAN Digital Hack Day 2021 に技術協賛いたします（2021/8/12 (木)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

eiicon company が起業家・投資家向けのイベント「AICHI STARTUP DAY 2021」の参加者募集を開始！

（2021/8/25 (水)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

週刊東洋経済「すごいベンチャー100」2021 年最新版にて、掲載されました！（2021/8/30 (月)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

東海テレビ「START UP&東海地方から世界を目指す」が放映されました！（2021/8/30 (月)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000022548.html
https://www.irobotics.jp/post/irobogesuidouten2021
https://www.irobotics.jp/post/_iten
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000022548.html
https://www.irobotics.jp/post/hekimen-kouyou
https://www.corp.academist-cf.com/post/press210802
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000084760.html
https://acompany.tech/news/secure-computing-event01/
https://acompany.tech/news/yahoo-japan-digital-hack-day-2021/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000186.000037194.html
https://str.toyokeizai.net/magazine/toyo/20210830/
https://acompany.tech/news/tokaitv-tv/
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【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、 JX 通信社と速報衛星写真の配信実証実験を開始（2021/8/3 (火)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

報道ベンチャーの JX 通信社、宇宙ベンチャーのアクセルスペースと協業（2021/8/3 (火)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

東京に新島？海底火山「福徳岡ノ場」噴火後の現場の衛星写真連続撮影結果を速報配信（2021/8/24 (火)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

【詳報】「想定外の超弩級プリニー式噴火」福徳岡ノ場衛星写真連続撮影結果を火山学者が解説（2021/8/26 

(木)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

アクセルスペースと Synspective 経済産業省「超小型衛星コンステレーション技術開発実証事業」補助事業者として採

択決定（2021/8/26 (木)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

アクセルスペース、リモート・センシング技術センターと AxelGlobe 地球観測データ販売に関するパートナーシップ契約を締

結（2021/8/31 (火)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

アクセルスペース、防災科学技術研究所が進める小型光学衛星の災害時活用フロー確立に向けた実証支援業務を受託

（2021/8/31 (火)） 

 

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.2：観光産業のリブート DX 展望（観光消費・エンタメ

体験編）』を 8/18～8/22 に期間限定公開します（2021/8/4 (水)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

領域・産業横断的に、銘柄／企業が保有する技術の炭素削減貢献および技術競争力を可視化する「炭素削減インパク

トスコア」を提供開始（2021/8/10 (火)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

技術者/研究者を『イノベーション創出力』と『イノベーション萌芽ネットワーク』の両面で評価する「イノベータ評価」を提供開

始（2021/8/17 (火)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000066150.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000087.000005993.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000005993.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000096.000005993.html
https://www.axelspace.com/2021-08/pr_210826?lang=ja
https://www.axelspace.com/2021-08/pr_210831?lang=ja
https://www.axelspace.com/2021-09/pr_210901?lang=ja
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000096.000019319.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000188.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000189.000007141.html
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アスタミューゼ株式会社（URL） 

【8 月 25 日 セミナー開催】ESG 経営における事業創造とポートフォリオ・マネジメント?持続的な新規事業創造とカーブア

ウト?（2021/8/19 (木)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

GPIF が発行する「2020 年度 ESG 活動報告書」にアスタミューゼの分析データが掲載されました（2021/8/20 (金)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

【9/3 無料ウェビナー開催】日本企業におけるイノベーションの実現に向けて -『両利きの経営』の実践 -（2021/8/20 

(金)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

企業の自社保有技術/特許の社会課題解決用途の可能性を網羅的に調べる 探索ツール、「イノベーションサーチ（社会

課題版）」の提供開始（2021/8/31 (火)） 

 

株式会社アルファドライブ（URL） 

高知大学医学部、高知市内中心部に「オープンイノベーション拠点 MEDi (メディ)」を開設（2021/8/30 (月)） 

 

株式会社 ELYZA（URL） 

ＳＯＭＰＯホールディングスとＡＩスタートアップの ELYZA コールセンター領域におけるＤＸパートナーとして提携

（2021/8/16 (月)） 

 

株式会社 ELYZA（URL） 

ELYZA、日本語における高精度の生成型要約モデルを開発。“ELYZA DIGEST”として一般公開へ（2021/8/26 

(木)） 

 

株式会社 ELYZA（URL） 

週刊東洋経済の 2021 年版「すごいベンチャー100」に選出（2021/8/30 (月)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

風間八宏氏が、山梨学院高校サッカー部監督や、灘校教諭とパネルディスカッション。「子どもの個性と自信を伸ばす」教育

の秘訣とは？（2021/8/6 (金)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

IPO のタマゴ～磨けイノベーション（2021/8/16 (月)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

テレ東巨大企業の日本改革 3.0 代表福原が出演しました（2021/8/30 (月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000190.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000191.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000192.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000194.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000085338.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000047565.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000047565.html
https://elyza.ai/news/2021/08/30/%e9%80%b1%e5%88%8a%e6%9d%b1%e6%b4%8b%e7%b5%8c%e6%b8%88%e3%81%ae2021%e5%b9%b4%e7%89%88%e3%80%8c%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc100%e3%80%8d%e3%81%ab%e9%81%b8
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000054457.html
https://markets.nikkei-cnbc.co.jp/watch/vod/35875
https://www.tv-tokyo.co.jp/kigyou_kaikaku/
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Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

世界トップティーチャーから転身、日本の教育アップデートへ（2021/8/30 (月)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

「外部人材による IPO（新規上場）成長支援プログラム」がスタートします！（2021/8/2 (月)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

ケアマネジメント業務の DX 化をさらに拡大、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」介護事業所の検索・

選択をデジタル化支援する機能を搭載（2021/8/30 (月)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

AI ポータルメディア「AIsmiley」、緊急企画として今さら聞けない DX！社内向け AIｘDX の成功事例解説ウェビナーを

開催。ウェビナー登壇者；株式会社エーアイスクエア営業部 稲月 綜 氏（2021/8/5 (木)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

ラジオ「おもてなし cafe」に出演しました（2021/8/16 (月)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

AI チャットボット「QuickQA 人事総務」が日本の人事部「ＨＲアワード 2021」に入賞しました（2021/8/30 (月)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

EXHIBIT AT TBB IN BERLIN The Business Booster by InnoEnergy（2021/8/9 (月)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

タイ SAHACOGEN より受注（2021/8/13 (金)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

