
一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年９月分） 

【五十音順】 

 

株式会社 OUTSENSE（URL） 

"ものづくりのまち” 東京都大田区の宇宙ベンチャー×設計・開発企業によるパネルトークイベント、10 月 1 日（金）にオ

ンライン開催！（2021/9/13 (月)） 

 

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」の採択者 8 名を決定'（2021/9/1 

(水)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

'科学新聞に当社代表・柴藤のインタビューが掲載されました'（2021/9/4 (土)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

アカリク代表取締役の山田が参加する鼎談の様子が科学新聞(2021/09/03 発行分)に掲載されました（2021/9/7 

(火)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

『リケラボ』に当社代表・柴藤のインタビュー記事が掲載されました（2021/9/13 (月)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

アカデミスト、産学協働推進支援サービス「academist Grant」第 1 弾プロジェクトの採択者を決定（2021/9/14 

(火)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

NHK ラジオ「高橋源一郎の飛ぶ教室」に当社代表・柴藤が出演いたします（2021/9/14 (火)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

「秘密計算コンソーシアム」の登録者数が 100 人・80 社を超えました！（2021/9/6 (月)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

「EOY 2020 Japan 東海・北陸地区代表候補者」に選出されました（2021/9/22 (水)） 

 

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

（2021/9/1 (水)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

宇宙ビジネスカンファレンス”北海道宇宙サミット 2021”が 11 月 4・5 日に北海道初開催！（2021/9/24 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000033548.html
https://www.corp.academist-cf.com/post/press210901
https://www.corp.academist-cf.com/post/media210903
https://acaric.co.jp/news/2021/09/kagakushinbun/
https://www.rikelab.jp/study/9939
https://www.corp.academist-cf.com/post/press210914
https://www.corp.academist-cf.com/post/media210917
https://acompany.tech/news/secure-computing-eventpr01/
https://acompany.tech/news/eoy-2021/
https://www.axelspace.com/2021-09/pr_210901?lang=ja
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000078016.html
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アジアクエスト株式会社（URL） 

【参加費無料】ウェビナー『AQW2021 DX プロジェクト考 - DX プロジェクトをデザインする』を 9/27-9/29 に期間限定公

開します（2021/9/16 (木)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

アスタミューゼ×ベイン・アンド・カンパニー データで読み解く脱炭素 第 1 回 ESG ランキング、マテリアリティ・スコアのご紹介

（2021/9/14 (火)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

アスタミューゼ × ベイン・アンド・カンパニー データで読み解く脱炭素 第 2 回 2050 年のカーボンニュートラル実現がもたら

す日本産業への経済的影響（2021/9/15 (水)） 

 

株式会社アルファドライブ（URL） 

AlphaDrive、新規事業開発 SaaS「Incubation Suite」を本格リリース。58 社／約 6,800 件の事業創出支援実績

から、新機能や独自コンテンツを搭載（2021/9/8 (水)） 

 

株式会社アルファドライブ（URL） 

府中市長も「メンター」に！地域課題を「オール府中」で解決。地域課題解決プラットフォーム「みんぷら」スクール（無料）

１期生募集中！社会起業家を育成。（2021/9/17 (金)） 

 

inaho 株式会社（URL） 

東京海上日動火災保険が「レンタル移籍」を導入し、AI ロボットを活用する農業系ベンチャーへ。（2021/9/13 (月)） 

 

inaho 株式会社（URL） 

農業領域における AI 開発のコツを Qiita で公開（2021/9/23 (木)） 

 

株式会社 ELYZA（URL） 

どんな文章でも 3 行にできる要約 AI ”ELYZA DIGEST”、公開 5 日間で 13 万人が利用（2021/9/3 (金)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

専門職に依存しないデジタル人材育成 企業・官公庁・自治体・教育機関の DX 戦略「月刊先端教育」2021 年 10 月

号を発売（2021/9/1 (水)） 

 

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（2021/9/1 (水)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

大企業人材の 44%は、DX 業務にネガティブ・無関心。DX 人材育成の壁は、仕事の「境界線の維持」（2021/9/9 

(木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000097.000019319.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000195.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000196.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000010548.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000086614.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000015387.html
https://inaho.co/pick-up/5621
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000047565.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000144.000036930.html
https://www.sentankyo.jp/articles/3b45d5c9-80f1-4348-bc06-6fe1cfcf56d0
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000054457.html
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Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

Institution for a Global Society 株式会社の新規上場予備申請のお知らせ（2021/9/21 (火)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

非認知能力、どう図りどう評価 高校新指導要領で導入、悩む教員（2021/9/21 (火)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

日経ヴェリタス「キャリア権と人事権 両立の道」（9/26）にて、ライオン様の社員育成事例として、GROW360 の活用を

ご紹介いただきました（2021/9/29 (水)） 

 

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)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

「第 42 回 NEDO ピッチ（次世代バッテリーTech ver.）」の開催 | NEDO（2021/9/6 (月)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

UN Climate Change Conference (COP26) at the SEC - Glasgow 2021 に出展（2021/9/10 (金)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

Meet the disruptive startups from our Smart Cities Batch 4 Accelerator Program in the APAC region

