ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 10 月分）
【五十音順】
株式会社アートローグ（URL）
【募集開始】賞金 100 万円！サンワカンパニー「sanwacompany Art Award / Art in The House 2022」開催
（2021/10/12 (火)）
株式会社アートローグ（URL）
衆議院選挙 2021：各政党の文化芸術マニフェスト公開「ManiA（マニア・Manifest for Arts）」by ARTLOGUE
（2021/10/27 (水)）
株式会社アイ・ロボティクス（URL）
壁面吸着スパイダーロボを使用した「3D 壁面作業システム」等を光洋機械産業と協同展示。ワキタグループ ジャンボフェア
in 幕張（10 月 8 日・9 日）、in 舞洲（11 月 12 日・13 日）にて出展。（2021/10/4 (月)）
株式会社 OUTSENSE（URL）
「折り技術」を用いてプロダクトの事業創出・課題解決をサポートするサービス【ORIFACE】をスタート（2021/10/25
(月)）
株式会社 Acompany（URL）
2021 年 10 月 6 日（水）秘密計算コンソーシアム主催で秘密計算・秘匿計算をテーマとした「秘密計算.jp#3」が開
催された。今回は秘密計算・秘匿計算の最前線をいく技術者たちが登壇。秘密計算・秘匿計算の国内事情と具体的な
技術、そのリアルな声に迫った。（2021/10/8 (金)）
株式会社 Acompany（URL）
CEATEC2021 に出展します！（2021/10/11 (月)）
株式会社 Acompany（URL）
秘密計算スタートアップの Acompany、名古屋大学に研究開発拠点を開設（2021/10/13 (水)）
株式会社 Acompany（URL）
弊社代表の高橋が、Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2021 に選出されました（2021/10/22 (金)）
株式会社 Acompany（URL）
秘密計算で複雑な分析を可能に！QuickMPC に高度な分析機能群「PrivacyAI」を実装（2021/10/26 (火)）
株式会社 Acompany（URL）
「第５期 MURC アクセラレータ LEAP OVER」に協賛（2021/10/26 (火)）
株式会社 Acompany（URL）
NEDO の研究開発型スタートアップ支援事業（STS）に、秘密計算スタートアップの Acompany が採択されました！
（2021/10/29 (金)）

ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 10 月分）
【五十音順】
株式会社アクセルスペース（URL）
JX 通信社、アクセルスペースと協同で「福徳岡ノ場」・スペイン領カナリア諸島のラパルマ島南部にある「クンブレビエハ火山」
の衛星写真を撮影（2021/10/6 (水)）
株式会社アクセルスペース（URL）
LuckyFM 茨城放送 ダイバーシティニュースを金曜日も放送開始、テーマはテクノロジー（2021/10/7 (木)）
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 2 - DX プロジェクトの人材と体制を考える』を 10/27-11/1 に
期間限定公開します（2021/10/14 (木)）
アジアクエスト株式会社（URL）
【参加費無料】アジアクエスト DX ウェビナーのアーカイブを無料公開します（2021/10/21 (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 別冊 GPIF ポートフォリオの気候変動リスク・機会分析」にアスタミューゼ
の分析データが掲載されました（2021/10/6 (水)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
【VC・CVC・経営企画など投資部門、オープンイノベーション・R&D 部門向け】機械学習/データベース×専門アナリストによ
る投資支援サービス開始（2021/10/11 (月)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
エンゲージメント・プラットフォーム「THE CODE」上で、企業の知的資本スコア（トータルパテントアセット）の公開を開始
（2021/10/14 (木)）
株式会社アルファドライブ（URL）
ユーザベース、新規事業育成プログラム「think beyond」により、2 つの事業を新たに創出（2021/10/1 (金)）