AC Biode とサレジオ高専、電池を交流で使い昇圧回路と合わせ、従来のシステムより約 10%高い容量を得る

（2021/9/1 (水)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

AirX 社と提携「東京⇔裏磐梯 片道 70 分空の旅」水・森・空～遊びつくしプラン販売開始（2021/8/25 (水)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

AirX、白馬エリアでヘリコプター遊覧プランを販売開始（2021/8/2 (月)） 

 

AP TECH 株式会社（URL） 

2021 年 8 月 10 日放送「かんさい情報ネット ten.」にてご紹介いただきました（2021/8/14 (土)） 

 

https://www.sentankyo.jp/articles/3b45d5c9-80f1-4348-bc06-6fe1cfcf56d0
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000048792.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000018462.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000053344.html
https://www.ai2-jp.com/news/4116/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000062562.html
https://www.acbiode.com/news
https://sites.google.com/acbiode.com/japanese/news
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000084759.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002292.000005113.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000028531.html
https://aptechnology.co.jp/2021/08/14/kansai_ten/
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AP TECH 株式会社（URL） 

雑誌「Mac Fan 2021 年 9 月号」に掲載いただきました（2021/8/23 (月)） 

 

AP TECH 株式会社（URL） 

2021.8.25「岩手日報」に掲載いただきました（2021/8/29 (日)） 

 

AP TECH 株式会社（URL） 

2021.8.29「日曜日の初耳学」で紹介いただきました（2021/9/1 (水)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

Hmcomm、賃貸物件の空室状況確認「物確クラウド」に、AI 音声認識システム「Terry」の OEM 提供を開始。

（2021/8/3 (火)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

音声認識 AI ベンチャー Hmcomm、第三者割当増資により資金調達を実施（2021/8/10 (火)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

Hmcomm、ZVC Japan × Dropbox Japan × SB C&S との合同ウェビナーを開催（2021/8/11 (水)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

養豚界 臨時増刊号 「ゼロからわかる！スマート養豚」に当社記事が掲載されました。（2021/8/16 (月)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

日刊工業新聞（芙蓉総合リースより Hmcomm へ出資）に掲載をしていただきました（2021/8/18 (水)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

住宅新報（Terry OEM 提供）に掲載をしていただきました（2021/8/20 (金)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

異常検知 AI カオスマップに掲載をしていただきました（2021/8/23 (月)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

第 83 回 AIST・筑波大学・TCI ベンチャー技術発表会(2021 年 9 月 21 日)に当社代表三本と川井が登壇致しま

す。（2021/9/1 (水)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

Aniwo がナノテクノロジービジネス推進協議会(NBCI)に加盟（2021/8/2 (月)） 

 

https://aptechnology.co.jp/2021/08/23/202108macfan/
https://aptechnology.co.jp/2021/08/29/20210825iwatenippo/
https://aptechnology.co.jp/2021/09/01/20210829hatsumimigaku/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000033941.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000033941.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000033941.html
https://hmcom.co.jp/%e9%a4%8a%e8%b1%9a%e7%95%8c-%e8%87%a8%e6%99%82%e5%a2%97%e5%88%8a%e5%8f%b7-%e3%80%8c%e3%82%bc%e3%83%ad%e3%81%8b%e3%82%89%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8b%ef%bc%81%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e9%a4%8a/
https://hmcom.co.jp/%e6%97%a5%e5%88%8a%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%96%b0%e8%81%9e%ef%bc%88%e8%8a%99%e8%93%89%e7%b7%8f%e5%90%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%88%e3%82%8ahmcomm%e3%81%b8%e5%87%ba%e8%b3%87%ef%bc%89%e3%81%ab/
https://hmcom.co.jp/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e6%96%b0%e5%a0%b1%ef%bc%88terry-oem%e6%8f%90%e4%be%9b%ef%bc%89%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/
https://hmcom.co.jp/%e7%95%b0%e5%b8%b8%e6%a4%9c%e7%9f%a5ai%e3%82%ab%e3%82%aa%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97/
https://hmcom.co.jp/%e7%ac%ac83%e5%9b%9e-aist%e3%83%bb%e7%ad%91%e6%b3%a2%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%83%bbtci%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e6%8a%80%e8%a1%93%e7%99%ba%e8%a1%a8%e4%bc%9a2021%e5%b9%b49%e6%9c%8821/
https://www.aniwo.co/post/nbci-aniwo
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Aniwo 株式会社（URL） 

長崎県サービス産業 DX メンターに当社 Japan CEO 松山が就任、長崎県・株式会社日本総合研究所が推進する県

内企業 DX 促進事業の取組支援に参画（2021/8/2 (月)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

あいち・なごや海外連携アクセラレーション事業【BEYOND】始動、アドライトとともに海外スタートアップ等とのマッチング支援

（2021/8/5 (木)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

Aniwo が SaaS 業界特化セミナーを連続開催！『今更聞けない SaaS 業界キャリア大解剖 ? 20 代後半~30 代のキ

ャリアの築き方｜AX Seminar #8』（2021/8/16 (月)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

【8/25 開催】イスラエル発 Marketing Tech スタートアップを紹介『マーケティング技術の未来｜グローバル市場から予測

する 2021 年以降のトレンド』オンラインイベントを開催（2021/8/24 (火)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

エクサウィザーズ、北原病院グループの海外事業における医療 DX 推進の支援を開始（2021/8/2 (月)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

日本初！ 「スマートシティ実現に向けた LiDAR データ活用アイデアソン＆ハッカソン」を 9 月 30 日開催（2021/8/5 

(木)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

元アップルジャパン河南順一氏をチーフエバンジェリストとして迎え、新たなイベントプラットフォームを採用した「DX HUB 

SUMMIT」を 8 月 19 日（木）開催決定（2021/8/10 (火)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

医薬品の安全性に関するテキスト報告データ評価 AI をエクサウィザーズと京都大学が共同開発（2021/8/11 (水)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

エクサウィザーズと住友生命が“Well-being Tech”領域で業務提携（2021/8/23 (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“Well-being Tech”領域で業務提携（2021/8/23 (月)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

【9/7 開催】株式会社 O:が「なぜ 1on1 の導入は上手くいかないのか？現場の混乱を防ぐ運用の 3 つのコツ」セミナーを

株式会社エクサウィザーズ HR 君 1on1 事業開発責任者 番匠武蔵氏と共催（2021/8/24 (火)） 

 

https://www.aniwo.co/post/nagasaki-dx-aniwo
https://www.aniwo.co/post/beyond-aniwo
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000030192.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000442.000003955.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000054897.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000030192.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000030192.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000004795.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000024852.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年８月分） 