（2021/9/16 (木)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

SCEJ 化学工学会で受賞。大阪大学様、弊社が 2021 年 9 月の会議にて、受賞致しました。（2021/9/28 (火)） 

 

エースチャイルド株式会社（URL） 

'KIBOW 社会投資ファンド、悩みを抱える子ども・若者のための SNS 相談システムを手掛けるエースチャイルドに出資 気

軽にいつでも相談できるセーフティネットの実現へ'（2021/9/13 (月)） 

 

エースチャイルド株式会社（URL） 

出資受け入れに関するお知らせ（2021/9/13 (月)） 

 

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)） 

 

AP TECH 株式会社（URL） 

2021.8.26「シニアズ」で紹介いただきました（2021/9/6 (月)） 

 

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%96%b0%e8%a6%8f%e4%b8%8a%e5%a0%b4%e4%ba%88%e5%82%99%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/
https://www.chunichi.co.jp/article/334204
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD137790T10C21A9000000/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000084759.html
https://www.nedo.go.jp/events/CA_100227.html
https://sites.google.com/acbiode.com/japanese/news
https://www.plugandplayapac.com/post/meet-the-disruptive-startups-from-our-smart-cities-batch-4-accelerator-program-in-the-apac-region?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=batch_announcements
https://sites.google.com/acbiode.com/japanese/news#h.bkr6z3h4tqdn
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000063884.html
https://www.as-child.com/information/4504/
https://aptechnology.co.jp/2021/09/01/20210829hatsumimigaku/
https://aptechnology.co.jp/2021/09/06/20210826-seniors/
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AP TECH 株式会社（URL） 

2021.8.12「日本経済新聞」に掲載いただきました（2021/9/13 (月)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

都内で優雅な空旅を。”バトルドリームショップ”にヘリコプタークルージングチケットが登場（2021/9/29 (水)） 

 

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)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

Hmcomm、スカラコミュニケーションズ社「AI-Tell（エーアイテル）」のコアエンジンに「Terry」を提供（2021/9/6 (月)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

ZOOM の WEB 会議で議事録を自動作成する方法は？おすすめツールを紹介（2021/9/16 (木)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

Hmcomm、AI による電話受付サービス（Terry）の β 版リリースを開始（2021/9/17 (金)） 

 

H2L 株式会社（URL） 

スマホで遠隔地のロボットを操作し，農業参加するシステム RaraaS(ララース)を PwC 財団とスタートアップ H2L が共同

開発（2021/9/15 (水)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

長崎県サービス産業 DX メンターに Aniwo 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（2021/9/1 (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（2021/9/3 (金)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

【9/30 開催】イスラエル発のスタートアップを紹介『Aerospace Tech が切り拓く地球の未来と人類の宇宙進出?イスラエ

ル&日本の航空宇宙技術で変わる未来の生活?』オンラインイベントを開催（2021/9/15 (水)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

【10/5 開催】スタートアップ転職希望者必見！『累計 99.3 億円調達急成長スタートアップの内側 ?キャディ SCM 部パ

ートナー営業部 チーフが大手企業とスタートアップの違いと働き方を大解剖?』（2021/9/30 (木)） 

 

https://aptechnology.co.jp/2021/09/13/20210812nikkei/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000032667.html
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://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000096.000033941.html
https://hmcom.co.jp/gijiroku-zoom/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000097.000033941.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000006831.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000012729.html
https://www.aniwo.co/post/axseminar-9
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株式会社エクサウィザーズ（URL） 

日経ビジネス LIVE 「The Future of Management 2030」にエクサウィザーズ代表取締役社長・石山が出演します

（2021/9/15 (水)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

NIKKEI LIVE「起業家のリアル」にエクサウィザーズ代表取締役社長・石山が出演します（2021/9/22 (水)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

BASE 、GMO FG、Fringe81、ビットキー、カラクリ……業界を牽引する急成長企業が導入する契約管理ツール ” 

Hubble” とは？?急成長企業を支える契約業務紹介セミナー開催?（2021/9/27 (月)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

採択企業 8 社による成果発表会を開催「TOSHIBA OPEN INNOVATION PROGRAM 2021」? 東芝×サムライイ

ンキュベートのアクセラレータープログラム ?（2021/9/27 (月)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

「LinkedIn Top Startups」に 3 年連続でランクインしました（2021/9/28 (火)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

日本惣菜協会が主導する令和３年度 革新的ロボット研究開発等基盤構築事業に参画（2021/9/30 (木)） 

 

エニシア株式会社（URL） 

ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト JHeC 2022 一次プレゼン審査の登壇者に決定しました（2021/9/30 (木)） 

 

エリー株式会社（URL） 

KURADASHI に出品～「サステナブルな食の未来」の実現を目指す～（2021/9/2 (木)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

胸部 X 線画像から「肺がん」が疑われる肺結節候補域を検出する医用画像解析ソフトウェア EIRL Chest Nodule、新

モデルをリリース（2021/9/21 (火)） 

 

株式会社 O:（URL） 

【10/05 開催】株式会社 O:が「事業拡大を阻む大量採用の罠～早期離職を防止し、持続的な組織成長を実現する方

法とは」セミナーを株式会社ミツカリと共催（2021/9/14 (火)） 

 