株式会社アルファドライブ（URL）
AlphaDrive、NewsPicks との法人向け事業を強化・リブランディング（2021/10/4 (月)）
株式会社アルファドライブ（URL）
ONE JAPAN CONFERENCE 2021 のご案内（2021/10/22 (金)）
株式会社アルファドライブ（URL）
【ウェビナー開催に関するお知らせ】[約 5,000 事業を支援した麻生氏が徹底解説] 新規事業成功パターンから学ぶ DX
の真髄（2021/10/25 (月)）

ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 10 月分）
【五十音順】
ICHI COMMONS 株式会社（URL）
デジタルインフラの構築により社会課題解決をめざす ICHI COMMONS 株式会社が 1.2 億円の増資（2021/10/6
(水)）
ICHI COMMONS 株式会社（URL）
広島県で全国初、企業版ふるさと納税を活用した『都市とふるさとをつなぐ』新サービスをリリース（2021/10/7 (木)）
inaho 株式会社（URL）
【10/26 開催】農家のバトンタッチ！今日から始める農業経営者・後継者のための事業承継セミナー（2021/10/11
(月)）
Institution for a Global Society 株式会社（URL）
雑誌「PRESIDENT」10 月号の「なぜ欧米のビジネスエリートには哲学科出が多いのか」にて代表福原が取材頂きました
（2021/10/8 (金)）
Institution for a Global Society 株式会社（URL）
NewsPicks【2021 年版】トップ投資家 10 人が選ぶ、すごいスタートアップたち 50 社に選ばれました（2021/10/12
(火)）
株式会社 ウェルモ（URL）
「KBC 九州朝日放送/シリタカ！」（2021 年 9 月 21 日）で、福岡市が「選ばれる」ために始めた取り組みとして、居宅
内モニタリングの実証現場を紹介いただきました。（2021/10/4 (月)）
株式会社エーアイスクエア（URL）
次世代コン タクトセン ター が 実現さ せる CX 戦略 ～ポ ストコロナ時代 に求められ る 業務改革とデジ タルシフト～
（2021/10/4 (月)）
株式会社エーアイスクエア（URL）
2021 年 11 月 26 日日本の人事部 HR カンファレンス 2021 に登壇します（2021/10/7 (木)）
株式会社エーアイスクエア（URL）
2021 年 10 月 29 日自社ウェビナー「最先端の AI 要約・分類技術が実現する業務改革事例と導入のポイント」を開催
します（2021/10/15 (金)）
株式会社エーアイスクエア（URL）
なぜ、人事・総務部門でチャットボットが有効活用できるのか？~使い方と事例を紹介~（2021/10/28 (木)）
AC Biode 株式会社（URL）
2021 年 10 月 11 日 - AC Biode はスロベニアで開催された Eco Civilisation、インド WahWoman によるサーキュラ
ーエコノミーに関するウェブナーで CircuLite と AC Biolet を例に話をしました（2021/10/11 (月)）
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【五十音順】
AC Biode 株式会社（URL）
2021 年 10 月 13 日 - AC Biode はシリコンバレーPlug and Play 主催 Cambridge 大学 Alumni Session にて
19 社の 1 社としてピッチ致しました（2021/10/13 (水)）
AC Biode 株式会社（URL）
2021 年 10 月 22 日 - AC Biode は JETRO 様、在タイ日本大使館様のご協力の下、タイ CP グループ CEO 様の前
でピッチさせて頂きます。視聴は左の QR code から登録できます(英語)（2021/10/22 (金)）
AC Biode 株式会社（URL）
AC Biode と志恩、灰から吸着材へリサイクルする技術に関し、タイ、日本、バングラデッシュ、カザフスタンにて受注、2 件の
覚書を締結（2021/10/24 (日)）
AP TECH 株式会社（URL）
自治体の医療福祉・DX ご担当者様必見 【DX で、過疎地の課題解決と新たな成長産業創出に挑む】：第１回「八幡
平市メディテックバレーシンポジウム」を、2021 年 10 月 20 日（水）に開催（2021/10/5 (火)）