【五十音順】 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

エクサウィザーズ、企業向けの AI・DX サービスを統合したプラットフォーム「exaBase」をリリース（2021/8/25 (水)） 

 

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」に「インカム機能」を追加 最大 750 万円が補助金対象に（2021/8/26 

(木)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

エクサウィザーズとアステラス製薬、 順天堂大学、国立長寿医療研究センター荒井理事長、 医療従事者向け歩行機能

評価アプリ を共同開発（2021/8/30 (月)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

医療 AI プラットフォームを通して、医用画像共有システムと連携した脳動脈瘤検出補助 AI を医療機関に提供する試行

運用を開始（2021/8/11 (水)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

結核の早期検出及び COVID-19 重症度判定に向けた画像診断 AI 開発プロジェクト、国立研究開発法人日本医療

研究開発機構（AMED）による 「開発途上国・新興国等における医療技術等実用化研究事業」に採択

（2021/8/26 (木)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

COVID-19 重症度判定システムに向けた画像診断 AI 開発プロジェクト、AMED による「開発途上国・新興国等におけ

る医療技術等実用化研究事業」に採択（2021/8/26 (木)） 

 

株式会社 O: (オー）（URL） 

元ラッシュジャパン人事責任者 安田雅彦氏が国内初のパフォーマンスマネジメント SaaS「Co:TEAM」のエバンジェリストに

就任 | 株式会社 O:（オー）（2021/8/5 (木)） 

 

株式会社 ORPHE（URL） 

AERA に取材記事が掲載されました。AERA 2021 年 8 月 30 日号に株式会社 ORPHE CEO 菊川の取材記事が掲

載されています（2021/8/24 (火)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

第五回実務編セミナーを開催しました（2021/8/4 (水)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

産経新聞（2021 年 8 月 10 日・11 日付夕刊）に、当社 CEO 越 直美のインタビュー記事が掲載されました

（2021/8/25 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000087.000030192.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000088.000030192.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000030192.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000046248.html
https://lpixel.net/news/press-release/2021/10385/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000010005.html
https://o-inc.jp/news/1055
https://orphe.io/news/2021-08-24-aera
https://onboardkk.com/news/
https://www.sankei.com/article/20210820-FD64MTPQBVM3NEYENRK4CSDK7Q/


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年８月分） 

【五十音順】 

OnBoard 株式会社（URL） 

The New York TImes のウェブサイトに、当社 CEO 越 直美のインタビューが掲載されました（2021/8/27 (金)） 

 

KAICO 株式会社（URL） 

新型コロナウイルス抗体測定サービスを開始、９月１日より順次販売へ（2021/8/30 (月)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

【調査】工場や店舗などの現場で働くノンデスクワーカーの 6 割以上が職場をアナログだと感じている？！（2021/8/31 

(火)） 

 

株式会社 KINCHAKU（URL） 

KINCHAKU は、2021 年 8 月 3 日から三井住友カード株式会社が提供する次世代決済プラットフォーム「stera」へアプ

リを公開しました（2021/8/6 (金)） 

 

株式会社クォンタムオペレーション（URL） 

管理医療機器（特定保守管理医療機器/クラスⅡ）製造販売認証取得のお知らせ（2021/8/3 (火)） 

 

株式会社クォンタムオペレーション（URL） 

テレビ東京系列「FOOT×BRAIN」にて長友佑都さんから弊社をご紹介いただきました（2021/8/15 (日)） 

 

株式会社グッドフェローズ（URL） 

第3弾：太陽光発電所物件の売却依頼サービス太陽光発電所を簡単2ステップで売却依頼！（2021/8/24 (火)） 

 

株式会社グッドフェローズ（URL） 

第 2 弾：太陽光発電における遠隔監視機器から発電量データを API で自動取得！タイナビ発電所 Plus、ラプラス・シス

テム社の L・eye と連携開始！（2021/8/17 (火)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

｢お金で時間を買う｣発想が社員を幸せにする理由 ｢タイム･リッチ､環境リッチ｣が生産性を上げる（2021/8/6 (金)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

単月で新たに公開された求人数が 1,100 件、昨年より約 2 倍に増加！国内最大級のクラウド採用プラットフォームクラウ

ドエージェント、人材紹介事業の市場拡大・収益化へ貢献（2021/8/16 (月)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

グルーヴスで”はたらくヒト”のインタビューや働き方をお届けする 「grooves With」を note にて配信開始（2021/8/17 

(火)） 

 

https://onboardkk.com/news/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000054891.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000054269.html
https://www.kinchaku.com/news/stera-partnership
https://quantum-op.co.jp/news/202108810.html
https://quantum-op.co.jp/news/202108834.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000025653.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000025653.html
https://toyokeizai.net/articles/-/444650
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000005321.html
https://www.grooves.com/news/4095


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年８月分） 

【五十音順】 

株式会社 grooves（URL） 

IT エンジニアキャリア支援フォークウェル主催、株式会社スリーシェイク協賛、「SRE Gaps『理論と実践から SRE を再考す

る』」を 9 月 9 日オンラインで開催（2021/8/31 (火)） 

 

株式会社 Crossdoor（URL） 

埋込型スマートリモコンの新製品「Crossdoor block」を発売（2021/8/25 (水)） 

 

合同会社 co-fit（URL） 

三菱総合研究所が主催する未来共創イニシアティブ（ICF）の一般ベンチャー会員に承認されました（2021/8/21 

(土)） 

 

合同会社 co-fit（URL） 

FTF ブランドロゴをリニューアルしました（2021/8/29 (日)） 

 

合同会社 co-fit（URL） 

お気に入りの一足をオーダーメイド並みのベストフィットシューズへ（2021/8/30 (月)） 

 

ゴイク電池株式会社（URL） 

NHK BS1「キャッチ！世界のトップニュース」にてバッテリー診断装置が紹介されます（2021/8/11 (水)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

株式会社コンシェルジュ、ケインズアイコンサルティンググループに「KUZEN-LINK」を提供、コンビニオーナー向け公式 LINE

「ケインズアイ LINE サポート」として活用（2021/8/3 (火)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