株式会社 ORPHE（URL） 

慶應義塾大学 SFC と共同開発した 3D プリンタ製フットウェアがフェーズフリーアワードでオーディエンス賞を受賞

（2021/9/13 (月)） 

 

https://exawizards.com/archives/17750
https://exawizards.com/archives/17645
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000027155.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000194.000014738.html
https://exawizards.com/archives/17773
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000031342.html
https://healthcare-innohub.go.jp/jhec2022
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000148.000014485.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000010005.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000024852.html
https://orphe.io/news/sfc-3dshoes-phasefree-award-winning
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OnBoard 株式会社（URL） 

CEO 越 直美が Bloomberg TV に出演しました。9 月 17 日放送の”Bloomberg Daybreak: Asia.”において、日

本における女性役員の状況や、当社の取り組みについてお話しています（2021/9/20 (月)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

クーリエ・ジャポンのウェブサイトに、当社 CEO 越 直美の New York Times のインタビューの日本語訳が掲載されました

（2021/9/21 (火)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

OnBoard 株式会社、「第一線で活躍する女性役員に聞こう！多様な女性役員の本音に迫る７回セミナー」開催

（2021/9/22 (水)） 

 

KAICO 株式会社（URL） 

「第２回次世代薬局 EXPO 東京」に出展します（2021/9/22 (水)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

フードケミカルに、 カミナシが掲載されました（2021/9/10 (金)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

現場改善プラットフォーム「カミナシ」が、経済産業省「IT 導入補助金 2021」の対象ツールに採択（2021/9/15 (水)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

現場改善プラットフォーム「カミナシ」が iPhone に対応（2021/9/21 (火)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

食品開発展 2021 出展のお知らせ（2021/9/21 (火)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

ロイヤルグループ、飲食店舗の DX を目的に現場改善プラットフォーム『カミナシ』をロイヤルホストやてんや等 350 店舗へ導

入（2021/9/22 (水)） 

 

株式会社 CUVEYES（URL） 

ヤマモリ×SPOBY 新発売『休塩日（きゅうえんび）のカレー』プレゼント！（2021/9/13 (月)） 

 

株式会社 CUVEYES（URL） 

メディキュットがスポンサード！?「メディキュット Anytime Exercise?」× SPOBY プレゼントキャンペーン（2021/9/22 

(水)） 

 

https://www.bloomberg.com/news/videos/2021-09-17/onboard-ceo-koshi-change-japanese-politics-business-is-slow-video
https://courrier.jp/news/archives/261005/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000080227.html
http://www.kaicoltd.jp/press-release/20210922-2/
https://kaminashi.jp/news/pr_20210910
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000054269.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000054269.html
https://kaminashi.jp/news/pr_20210916
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000054269.html
https://spoby.jp/news/20210913_press.html
https://spoby.jp/news/20210922_press.html
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株式会社クオンタムオペレーション（URL） 

オンラインピッチに日本のスタートアップ企業 5 社が選出。ルクセンブルクで開催の『ICT SPRING EUROPE 2021 / 

Space Forum』（9/14-15)（2021/9/7 (火)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

株式会社グルーヴス×株式会社 HERP 実施、IT エンジニアの転職先決定要因に関する調査（2021/9/16 (木)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

【HERP】エンジニアの転職先決定要因に関する調査レポートを公開（2021/9/16 (木)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

フォークウェル主催、累計 8,000 人が参加した勉強会の姉妹シリーズ「Front-End Lounge」が 10 月 1 日より開幕

（2021/9/22 (水)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

grooves、IT エンジニア向けオンライン勉強会の新シリーズ「Front-End Lounge」開始（2021/9/24 (金)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

フォークウェル、IT エンジニア向けオンライン勉強会「Front-End Lounge」を 10 月 1 日より開始（2021/9/24 (金)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

フォークウェル×ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社、「ソニー技術者による最先端技術への誘い - エッジ AI × コ

ンピュータビジョン」10 月 13 日（水）に開催（2021/9/29 (水)） 

 

株式会社ゲイト（URL） 

ふるさと納税サイトにも熊野灘でとれた猫ごはんが登場！（2021/9/17 (金)） 

 

合同会社 co-fit（URL） 

運動指導者のための売上 UP メディア「ジムアシ」を開始しました（2021/9/20 (月)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

日経クロステックに CEO 太田のインタビューが掲載されました（2021/9/15 (水)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

テレビ東京「巨大企業の日本改革 3.0」に CEO 太田のインタビューが放送されました（2021/9/15 (水)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

『社内のわからないを AI で解消しませんか？1600H の社内問い合わせを自動化した事例紹介』ウェビナーを開催します

（2021/9/16 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000010206.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000121.000005321.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000030340.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000005321.html
https://ict-enews.net/2021/09/24grooves/
https://codezine.jp/article/detail/14915
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000005321.html
https://store.gateinc.jp/pages/%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%A8%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AB%E3%82%82%E7%8C%AB%E3%81%94%E3%81%AF%E3%82%93%E3%81%8C%E7%99%BB%E5%A0%B4
https://co-fit.co.jp/archives/584
https://corp.conciergeu.com/news/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%abceo%e5%a4%aa%e7%94%b0%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89/
https://corp.conciergeu.com/news/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%80%8c%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%94%b9%e9%9d%a93-0%e3%80%8d%e3%81%abceo%e5%a4%aa%e7%94%b0%e3%81%ae%e3%82%a4/
https://corp.conciergeu.com/news/%e3%80%8e%e7%a4%be%e5%86%85%e3%81%ae%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%92ai%e3%81%a7%e8%a7%a3%e6%b6%88%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%81%8b%ef%bc%9f1600h%e3%81%ae%e7%a4%be/