AP TECH 株式会社（URL）
2021.10.6「日本経済新聞」に掲載いただきました（2021/10/6 (水)）
AP TECH 株式会社（URL）
山口県新型コロナ宿泊療養施設で「Hachi」を活用頂きました（2021/10/10 (日)）
AP TECH 株式会社（URL）
八幡平市のオンライン診療に Hachi が役立てられています（2021/10/25 (月)）
AP TECH 株式会社（URL）
盛岡市役所にて Hachi の説明会を行いました（2021/10/29 (金)）
株式会社 AirX（URL）
テレビ東京系列の新番組「行動者たち」第 1 回に出演（2021/10/2 (土)）
株式会社 AirX（URL）
一流施設のワーケーション体験を提供するリゾートワークス「ワーケーションアンバサダー企業」に 10 社が新たに就任！創造
性を刺激する環境での企業合宿やテレワーク体験を note・SNS で発信。（2021/10/7 (木)）
株式会社 AirX（URL）
日光江戸村のヘリコプター遊覧プラン 2021 を販売開始（2021/10/19 (火)）
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【五十音順】
株式会社 AirX（URL）
広島県と「災害時におけるヘリコプターによる緊急輸送等に関する協定」を締結（2021/10/22 (金)）
株式会社 AirX（URL）
AirX と京急電鉄が資本業務提携（2021/10/27 (水)）
株式会社 AirX（URL）
AirX、ビジネスジェット事業を展開する双日から資金調達を実施（2021/10/27 (水)）
株式会社 AirX（URL）
双日、ヘリコプターの遊覧飛行事業やチャーター事業を展開するベンチャー企業、AirX に出資（2021/10/27 (水)）
株式会社 AirX（URL）
AirX、ヘリコプター遊覧で地方観光を盛り上げたい協力企業・団体を募集開始（2021/10/29 (金)）
Hmcomm 株式会社（URL）
街を見守り、持続する DX 関連スタートアップ企業へ出資 ～デジタル革命により「人間拡張」を実現～（2021/10/14
(木)）
Hmcomm 株式会社（URL）
【AUBA】最終選考にて 6 社のビジネスプランを採択！原田産業『HARADA ACCELERATOR 2021』powered by
01Booster・AUBA（2021/10/19 (火)）
Hmcomm 株式会社（URL）
菱洋エレクトロ株式会社様主催のセミナー(2021 年 10 月 29 日)に参加致します（2021/10/19 (火)）
Hmcomm 株式会社（URL）
Hmcomm、岡本工業と AI 異音検知プラットフォーム(FAST-D)を応用した「多軸自動盤におけるドリル折損検知」システ
ムの共同開発を開始（2021/10/20 (水)）
Aniwo 株式会社（URL）
【11/4 開催】住友商事 × ビザスク『スタートアップ大国！イスラエルベンチャー流 DX の最前線住友商事 MIRAI LAB
PALETTE』に当社 Japan CEO 松山が登壇（2021/10/12 (火)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
元特許庁長官の宗像直子氏がエクサウィザーズ社外取締役に就任（2021/10/5 (火)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
エクサウィザーズ、サイバーエージェントと業務提携（2021/10/11 (月)）
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【五十音順】
株式会社エクサウィザーズ（URL）
10/20(水)エンジニア type で「ロボット開発」ウェビナー開催！いとうまい子×大澤正彦対談／ZMP×スマートロボティクス
（2021/10/11 (月)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
代表取締役社長・石山洸 のインタビュー記事が日経電子版に掲載されました。 - 株式会社エクサウィザーズ
（2021/10/18 (月)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
オンライン講演 視聴者募集開始 仙台 X-TECH レクチャーシリーズ（基礎編） Vol.2『社会課題解決のための AI ～