ビーモーション株式会社のキャラクター接客ボット「SD ボット」、AI 対話エンジンに「KUZEN」の搭載でニューノーマルでのオン

ライン接客機会を最大化'（2021/8/10 (火)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

コンシェルジュとキュービーファイブ、年末調整チャットボット「まよわず書けるくん」で年末調整の業務を効率化（2021/8/26 

(木)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

「顧客満足にコミットする AI×人のチャット対応」ウェビナーを開催します（2021/8/30 (月)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

コンシェルジュ、SHODA 社の「NC ルーター質問対応ボット」に「KUZEN」を提供、受電対応を効率化（2021/8/31 

(火)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000120.000005321.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000053819.html
https://co-fit.co.jp/archives/384
https://co-fit.co.jp/archives/552
https://co-fit.co.jp/archives/560
https://goiku.com/0811news/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000017833.html
https://www.value-press.com/pressrelease/277576
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000017833.html
https://corp.conciergeu.com/news/%e3%80%8c%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e6%ba%80%e8%b6%b3%e3%81%ab%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%99%e3%82%8baix%e4%ba%ba%e3%81%ae%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%80%8d/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000017833.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年８月分） 

【五十音順】 

株式会社シマント（URL） 

日野、事業化を見据えたアイデアコンペで 2 社を選定…ガンバリ運転ゼロなど（2021/8/20 (金)） 

 

JOINS 株式会社（URL） 

ＥＣサイト改善でリピート率 2.5 倍に 老舗 4 代目、副業人材と走った１年（2021/8/2 (月)） 

 

JOINS 株式会社（URL） 

中小企業の人事評価制度 「思いつき人事」をどう変える？（2021/8/9 (月)） 

 

JOINS 株式会社（URL） 

「中小企業デジタル化応援隊」録画必要に ポイントを事務局に聞いてみた（2021/8/12 (木)） 

 

JOINS 株式会社（URL） 

スモールウィンにつながる副業人材の特徴【ホウレンソウ編】（2021/8/19 (木)） 

 

JOINS 株式会社（URL） 

神戸市特集（1）「その道のプロをチームに招き入れる 副業人材活用のススメ」（2021/8/30 (月)） 

 

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。著名人が夏休みに、過去のいじめを赤裸々に語る（2021/8/19 

(木)） 

 

株式会社情報工場（URL） 

日本経済新聞社と運営する「ひらめきブックレビュー」。8 月号では、『日本車は生き残れるか』『９割の社会問題はビジネス

で解決できる』など 8 冊をご紹介（2021/8/3 (火)） 

 

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 94 回は、『ビジネス戦略から読む美術

史』を紹介しました（2021/8/23 (月)） 

 

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『魚屋は真夜中に刺身を引き始める』『インスタグラム 野望の果ての真

実』『未来は予測するものではなく創造するものである』の 3 冊の書評を担当しました（2021/8/23 (月)） 

 

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 136 回は『どうしても頑張れない人たち』

を取り上げました（2021/8/27 (金)） 

 

https://response.jp/article/2021/08/20/348730.html
https://joins.co.jp/ownedmedia/ec-kaizen-shinise/
https://joins.co.jp/ownedmedia/jinji-hyouka-sanei/
https://joins.co.jp/ownedmedia/digital-rokuga/
https://joins.co.jp/ownedmedia/small-win4_horenso/
https://joins.co.jp/ownedmedia/kobe-jirei1/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000028753.html
https://joho-kojo.com/info/media_hirameki20210802/
https://joho-kojo.com/info/br_newswitch_20210823/
https://joho-kojo.com/info/br_sankeishinbun_20210823/
https://joho-kojo.com/info/br_diamondonline_20210827/


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年８月分） 

【五十音順】 

株式会社セツロテック（URL） 

この度、弊社ウェブサイトに、疾患の概要・原因遺伝子・原因遺伝子の概要を記載した遺伝子疾患ページを新設いたしま

した。日本での遺伝子疾患の患者数上位 26 疾患（令和元年度）を掲載しています（2021/8/11 (水)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

【無料】コラボ Web セミナー特別編 ホクドー×セツロテック 就実大学 中西教授が特別講演！（2021/8/12 (木)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

東京大学 AMED iD3 キャタリストユニットに弊社の紹介コラムが掲載されました（2021/8/19 (木)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

【無料】コラボ Web セミナー第 3 弾 アンテグラル×セツロテック Zoom セミナー開催決定（2021/8/19 (木)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

【無料】コラボ Web セミナー第 4 弾 カクタス×セツロテック Zoom セミナー開催決定（2021/8/20 (金)） 

 

ZEROBILLBANK JAPAN 株式会社（URL） 

ZEROBILLBANK と LOZI、物流 DX 支援パッケージ「Trace Ledger」を提供開始（2021/8/3 (火)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

日本最大シェアリングエコノミー カンファレンス「シェアサミット 2021」10 月 5 日 開催決定。オードリー・タン氏、斎藤 幸平

氏など登壇（2021/8/5 (木)） 

 

株式会社チカク（URL） 

兵庫県たつの市、セコム、チカクが実証実験を開始 高齢者の外出促進及び熱中症対策の効果検証（2021/8/3 

(火)） 

 

株式会社チカク（URL） 

「まごチャンネル with SECOM」が展示作品に選出 ブラジルで開催された『パッケージング：日本の現代デザイン』展の『バ

ーチャル展示』が公開（2021/8/5 (木)） 

 

株式会社チカク（URL） 

【まごチャンネル】8 月 23 日（月）にショップチャンネルにてテレビショッピングを実施（2021/8/20 (金)） 

 

知能技術株式会社（URL） 

広島ガス廿日市工場におけるローカル５Ｇを活用した 保安業務の高度化を目指す実証実験の採択について 「カメラや

エッジ AI を搭載した走行ロボットの活用によるガス漏えい検知など ＬＮＧプラントにおけるスマート保安の実現に向けた

取組み」（2021/8/30 (月)） 

 

https://www.setsurotech.com/diseasegene/
https://www.setsurotech.com/news/4119/
https://www.setsurotech.com/news/4273/
https://www.setsurotech.com/news/4258/
https://www.setsurotech.com/news/4262/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000021034.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000022734.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000136.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000137.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000138.000015422.html
https://www.chinou.co.jp/wp-content/uploads/2021/09/PressRelease-20210831.pdf