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年９月分） 

【五十音順】 

株式会社 KOMPEITO（URL） 

【JA 全農福島×OFFICE DE YASAI 】 オフィスで福島県産きゅうりの冷蔵サンプリングを実施！ オフィスワーカーに「キュ

ウリビズ」を PR（2021/9/8 (水)） 

 

株式会社 KOMPEITO（URL） 

さんいん中央テレビでご紹介いただきました（2021/9/9 (木)） 

 

株式会社 KOMPEITO（URL） 

コロナ禍で新規導入が急増中の「OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）」が 831（野菜）の日に野菜摂取を呼びか

け！ 免疫力アップのため、オフィスワーカーに野菜を配布（2021/9/14 (火)） 

 

株式会社 KOMPEITO（URL） 

【JA 全農とっとり×OFFICE DE YASAI 】 企業のオフィスで鳥取県産梨の冷蔵サンプリングを実施！ 2,000 名のオフィ

スワーカーが「二十世紀梨」と「新甘泉」を食べ比べ（2021/9/29 (水)） 

 

株式会社 SHIFT PLUS（URL） 

【運営メンバー募集中！】就活生で就活イベントを創る「学生＆企業オンライン交流会」（2021/9/10 (金)） 

 

株式会社笑下村塾（URL） 

楽しく SDGs を学べるブースとダンスコンテストを実施「Touch The SDGs ～君の一歩が京都を変える～」10 月 2 日

（土）、京都市内の小・中・高生向けに参加費無料で開催（2021/9/15 (水)） 

 

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」。9 月号では、『資源争奪の世界史』『伝説の外資トップが愛した「葉

隠」の箴言』など 8 冊をご紹介（2021/9/6 (月)） 

 

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 95 回は、『最強の食材 コオロギフードが

地球を救う』を紹介しました（2021/9/19 (日)） 

 

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『ＤＸ時代に考える シン・インターネット』『最強の食材 コオロギフード

が地球を救う』『プロセスエコノミー あなたの物語が価値になる』の 3 冊の書評を担当しました（2021/9/19 (日)） 

 

株式会社情報工場（URL） 

八重洲ブックセンター本店で、書籍ダイジェストサービス「SERENDIP」のブックフェア「思わず誰かに教えたくなる！ビジネスパ

ーソンがひらめく 100 冊」を 10 月末まで開催（2021/9/21 (火)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

BioJapan2021 出展のご案内 | 株式会社セツロテック（2021/9/28 (火)） 

https://www.officedeyasai.jp/press/fukushima_kyuuri_20210908/
https://www.officedeyasai.jp/media/%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%84%e3%82%93%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%a7%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/
https://www.officedeyasai.jp/press/yasainohi_20210914/
https://www.officedeyasai.jp/press/tottori_nashi_20210929/
https://shiftplus.inc/shukatsu_ivent_gakusei_boshu/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000072257.html
https://joho-kojo.com/info/media_hirameki20210906/
https://joho-kojo.com/info/br_newswitch_20210919/
https://joho-kojo.com/info/br_sankeishinbun_20210919/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000012301.html
https://www.setsurotech.com/news/4457/


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年９月分） 

【五十音順】 

 

ZEROBILLBANK LTD（URL） 

BSI グループと ZEROBILLBANK、令和２年改正個人情報保護法の全面施行に向けた実践的対策研修の提供を開

始（2021/9/28 (火)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

10 月 5 日開催「シェアサミット 2021」豪華登壇者・パートナー企業 続々決定。事前申し込み 2,000 名を突破！

（2021/9/6 (月)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

10 月 5 日開催「シェアサミット 2021」登壇者・セッション決定。事前申し込み 3,000 名を突破し 5,000 名に増枠！

（2021/9/27 (月)） 

 

株式会社チカク（URL） 

【ニュースレター】「家族間のデジタルディバイド」皆さんはどうしていますか？（2021/9/17 (金)） 

 

知能技術株式会社（URL） 

プラント内 AI センサを使った巡回監視（2021/9/1 (水)） 

 

株式会社チャレナジー（URL） 

環境省笹川副大臣がチャレナジーを視察されました（2021/9/10 (金)） 

 

株式会社データグリッド（URL） 

お店で気に入った服をスマホで試着！ AI によるバーチャル試着サービス「kitemiru」をアパレルショップでスタート！

（2021/9/24 (金)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

「第 62 回全日本病院学会 in 岡山」 オンデマンド配信開始のお知らせ〈9 月 6 日（月）正午～10 月 8 日（金）

正午〉（2021/9/6 (月)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

CO2 削減に向け、最適なプランを提案「カーボンニュートラル」に取り組む企業を支援します（2021/9/22 (水)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