日本の潜在力はディープテックで開花する～』（2021/10/22 (金)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
【東京都主催・DX 推進実証実験プロジェクト】～成果報告会開催のお知らせ～「DX」にご関心のある方の参加をお待ち
しております！（2021/10/22 (金)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
サービス名称変更のお知らせ / 「CareWiz ハナスト」「CareWiz トルト」 - 株式会社エクサウィザーズ（2021/10/29
(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）」、「healthTECH Japan 2021」出展のお知らせ - エルピクセル
株式会社（2021/10/11 (月)）
エルピクセル株式会社（URL）
「第 4 回 医療と介護の総合展／メディカルジャパン 東京 2021」及び「デジタルヘルスイノベーションフェア 2021」セミナー
登壇のお知らせ - エルピクセル株式会社（2021/10/12 (火)）
株式会社 Offisis（URL）
ゼロトラストセキュリティーシステム「DR.REMOTE」がサービスを一新／「割って守る」機能に特化したシンプルで強力な仕組
みへ再構築（2021/10/18 (月)）
OnBoard 株式会社（URL）
米国大使館の意見交換会に出席しました（2021/10/11 (月)）
OnBoard 株式会社（URL）
ラウンドテーブル・ジャパン 2021 に登壇します（2021/10/18 (月)）
OnBoard 株式会社（URL）
未来共創イニシアティブ（ICF）オンラインイベントに登壇します（2021/10/18 (月)）
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【五十音順】
OnBoard 株式会社（URL）
OnBoard 株式会社、今注目の＜ESG＞に関するセミナー開催を決定（2021/10/20 (水)）
OnBoard 株式会社（URL）
第一回:起業家編セミナーを開催しました（2021/10/28 (木)）
株式会社カミナシ（URL）
フードセーフティジャパン（FOOD 展）出展のお知らせ（2021/10/18 (月)）
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「2021 年度グッドデザイン賞」を受賞（2021/10/20 (水)）
株式会社カミナシ（URL）
カミナシ、オンラインカンファレンス「KAMINASHI『New+』」を 11 月 18 日（木）に開催（2021/10/27 (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』を統一印刷が導入し、デジタル推進人材を育成（2021/10/29 (金)）
株式会社 CUVEYES（URL）
コロナ禍の逆風でも、東北の起業家と中小企業が「新規事業」に挑戦（2021/10/11 (月)）
株式会社 CUVEYES（URL）
頑張るあなたを応援！「SPOBY」クラウドマラソンの 5 ㎞完走で「BODY STAR プロテインスナック」 を当てよう!!
（2021/10/28 (木)）
株式会社 KINCHAKU（URL）
料金プラン改定のお知らせ（2021/10/1 (金)）
株式会社グッドフェローズ（URL）
太陽光発電の専門メディア「PVeye11 月号」にインタビュー記事が掲載されました（2021/10/28 (木)）
株式会社 grooves（URL）
「DevRel/Japan CONFERENCE 2021」に登壇（2021/10/6 (水)）
株式会社 grooves（URL）
SalesZine にフォークウェルの赤川のインタビューが掲載されました（2021/10/12 (火)）
株式会社 grooves（URL）
人材紹介会社向け求人データベース「クラウドエージェント」が総合満足度 No.1 を獲得（2021/10/19 (火)）
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【五十音順】
合同会社 co-fit（URL）
FTF Online Shop を開設致しました（2021/10/2 (土)）
株式会社 cotree（URL）
クライエントは音声通話とビデオ通話を使い分けたい？ オンラインカウンセリングにおけるクライエントのニーズと特性について
学会で報告（2021/10/5 (火)）
株式会社コンシェルジュ（URL）
日本労働組合総連合会にノーコード AI チャットボット「KUZEN」を提供（2021/10/7 (木)）