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年８月分） 

【五十音順】 

株式会社チャレナジー（URL） 

「Society 5.0 科学博」、サイバー展示およびスペシャルプログラム動画を公開中（2021/8/5 (木)） 

 

株式会社チャレナジー（URL） 

チャレナジー、フィリピン初号機の稼働開始（2021/8/26 (木)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

【令和 3 年 10 月開講予定】株式会社 T-ICU 看護師特定行為研修 オンライン受講説明会のお知らせ（2021/8/3 

(火)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

「第 62 回全日本病院学会 in 岡山」出展のお知らせ 〈8 月 21 日（土）～16 日（日）岡山コンベンションセンター

他)（2021/8/4 (水)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

T-ICU、NEDO 助成事業 TRY に採択 NTT 西日本・さくら総合病院とともに遠隔 ICU システム開発を実施

（2021/8/6 (金)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

T-ICU が JICA から受託し、大洋州、アジア、アフリカ、中南米地域の約 10 ヶ国を対象に遠隔 ICU 支援を開始

（2021/8/26 (木)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

T-ICU、特定行為研修指定研修機関に指定（2021/8/31 (火)） 

 

株式会社ディーセントワーク（URL） 

離婚届をきっかけに転職！実話をベースにした筋書きのないドラマ CM をリリース。新 CM 第一弾「私は会社のために働か

ない」を 8/21 に放送（2021/8/23 (月)） 

 

株式会社ディーピーエス（URL） 

KYOTO-iCAP（京都大学イノベーションキャピタル株式会社）様ホームページの Series EMBARK「船出ストーリー」に

おいて、株式会社ディーピーエスが紹介されました。“ZERO to ONE”の発想から生まれた独自技術を駆使して環境負荷

を減らし、全地球的規模の課題解決の一翼を担う（2021/8/31 (火)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

JFA オフィスでの使用電力 再生可能エネルギーへの切り替えについて（2021/8/2 (月)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

日本テレビのニュースサイト「日テレ NEWS24」にデジタルグリッドの記事が掲載されました。再エネ普及カギはエネルギーデモ

クラシー？（2021/8/15 (日)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000082969.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000043827.html
https://www.t-icu.co.jp/news/information/1311.html
https://www.t-icu.co.jp/news/information/1328.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000033988.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000033988.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000033988.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000052598.html
https://www.kyoto-unicap.co.jp/embark/dps-inc/
https://www.jfa.jp/news/00027632/
https://www.news24.jp/articles/2021/08/15/06923836.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年８月分） 

【五十音順】 

 

株式会社テンアップ（URL） 

世界初！ VR 女性アナウンサー誕生（2021/8/23 (月)） 

 

株式会社テンアップ（URL） 

これからの時代のオープンキャンパスに適したオンラインツールを検証 ［2020 年に行われた動画配信、Web 会議、VR の

オープンキャンパス実例調査より］（2021/8/30 (月)） 

 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

ねこヘルスチェックサービス「Toletta（トレッタ）」利用ねこ頭数 10,000 頭を突破（2021/8/6 (金)） 

 

株式会社 Drone Future Aviation（URL） 

8/2(月)より「ネコ型ロボット」体験展示を二子玉川 蔦屋家電でスタート！（2021/8/5 (木)） 

 

株式会社 Nextremer（URL） 

【DX】VR 空間で対面接客ができる新しいオンライン接客サービスが登場（2021/8/27 (金)） 

 

BionicM 株式会社（URL） 

Forbes Asia 100 To Watch に BionicM が選ばれました（2021/8/17 (火)） 

 

BionicM 株式会社（URL） 

ニッポンドットコムに BionicM が掲載されました（2021/8/20 (金)） 

 

BionicM 株式会社（URL） 

日経産業新聞に掲載されました（2021/8/27 (金)） 

 

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

（2021/8/3 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

あいおいニッセイ同和損害保険と防災領域で提携。バカンが提供する、150 超の自治体、10,000 カ所以上の避難所に

関する混雑データを活用（2021/8/5 (木)） 

 

株式会社バカン（URL） 

三重県初！投票所の混雑情報をリアルタイムに可視化。四日市市に、空き情報配信サービス「VACAN」を提供開始

（2021/8/20 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000033608.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000033608.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000021881.html
https://www.value-press.com/pressrelease/277428
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000064123.html
https://www.forbes.com/sites/forbesasiateam/2021/08/09/forbes-asia-100-to-watch/?sh=433b0c513752
https://www.nippon.com/ja/japan-topics/e00186/
https://www.bionicm.com/2021/08/20/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%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-polls-fujeda.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000199.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000200.000018933.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年８月分） 

【五十音順】 

株式会社バカン（URL） 

大浴場とレストランの混雑を可視化。ホテルリソルトリニティ京都に、リアルタイム混雑情報配信サービス「VACAN」を提供開

始（2021/8/23 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 22 カ所の混雑可視化に活用。埼玉県本庄市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開

始（2021/8/24 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 27 カ所の混雑可視化に活用。千葉県習志野市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供

開始（2021/8/24 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

プライベート空間を活用し「望まない孤独・孤立対策」をサポート。トイレ個室内の情報サイネージ「VACAN AirKnock 

Ads」を活用し、NPO 法人あなたのいばしょと提携開始（2021/8/31 (火)） 

 

株式会社ビーワンカレッジ（URL） 

【ビーワンカレッジ×琉球アスティーダ合同セミナー】KPI 管理で成長スピードをアップさせる方法を徹底解説（2021/8/3 

(火)） 

 

株式会社ビーワンカレッジ（URL） 

トビラシステムズ社との共催セミナーが開催決定いたしました（2021/8/11 (水)） 

 

株式会社ビーワンカレッジ（URL） 

琉球アスティーダ社との共催セミナー開催が決定いたしました（2021/8/11 (水)） 

 

株式会社ビーワンカレッジ（URL） 

ジャフコグループ主催セミナーへの登壇が決定いたしました（2021/8/27 (金)） 

 

PIAZZA 株式会社（URL） 

コロナ後の生活様式に関する調査。収束後の継続意向「除菌・消毒」は 80%、「ソーシャルディスタンス」は 65%、「飲食

テイクアウト」や「飲食デリバリー」は 70%以上が継続したい（2021/8/17 (火)） 

 

PIAZZA 株式会社（URL） 

東京オリンピックに関する調査。開催について 43%が満足も、費用については 4%が満足で 71%が不満。興味を持った・

やってみたくなった競技の 1 位はスケートボード（2021/8/31 (火)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