10 月 25 日(月) AndTech「再生可能エネルギーによる次世代ハイブリッド蓄電システムの基礎と定置型蓄電池への応

用、市場動向、現状の課題」WEB オンライン Zoom セミナー講座を開講予定（2021/9/27 (月)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

デジタルグリッド「CDP 認定再生可能エネルギープロバイダー」に認定。９月１日に国内 4 社目の認定（2021/9/28 

(火)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000021034.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000022734.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000022734.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000139.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000079448.html
https://challenergy.com/2021/09/10/post_106-2-2-2/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000034722.html
https://www.t-icu.co.jp/news/information/1414.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000391.000007099.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000080053.html
https://www.digitalgrid.com/pdf/article210928.pdf


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年９月分） 

【五十音順】 

 

株式会社ディーピーエス（URL） 

産業連携情報プラットホーム Philo-様ホームページで紹介されました（2021/9/14 (火)） 

 

株式会社東京ファクトリー（URL） 

製造業の DX を支援する東京ファクトリー、国際規格に基づく情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証を取得

（2021/9/21 (火)） 

 

株式会社東京ファクトリー（URL） 

2021 年 10 月 6 日～8 日にインテックス大阪で開催される『関西ものづくり AI/IoT 展』に出展いたします（2021/9/21 

(火)） 

 

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（URL） 

「TRY! YAMANASHI! 実証実験サポート事業」応募総数 43 社中、8 社を採択しました！（2021/9/16 (木)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

【10 月 31 日まで！】mamaro?抗菌オプション無償キャンペーン（2021/9/22 (水)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

本社オフィス移転のお知らせ（2021/10/1 (金)） 

 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

【動物愛護週間】ねこヘルスチェックサービス「Toletta（トレッタ）」保護猫施設に 100 台無料配布！～ねこと共に生きる

ために～（2021/9/14 (火)） 

 

株式会社 Drone Future Aviation（URL） 

ネコ型配膳ロボットとは？特徴や導入例について（2021/9/10 (金)） 

 

NUProtein 株式会社（URL） 

タンパク質合成の特許技術で世界に進出！ 食と医療の課題解決に挑むバイオベンチャー『NUProtein』、イークラウドを

通じた資金調達を 9 月 22 日に開始（2021/9/16 (木)） 

 

株式会社 Nextremer（URL） 

ハートコア社の「VR360」とプロダクト連携、VR 空間のオンライン接客サービス提供開始（2021/9/8 (水)） 

 

BionicM 株式会社（URL） 

【Industry-Up Week Autumn 2021】新産業共創の当事者との対話機会を提供する「Industry-Up Dialogue」の

プログラム決定（2021/9/2 (木)） 

 

https://philo.saci.kyoto-u.ac.jp/2021/09/dps/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000064407.html
https://www.japan-mfg-kansai.jp/ja-jp/about/aiotex.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000082267.html
https://trim-inc.com/news/detail/%e3%80%9010%e6%9c%8831%e6%97%a5%e3%81%be%e3%81%a7%ef%bc%81%e3%80%91mamaro%e6%8a%97%e8%8f%8c%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e7%84%a1%e5%84%9f%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a/
https://trim-inc.com/news/detail/%e6%9c%ac%e7%a4%be%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b9%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000021881.html
https://dronefutureaviation.com/bellabot/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000054017.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000017379.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000046109.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年９月分） 

【五十音順】 

BionicM 株式会社（URL） 

JST のパンフレットに弊社対談記事が掲載されました（2021/9/24 (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、キリンホールディングスの動画を配信開

始！（2021/9/1 (水)） 

 

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（2021/9/1 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

国内の人口カバー率 15%、導入避難所数は全国 10,000 件を達成！170 超の自治体に避難所の混雑状況を可視

化する「VACAN Maps」を提供（2021/9/2 (木)） 

 

株式会社バカン（URL） 

防災スタートアップが集結！「防災テック・スタートアップ・カンファレンス 2021」にスペクティ代表・村上が登壇（2021/9/9 

(木)） 

 

株式会社バカン（URL） 

避難所の混雜可視化に取り組む VACAN、10 月 6 日開催「防災テックスタートアップカンファレンス」に登壇

（2021/9/14 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

北陸初！石川県加賀市の市長・市議選で投票所の混雑情報をリアルタイムに可視化。マップ型空き情報配信サービス

「VACAN Maps」を提供（2021/9/17 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

群馬県桐生市で衆院選時に対象となる、期日前投票所の混雑情報をリアルタイムに可視化！マップ型空き情報配信サ

ービス「VACAN Maps」を提供（2021/9/22 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 26 カ所の混雑可視化に活用。東京都清瀬市に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供開

始 （2021/9/22 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

AI×IoT で観光地の混雑を可視化！おかやま観光コンベンション協会等と共同で、市内の施設や店舗等の混雑を分散さ

せる取り組みを開始（2021/9/30 (木)） 

 

https://www.bionicm.com/2021/09/24/jst2021/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000205.000018933.html
https://corp.vacan.com/news/news-anatanoibasyo.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000206.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000016808.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000207.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000208.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000209.000018933.html
https://corp.vacan.com/news/news-kiyose.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000210.000018933.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年９月分） 