『Sony Open Innovation Day 2021』、イベント登壇者・セッション内容が決定！（2021/8/16 (月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000201.000018933.html
https://corp.vacan.com/news/news-honzyo.html
https://corp.vacan.com/news/news-narashino.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000203.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000157.000037540.html
https://beonecollege.co.jp/news/2021/08/11/tobila/
https://beonecollege.co.jp/news/2021/08/11/ryukyu/
https://beonecollege.co.jp/news/2021/08/27/jafco/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000016981.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000016981.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000149.000015876.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年８月分） 

【五十音順】 

vivola 株式会社（URL） 

女性医療×AI の vivola（ビボラ）、経済産業省による「令和 3 年度 フェムテック等サポートサービス実証事業間接補助

事業者」に採択されました（2021/8/10 (火)） 

 

株式会社ビオロジックフィロソフィ（URL） 

サーキュラーエコノミーカンファレンス「GREEN WORK HAKUBA vol.3」「Bye Bye Plastic Bags」の創設者メラティ・ワイ

ゼン氏の登壇が決定！CEJ カンファレンスに代表中石和良が登壇（2021/8/17 (火)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

【Makuake 達成率 1052％】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」が一般販売を開始

（2021/8/2 (月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

雑誌：sweet 8 月号 （7/12 発売)Seasonal Items 「今すぐつかいたい！涼感コスメ講座」にて『お米でできたハンド

スプレー ミントフレッシュ』を選んでいただきました（2021/8/1 (日)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

7/31 登壇：FAST GROW CONFERENCE for SUSTAINABILITY 代表 酒井が登壇いたしました。（2021/8/1 

(日)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

8/23 登壇：発酵文化の魅力と発酵の未来  代表 酒井が登壇いたします（2021/8/1 (日)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

次世代の食・農をリードするスタートアップ×VC 対談企画「Agri/Food Tech Startup Showcase 2021」8/17 開幕

（2021/8/2 (月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

掲載：内閣府首相官邸公式 SNS アカウント 7 月 25 日（日）内閣府首相官邸公式 SNS アカウント「JAPAN GOV」

で当社が取り上げられました（2021/8/4 (水)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

掲載：FRAGRANCE JOURNAL（2021/8/6 (金)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

8/24 登壇：スタートアップが、発酵を変える ～醸造・熟成～（2021/8/6 (金)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

メディア掲載：BRUDER 「香りと素材にこだわるオトナの虫よけスプレー」にてアウトドアスプレーが紹介されました。

（2021/8/10 (火)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000058605.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000060409.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000023831.html
https://fermenstation.co.jp/news_jp/8-1/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/8-1fast-grow/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/8-1-8-23/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000105.000017460.html
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/%e6%8e%b2%e8%bc%89%ef%bc%9a%e5%86%85%e9%96%a3%e5%ba%9c%e9%a6%96%e7%9b%b8%e5%ae%98%e9%82%b8%e5%85%ac%e5%bc%8fsns%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/%e6%8e%b2%e8%bc%89%ef%bc%9afragrance-journal/
https://agrifood202102.peatix.com/view
https://bruder.golfdigest.co.jp/entry/2021/08/09/110000


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年８月分） 

【五十音順】 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

株式会社 bajji と共同開発 ルームディフューザー『だいじなひととき』が「Feelyou Shop]にて販売開始（2021/8/19 

(木)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

掲載：週刊粧業オンライン 8 月 9 日号（2021/8/19 (木)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

催事のご案内：246st.MARKET NEWoMAN 横浜（2021/8/19 (木)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

9/13 登壇：ICU DAY トーク（オンライン編）?ICU 同窓生たちの歩みと活躍から学ぶ?（2021/8/26 (木)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

9/16 登壇：「未来 X（miraicross）」第 2 回業種別セミナー『ESG・SDGsWebiner』 | 株式会社ファーメンステー

ション（2021/8/26 (木)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

9/2 OPEN：CHOOSEBASE SHIBUYA | 株式会社ファーメンステーション（2021/8/26 (木)） 

 

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インターグ社に対し、妊活コンシェルジュ「ファミワン」の福利厚生提供を開始（2021/8/2 

(月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

正解のない妊活を支え、よりそうサービス～ファミワン（1）（2021/8/2 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

逆プロポ第４弾・妊活×まちづくりで暮らしやすい／働きやすい街をともに考える（株）ファミワンの自治体公募が開始

（2021/8/6 (金)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

「夏休みスペシャル！こども性教育」をテーマに、小学校低学年のおこさまを対象とした無料オンラインイベントを開催しま

す！（2021/8/6 (金)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」の採択を受け、フェムテックを用いて妊活×まちづくりで暮らしやすい／

働きやすい街をともに考える自治体公募を開始（2021/8/6 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000044789.html
https://www.syogyo.jp/news/2021/08/post_031452
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/%e5%82%ac%e4%ba%8b%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%ef%bc%9a246st-market-newoman%e6%a8%aa%e6%b5%9c/
https://icudaytalk.peatix.com/view
https://mirai-cross.ventures/program/program-2/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/etc_jp/9-2-open%ef%bc%9achoosebase-shibuya/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000014333.html
https://www.canal-v.com/_ct/17469436
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000044479.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000014333.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年８月分） 

【五十音順】 

株式会社ファミワン（URL） 

子どもを望むすべての人が最適な妊活を進められる社会に～ファミワン(2)（2021/8/9 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

女性だけじゃない！中小企業の人材確保に「妊活支援サービス」が注目される理由 - 経営ノウハウの泉（2021/8/9 

(月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

満員御礼！増席決定！ 「夏休みスペシャル！こども性教育」無料オンラインイベント開催！（2021/8/10 (火)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

働く女性の健康をサポートする「まるのうち保健室」初 医療機関、研究機関、企業人事部と連携した丸の内モデルの共創

プログラムを開催（2021/8/10 (火)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

「WORK×LIFE SMILE ACTION」編'（2021/8/12 (木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

妊活はパートナーがいてもいなくても始められる！【妊活コンシェルジュ西岡有可「心と体と妊活と。」第 2 回】 - 共働き

with -講談社公式- 仕事も家庭もわたしらしく（2021/8/19 (木)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

ニューノーマルなワークスタイルにおいて脳の健康の維持・増進を実現する産学公トライアル研究を開始（2021/8/25 

(水)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

ベスプラが「糖尿病」と「認知症」を同時に予防する基礎研究を開始（2021/8/25 (水)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

ベスプラとセントラルスポーツ、フィットネス利用者の脳の健康を実現する「脳にいいアプリ」と「BHQ ドック」連携トライアルサー

ビスを開始（2021/8/25 (水)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

ベスプラが東京都の令和３年度の「データを活用した次世代ウェルネスソリューション構築事業」に採択（2021/8/25 

(水)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

家族の健康サポートサービス「家族サイト」正式ローンチ（2021/8/2 (月)） 

 

https://www.canal-v.com/_ct/17469483
https://www.soumunomori.com/keiei-izumi/archives/7459
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000043503.html
https://wmr.tokyo/startup/2021/66033/
https://withonline.jp/parenting/yuka-nishioka/PzheR
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000007987.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000007987.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000007987.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000007987.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000007987.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年８月分） 

【五十音順】 

株式会社 MICIN（URL） 

日刊工業新聞に、弊社が大腸がん患者の周術期管理アプリの開発に着手したことが紹介されました（2021/8/4 

(水)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

MICIN、保険業に新規参入 ー MICIN 少額短期保険株式会社を設立 ー（2021/8/12 (木)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

東京都医師会でコロナ陽性自宅療養者のオンライン診療体制に、当社の「curon typeC」の活用計画が発表されました

（該当箇所は資料 2-3）（2021/8/13 (金)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

すべての人が利用しやすい医療の普及を目指し「地域スマート医療コンソーシアム」へ入会（2021/8/16 (月)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

日経産業新聞に、オンライン診療サービスに関する弊社代表・原のインタビュー記事が掲載されました（2021/8/19 

(木)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

テレビ朝日「報道ステーション」で、「curon typeC」が品川区のコロナ陽性自宅療養者のオンライン診療に活用されている

ことが紹介されました（2021/8/20 (金)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

聖マリアンナ医科大学と MICIN、患者中心の医療実現を見据え、ICT 技術を活用した DX に関する包括協定を締結 

～治験や臨床研究、地域医療の実装・検証における DX を推進～（2021/8/23 (月)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

日本初(※1)の女性特有がん専用「乳がん・子宮頸がん・子宮体がん再発保障保険」2021 年 8 月 25 日より販売開始

（2021/8/25 (水)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

インシュアテックの iChain が保険業界向けバーティカル SaaS「iChainBase」を医療保険で提供開始（2021/8/25 

(水)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

「乳がん・子宮頸がん・子宮体がん再発保障保険」2021 年 8 月 25 日より販売開始（2021/8/25 (水)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

ミクス Online にて、MICIN 少額短期保険のがん保険について紹介されました（2021/8/26 (木)） 

 

https://micin.jp/news/5198
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000017806.html
https://www.tokyo.med.or.jp/press_conference/tmapc20210813
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000050329.html
https://micin.jp/news/5273
https://micin.jp/news/5290
https://micin.jp/news/5302
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000074.000017806.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000033526.html
https://products.micin-insurance.jp/
https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=71662
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【五十音順】 

株式会社 MICIN（URL） 

日テレ news24 で、MICIN 少額短期保険のがん保険が紹介されました（2021/8/28 (土)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

日本経済新聞電子版にて、MICIN 少額短期保険のがん保険について掲載されました（2021/8/28 (土)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

日経産業新聞にて、弊社の「curon typeC」についての記事が掲載されました（2021/8/28 (土)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

共同通信社のニュースサイトにて、MICIN 少額短期保険の記者発表の様子が紹介されました（2021/8/28 (土)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

オンライン診療の活用模索 首都圏の医師会や自治体（2021/8/31 (火)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

オンライン採用イベント「MICIN Online Meetup」を開催（2021/8/31 (火)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

主婦と生活社 CHANTO web にて、MICIN 少額短期保険のがん保険が紹介されました（2021/8/31 (火)） 

 

マカイラ株式会社（URL） 

ソーシャルグッド・SDGs を社会に実装し、形にする。「Makaira Art&Design ( MAD ) 」が始動！（2021/8/12 

(木)） 

 

マカイラ株式会社（URL） 

「Contents Innovation Days vol.3 次の時代を作る“エンタメミックス”戦略」を開催いたします。（2021/8/26 

(木)） 

 

MAMORIO 株式会社（URL） 

MAMORIO 位置情報補正アルゴリズムを実装し詳細な忘れ物の検知や移動経路の確認が可能となるアプリの新機能を

リリース（2021/8/12 (木)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

日経ビジネス電子版にてミツカリ監修の社風マッチ度セルフチェックシートが取り上げられました（2021/8/12 (木)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

2021 年 8 月 26 日 16 時より「人材特性データを活用した企業変革の進め方」無償ウェビナーを開催致します

（2021/8/13 (金)） 

 

https://www.news24.jp/articles/2021/08/28/06930966.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB255R20V20C21A8000000/
https://micin.jp/news/5366
https://www.kyodo.co.jp/yawaosi-eizo/2021-08-27_3630901/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC24BSO0U1A820C2000000/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000017806.html
https://chanto.jp.net/information/254659/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000044067.html
https://makairaworld.com/topics/%e3%80%8ccontents-innovation-days-vol-3-%e6%ac%a1%e3%81%ae%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8b%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%a1%e3%83%9f%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000183.000022173.html
https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/special/00866/
https://peatix.com/event/2380867/view


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年８月分） 

【五十音順】 

株式会社ミツカリ（URL） 

【mitsucari×NEWONE 共同開催】OJT トレーナー向けオープン講座 ～イマドキ世代のエンゲージメントを高めるための

OJT 育成とは～（2021/8/13 (金)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

適性検査から得た個人特性データを育成に活用し、組織パフォーマンスの向上へ繋げる！ミツカリと NEWONE が共同し、

適性検査「ミツカリ」と連動した『育成者向け研修プログラム』を開発・販売開始（2021/8/16 (月)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

株式会社クラシード様のベーシックプラン導入事例を公開いたしました（2021/8/24 (火)） 

 

株式会社ミナカラ（URL） 

オンライン薬局「ミナカラ」がファミリーマートと、処方薬・市販薬のコンビニ受け取りサービスの実証実験を開始（2021/8/3 

(火)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

新産業共創とインタープレナーの祭典「Industry-Up Week Autumn 2021」、8 月 10 日よりオンライン上での商談・

交流機能をオープン（2021/8/10 (火)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

女子サッカー・大和シルフィードが「かながわＳＤＧｓアクションファンド」を募集開始（2021/8/24 (火)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

8 月 24 日より募集開始「かながわ SDGs アクションファンド」 

（2021/8/24 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

初めてのプログラミング学習に「ユカイなパチパチブロックキット」2021 年 8 月 5 日(木)新発売。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（2021/8/5 (木)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

【8 月 5 日新発売】初めてのプログラミング学習に「ユカイなパチパチブロックキット」何度でもパチッとはめてスイッチオン!