【五十音順】 

PIAZZA 株式会社（URL） 

緊急事態宣言等の緩和に関する調査。緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の効果について懐疑的な意見が多く、

同意見は男性により多い傾向となる（2021/9/29 (水)） 

 

株式会社ビオロジックフィロソフィ（URL） 

NEC 労働組合機関誌『NWU-COM』代表中石和良のインタビュー記事掲載（2021/9/30 (木)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

【Z 世代向けビジネス創出プログラム最終ピッチ＆トークセッション】GenderQuest クロージングフォーラムを開催します

（2021/9/27 (月)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

起業家 角田さん・河さん・井出さん対談「あらゆる人が新規事業業界で活躍するために必要な事とは」 | Sony Open 

Innovation Day 2021 開催レポ―ト | 【Sony Start（2021/9/27 (月)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

女性医療×AI の vivola（ビボラ）、中小企業振興公社による「令和 3 年度 新製品・新技術開発助成事業」に採択、

不妊治療におけるデータ解析を開始（2021/9/30 (木)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

専門家による育児セミナーをオンラインで受講、相談できるサービス「パパっと育児＠セミナー」を本格スタート（2021/9/8 

(水)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

９/2 OPEN：CHOOSEBASE SHIBUYA（2021/9/14 (火)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

9/15～9/21 催事のご連絡サスティナブルショップ by カンナチュール（2021/9/18 (土)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

掲載：週刊粧業 ヒット商品母子手帳欄にて『資源循環からうまれた洗顔石けん』と題して奥州サボン ナチュラルを掲載い

ただきました（2021/9/27 (月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

掲載：kiitos 株式会社 三栄より発行 kiitos にて奥州サボン リッチを掲載いただきました（2021/9/27 (月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

2040 年までに国内の食品ロス年間 253 万トンの活用・循環を目指す新組織サーキュラーフード推進ワーキングチームを

新設（2021/9/29 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000016981.html
https://biologic-philosophy.com/archives/report/nec%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%b5%84%e5%90%88%e6%a9%9f%e9%96%a2%e8%aa%8c%e3%80%8enwu-com%e3%80%8f%e4%bb%a3%e8%a1%a8%e4%b8%ad%e7%9f%b3%e5%92%8c%e8%89%af%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000048803.html
https://sony-startup-acceleration-program.com/article598.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000058605.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000023831.html
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/9-2-open%ef%bc%9achoosebase-shibuya/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/9-15%ef%bd%9e9-21%e5%82%ac%e4%ba%8b%e3%81%ae%e3%81%94%e9%80%a3%e7%b5%a1%e3%82%b5%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%8a%e3%83%96%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97by%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%8a/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/%e6%8e%b2%e8%bc%89%ef%bc%9a%e9%80%b1%e5%88%8a%e7%b2%a7%e6%a5%ad/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/%e6%8e%b2%e8%bc%89%ef%bc%9akiitos/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000070046.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年９月分） 

【五十音順】 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

シードル（りんごのお酒）を製造する過程で出る「りんごの搾り残さ」から抽出したエタノール（アルコール）を使用した「お米

とりんごのウエットティッシュ」「MUSUBI 青森りんごで作ったエタノール配合アロマディフューザー／ルームスプレー」を販売しま

す（2021/9/29 (水)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

サーキュラーフード推進ワーキングチームに参画（2021/9/29 (水)） 

 

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未利用資源をアップサイクルした商品を自社サイトで販売開始（2021/9/29 (水)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

植物由来のフレグランスブランド「suuw.（スゥドット）」誕生！第一弾はヴィーガン×サステナブルな洗濯洗剤・柔軟剤を発

売（2021/9/30 (木)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

【CRUST JAPAN】サーキュラーフード推進ワーキングチーム発足発表！（2021/9/30 (木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

働く女性の健康をサポート 「フェムケア・フェムテック」 イベント開催（2021/9/1 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

アフラック生命グループの SUDACHI 少短と協業を開始し、妊活に取り組む方に対して就労所得保障保険を提案

（2021/9/7 (火)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

ファミワンと第一生命保険株式会社にて協業をおこない、『ファミワン所得保障ほけん』の紹介を開始します（2021/9/8 

(水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

無料オンラインイベント「夏休みスペシャル！こども性教育」開催レポートとアンケート結果の発表（2021/9/8 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

ファミワンと第一生命保険株式会社にて協業をおこない、『ファミワン所得保障ほけん』の紹介を開始します（2021/9/8 

(水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

大手製薬企業の「乳酸菌ラクトバチルス」サプリメントの無料モニターを募集します（2021/9/9 (木)） 

 

https://fermenstation.co.jp/news_jp/pressrelease_jp/%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%88%e3%82%8a%e3%82%93%e3%81%94%e3%81%ae%e3%81%8a%e9%85%92%ef%bc%89%e3%82%92%e8%a3%bd%e9%80%a0%e3%81%99%e3%82%8b%e9%81%8e%e7%a8%8b%e3%81%a7%e5%87%ba%e3%82%8b/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89%e6%8e%a8%e9%80%b2%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%ab%e5%8f%82%e7%94%bb/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000051332.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000086692.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000068378.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000084538.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000014333.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年９月分） 