（2021/8/5 (木)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

特定非営利活動法人ニュークリエイター・オルグとコラボするオンラインイベント、newCreator「ユカイなパチパチブロックキット

でプログラミングを体験しよう!」を開催（2021/8/6 (金)） 

 

https://peatix.com/event/2380867/view
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000038467.html
https://mitsucari.com/case_studies/22
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000059046.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000046109.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000068935.html
https://www.securite.jp/news/release?a=152
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000143.000015618.html
https://www.ux-xu.com/news/20210805
https://newcreator-with-block-kit.peatix.com/


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年８月分） 

【五十音順】 

ユカイ工学株式会社（URL） 

『阪急阪神ゆめ・まちチャレンジ隊 2021』にて、ユカイな生きものロボットキットを使用したイベント「ユカイな生きものを動かそ

う!」が開催（2021/8/6 (金)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

【セミナー】「何しよっか?」から始まるお仕事手作りプロトから量産まで（2021/8/23 (月)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

3D プリントのプロトタイプ（試作品）から生まれたユカイなプロダクト「MiY（メイドインユカイ）」シリーズ第一弾スタート

（2021/8/24 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

ロボコンオンラインミュージアムにて経験者限定「チャレンジワークショップ」が開催（2021/8/24 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

第一期オープンイノベーション推進のための調査研究プロジェクトの講演に、ユカイ工学代表青木俊介が登壇

（2021/8/24 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

「MiY(メイドインユカイ)」シリーズスタート。3D プリントのプロトタイプ(試作品)から生まれたユカイなプロダクト（2021/8/24 

(火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

第 15 回キッズデザイン賞受賞！きみのロボットにココロをプラス。自作ロボットを簡単なプログラミングで無線操作できる「ココ

ロキット」（2021/8/25 (水)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

8/31 講演会「ロボティックスで世界をユカイに！ユカイ工学の描く未来の生活」（2021/8/27 (金)） 

 

ユニロボット株式会社（URL） 

介護情報サイト「きらッコノート」に掲載されました（2021/8/24 (火)） 

 

ユニロボット株式会社（URL） 

HINO ACCELERATOR 2021～HINO DE SAFARI～『HINO DE SAFARI 賞』受賞（2021/8/31 (火)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

豊中市『公民学連携プラットフォーム』に参加します（2021/8/10 (火)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

新刊『パクスなき世界』(日本経済新聞出版社)に CEO･栗本のインタビューが掲載されています（2021/8/16 (月)） 

https://www.hankyu-hanshin.co.jp/yume-machi/challenge.html
https://www.ux-xu.com/news/%e3%80%90%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%91%e3%80%8c%e4%bd%95%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%a3%e3%81%8b%ef%bc%9f%e3%80%8d%e3%81%8b%e3%82%89%e5%a7%8b%e3%81%be%e3%82%8b%e3%81%8a%e4%bb%95%e4%ba%8b
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000015618.html
https://official-robocon.com/museum/
https://www.jiit.or.jp/im/lp/2021_OpenInnovation/index.html
https://www.ux-xu.com/news/20210824
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000144.000015618.html
https://www.omecci.jp/seminar/6033.html
https://job.kiracare.jp/note/article/21931/
https://www.unirobot.com/news/award2021/
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/koumin_renkei/pf/platform.html
https://liquitous.com/newsroom/2021/08/16/651/


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年８月分） 

【五十音順】 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

合意形成プラットフォーム「Liqlid」のタッチ＆トライを開催します（2021/8/31 (火)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

『民主主義の DX』を進める Liquitous が、参加型の合意形成プラットフォーム「Liqlid」のタッチ＆トライを開催！

（2021/8/31 (火)） 

 

株式会社レスキューナウ（URL） 

レスキューナウ、「企業向け防災備蓄 相談窓口」を開設（2021/8/2 (月)） 

 

レッツ株式会社（URL） 

弊社関係企業の株式会社マルエイ（本社：岐阜県岐阜市）の『KENKI DRYER』取扱いに伴い、弊社もご案内させて

頂ける運びとなりました（2021/8/2 (月)） 

 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

赤ちゃん連れ OK の勉強会「育休プチ MBA」にジャーナリストの白河桃子氏が認定ファシリテーターとして初参加！

（2021/8/27 (金)） 

 

One Concern 株式会社（URL） 

8/25(水) 「災害レジリエンスとプラットフォーム学」のセミナーに堺がパネル登壇します | One Concern（2021/8/12 

(木)） 

 

One Concern 株式会社（URL） 

総務省「令和 3 年版情報通信白書」にて One Concern のソリューションが紹介されました | One Concern

（2021/8/2 (月)） 

 

One Concern 株式会社（URL） 

8/25(水) 「災害レジリエンスとプラットフォーム学」のセミナーに堺がパネル登壇します（2021/8/12 (木)） 

 

One Concern 株式会社（URL） 

リスク対策.com に One Concern 堺が熊本市での実証プロジェクトについて寄稿しました（2021/8/12 (木)） 

 

One Concern 株式会社（URL） 

One Concern、レジリエンスソリューションの商用化拡大に向けてショーン・ライダーを CRO に任命（2021/8/31 (火)） 

 

https://liquitous.com/newsroom/2021/08/31/660/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000054692.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000080052.html
https://letsmaruta.jp/sludge/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000046194.html
https://oneconcern.com/jp/updates/junichi-sakai-panel-disaster-resilience-platform-study-seminar/
https://oneconcern.com/jp/updates/featured-in-reiwa3-mic-white-paper/
https://oneconcern.com/jp/updates/junichi-sakai-panel-disaster-resilience-platform-study-seminar/
https://www.risktaisaku.com/articles/-/56128
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000064380.html