【五十音順】 

株式会社ファミワン（URL） 

NOROSI Startup HUB｜新しい働き方を、誰の手にも。（2021/9/10 (金)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

第 19 回 日本生殖看護学会学術集会にて、ファミワンの代表看護師の西岡有可が特別企画に登壇しました

（2021/9/13 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

生殖遺伝研究におけるパイオニア 株式会社アイジェノミクス・ジャパンと共同でオンラインセミナーを無料開催

（2021/9/13 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

企業の福利厚生としての「妊活・不妊治療支援」について、紹介サイトのリニューアルと無料体験個別セミナーの提供開始

（2021/9/14 (火)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

コクヨアンドパートナーズ社に対し、妊活コンシェルジュ「ファミワン」の福利厚生提供を開始（2021/9/15 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

世界各国から 150 以上のフェムテックが集結する「Femtech Fes! 2021」にファミワンが出展します（2021/9/21 

(火)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

LINK-J 主催のデジタルヘルス・スタートアップ Webinars 「フェムテック特集」に弊社代表 石川が登壇します

（2021/9/22 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

デジタルヘルス・スタートアップ Webinars Vol.2 フェムテック特集 | イベント | LINK-J（2021/9/28 (火)） 

 

株式会社フィッシュパス（URL） 

2021 年 巴川鮎まつり＆鮎釣り大会レポート（2021/9/3 (金)） 

 

株式会社プラントライフシステムズ（URL） 

テレビ東京 チェンジ・ザ・ワールド出演（2021/9/18 (土)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

ベスプラが第 14 回東京都 UPGRADE with TOKYO で優勝（2021/9/9 (木)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

世界アルツハイマーデーより「家族サイト」の売上の一部を寄付（2021/9/21 (火)） 

https://norosi-startup.com/news/2021/09/10/106/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000074.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000014333.html
https://www.link-j.org/event/post-3819.html
https://www.fishpass.co.jp/news/archives/17481
https://plantlife.jp/news/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%80%80%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%bb%e3%82%b6%e3%83%bb%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e5%87%ba%e6%bc%94/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000007987.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000007987.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年９月分） 

【五十音順】 

 

株式会社 MICIN（URL） 

日本経済新聞（朝刊）にて、東京全域で弊社の「curon typeC」を利用したコロナ陽性者自宅療養者向けのオンライン

診療が 9 月上旬から始まることが紹介されました（2021/9/1 (水)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

日経クロステックにて、MICIN 少額短期保険についてのインタビューが掲載されました（2021/9/3 (金)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

MICIN、日本ベーリンガーインゲルハイムが展開する肺線維症患者向けサポートプログラムと連携し、オンライン服薬指導シ

ステム「curon お薬サポート」を活用した医薬連携の取り組みを開始（2021/9/6 (月)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

東京都医師会にて、MICIN のオンライン診療サービス「curon typeC」を活用したコロナ陽性自宅療養者のオンライン診

療の取り組みが開始（2021/9/16 (木)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

MICIN、東京大学・東北大学と過敏性腸症候群患者の症状を緩和するため、認知行動療法を用いる治療用アプリ開

発に関する共同研究を開始（2021/9/27 (月)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

MICIN と MICIN 少額短期保険、乳がん治療中～治療後の患者の運動習慣化に関する心理的要因の調査研究を開

始（2021/9/28 (火)） 

 

マカイラ株式会社（URL） 

弊社コンサルタントが合同会社 NEWSKOOL 主催の Night Design Lab に登壇します（2021/9/15 (水)） 

 

マカイラ株式会社（URL） 

10/7(木)『自治体財務会計業務の DX 化を考えるシンポジウム』を開催いたします（2021/9/16 (木)） 

 

MAMORIO 株式会社（URL） 

企業・事業を牽引する 50 名が集う！秘めた”夢”をプレゼンする「SAMURAI SHOUT！」の登壇者決定！フィランソロフィ

ーセッションに富島寛氏の登壇も決定（2021/9/28 (火)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

優秀な人材の流出を防ぐ！社員のエンゲージメントを高めるコツとは！？（2021/9/8 (水)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

【10/05 開催】株式会社 O:が「事業拡大を阻む大量採用の罠～早期離職を防止し、持続的な組織成長を実現する方

法とは」セミナーを株式会社ミツカリと共催（2021/9/14 (火)） 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC319AW0R30C21A8000000/
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/05975/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000017806.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000017806.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000017806.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000017806.html
https://makairaworld.com/topics/night_design_lab_2021/
https://makairaworld.com/topics/%e3%80%8e%e8%87%aa%e6%b2%bb%e4%bd%93%e8%b2%a1%e5%8b%99%e4%bc%9a%e8%a8%88%e6%a5%ad%e5%8b%99%e3%81%aedx%e5%8c%96%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000195.000014738.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000112.000034777.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000024852.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年９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） 

【信濃毎日新聞】しなの鉄道「車両更新ファンド」のお持ち帰り体験会を、ご紹介いただきました。 

（2021/9/2 (木)） 

 

株式会社 Moff（URL） 

オンライン型認知症予防・健康増進プログラム「e コグニケア」が身体センサー技術でパワーアップ 10 月より全国展開

（2021/9/15 (水)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

クリエイティブテクノロジーフォーラム 2021「クリエイティブテクノロジー教育の実践とこれから」に、ユカイ工学代表青木俊介が

登壇 

（2021/9/4 (土)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

開発コンテスト「ヒーローズ・リーグ 2021」が開幕、「生活をユカイにする作品」へ贈るユカイ賞をご用意 

（2021/9/6 (月)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

早稲田大学次世代ロボット研究機構のシンポジウム「ロボティクススタートアップ会議 2021」に、ユカイ工学代表青木俊介

が登壇 

（2021/9/7 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

東急百貨店渋谷・本店にユカイ工学ポップアップストアが期間限定オープン! 

（2021/9/7 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

『with コロナだから/だけどどう支援していくか』オンラインセミナーで、BOCCO シリーズをご紹介 

（2021/9/15 (水)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

長野県茅野市の実証実験「のらざあ」で BOCCO emo の音声認識活かす。高齢化地域の乗合オンデマンドタクシー利用

をコミュニケーションロボットが手助け（2021/9/15 (水)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

「Qoobo」シリーズ累計販売数 3 万匹突破！しっぽのついたクッション型セラピーロボット「Qoobo」&「Petit Qoobo」

（2021/9/29 (水)） 

 

https://www.securite.jp/news/release?a=154
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000009514.html
https://www.ux-xu.com/news/20210905
https://www.ux-xu.com/news/20210906
https://www.ux-xu.com/news/20210908
https://www.ux-xu.com/news/20210907
https://www.ux-xu.com/news/20210908-2
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000146.000015618.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000015618.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年９月分） 

【五十音順】 

ユニロボット株式会社（URL） 

マシンインテリジェンス研究会に登壇しました（2021/9/3 (金)） 

 

ユニロボット株式会社（URL） 

ユニボを使用した実証実験が紹介されました（2021/9/22 (水)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

「Liqlid」の実証実験等のパートナー団体・組織を募集開始（2021/9/2 (木)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

東京新聞・中日新聞 サンデー版「大図解」の特集『デジタル民主主義』に、弊社 CEO コラムや Liqlid の社会実装イメー

ジを掲載いただきました（2021/9/5 (日)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

経済同友会・夏季セミナー「コロナ危機を超えて?社会変革に向けた日本の課題と企業・経営者の責務～」セッションに弊

社 CEO が登壇します（2021/9/10 (金)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

WIRED Vol.42『NEW COMMONS コモンズと合意形成の未来』で弊社が紹介されています（2021/9/20 (月)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

オンライン・パネルディスカッション「デジタル民主主義って何？ 新しい政治や政策の仕組みを創ろう！」を弊社共催で開催

します（2021/9/28 (火)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

『民主主義の DX』を進める Liquitous が、自治体職員や研究者などと"デジタル民主主義"について考えるウェビナーを共

催！（2021/9/30 (木)） 

 

株式会社レスキューナウ（URL） 

レスキューナウ、「レスキューＷｅｂ ＭＡＰ」のサービスリニューアルを実施（2021/9/7 (火)） 

 

株式会社レスキューナウ（URL） 

「防災テック スタートアップ カンファレンス 2021」にレスキューナウ代表・朝倉が登壇！防災テクノロジーの未来を語る

（2021/9/28 (火)） 

 

株式会社レスキューナウ（URL） 

レスキューナウ、「レスキューＷｅｂ ＭＡＰ」の新機能「台風モード」をリリース（2021/9/29 (水)） 

 

https://www.unirobot.com/news/news0903/
https://www.unirobot.com/news/210922/
https://liquitous.com/newsroom/2021/09/02/664/
https://liquitous.com/newsroom/2021/09/05/666/
https://liquitous.com/newsroom/2021/09/10/668/
https://liquitous.com/newsroom/2021/09/20/678/
https://liquitous.com/newsroom/2021/09/28/680/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000054692.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000080052.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000080052.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000080052.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年９月分） 

【五十音順】 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

オンライン展示会 出展のお知らせ～「新しい働き方とライフスタイル EXPO ONLINE」 | 経営学で「はたらく」を幸せにす

る（2021/9/29 (水)） 

 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

「フェムテックジャパン 2021／フェムケアジャパン 2021」に出展 | 経営学で「はたらく」を幸せにする：ワ ークシフト研究所

（2021/9/30 (木)） 

 

One Concern（URL） 

京都大学プラットフォーム学卓越大学院主催「災害レジリエンスとプラットフォーム学」セミナーレポート（2021/9/15 

(水)） 

 

One Concern（URL） 

NewsPicks の伝書鳩 TV で One Concern が紹介されました（2021/9/30 (木)） 

 

https://workshift.co.jp/2021/09/3399/
https://workshift.co.jp/2021/09/3405/
https://oneconcern.com/jp/updates/kyoto-university-disaster-resilience-seminar/?utm_source=twitter&utm_medium=oneconcernJP
https://oneconcern.com/jp/updates/one-concern-featured-in-newspicks-carrier-pigeon-tv/