株式会社コンシェルジュ（URL）
AI・人工知能 EXPO【秋】、Japan IT 【秋】に出展します 開催期間：10 月 27 日（水）～29 日（金）
（2021/10/14 (木)）
株式会社コンシェルジュ（URL）
株式会社野村総合研究所（NRI）が提供する AI ソリューション「TRAINA／トレイナ」と連携、FAQ コンテンツの一元管
理を可能に（2021/10/20 (水)）
株式会社コンシェルジュ（URL）
『 顧客 か らの 問 い合 わ せの 山を 解消 ！数 十万 件 のデ ータを 搭 載した AI の 対応 とは ？』 ウェビナ ー を 開催 しま す
（2021/10/27 (水)）
株式会社昆虫食の entomo（URL）
予約受付中 11/3 昆虫食学園を開催します！ - 昆虫食の entomo（2021/10/18 (月)）
株式会社昆虫食の entomo（URL）
【書籍・共著】『代替タンパク質の現状と社会実装へ向けた取り組み』が 11 月末に出版！（2021/10/31 (日)）
株式会社昆虫食の entomo（URL）
◆予約受付中◆12/15 書籍「代替タンパク質」発刊記念セミナー3 日目(昆虫食・昆虫飼料)開催！（2021/10/31
(日)）
株式会社 KOMPEITO（URL）
テレビ愛知で TVCM 放映中！（2021/10/6 (水)）
株式会社 SHIFT PLUS（URL）
高知のシェアオフィスが一目でわかる！ポータルサイト「Haretoke（ハレとケ）」が公開！（2021/10/11 (月)）
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【五十音順】
株式会社 SHIFT PLUS（URL）
【対談レポ】コミュニティってなぜ大切？会社とのちょうどいい距離感って？地域活性の最前線に立つトップ 2 人が地域コミュ
ニティと会社を語る！（2021/10/20 (水)）
株式会社シマント（URL）
弊社代表 和田が、10 月 21 日の経済産業省 関東経済産業局のイベントに登壇することになりました（2021/10/5
(火)）
JOINS 株式会社（URL）
地方企業と大都市の副業人材のマッチングサービス「JOINS」に、e-KYC 本人確認 API「TRUSTDOCK」を導入実施
（2021/10/28 (木)）
株式会社笑下村塾（URL）
【 11 月 3 日 オ ン ラ イ ン 無 料 開 催 】 エ シ カ ル マ ル シ ェ の メ イ ン ス テ ー ジ ・ ゲ ス ト 講 演 会 の 登 壇 者 が 決 ま り ま し た ！
（2021/10/26 (火)）
株式会社情報工場（URL）
ブックファースト新宿店で、書籍ダイジェストサービス「SERENDIP」のブックフェア「 “二刀流” 読書のすすめ」を 11 月 12 日
まで開催（2021/10/4 (月)）
株式会社情報工場（URL）
「文化通信」にて、ブックファースト新宿店で開催している、SERENDIP のブックフェア「“二刀流”読書のすすめ」について、記
事が掲載されました（2021/10/8 (金)）
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『コロナ禍を生き抜く タクシー業界サバイバル』『世界のビジネスエリート
が知っている 教養としての茶道』『日本の私立大学はなぜ生き残るのか』の 3 冊の書評を担当しました（2021/10/18
(月)）
株式会社情報工場（URL）
八重洲ブックセンターの新店舗「フルルガーデン八千代店」オープニングフェアとして、書籍ダイジェストサービス「SERENDIP」
のコーナーを 10 月 27 日(水)より設置（2021/10/28 (木)）
株式会社セツロテック（URL）
ゲノム編集テクノロジー実用化研究助成の採択者を決定 | 株式会社セツロテック（2021/10/12 (火)）
ZEROBILLBANK LTD（URL）
ペット同伴可能なフロアを併設する会員制シェアオフィス「ビジネスエアポート京橋」で、ペッツオーライが提供するペット資格証
明アプリ「Wan!Pass（ワンパス）」の実証実験を開始（2021/10/6 (水)）

ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 10 月分）
【五十音順】
株式会社 SenSprout（URL）
業 界 初 ！ ビ ジ ョ ン を 届 け る オ ン ラ イ ン 展 示 会 「 日 本 の 製 造 業 の 未 来 展 2021 秋 」 無 料 出 展 企 業 募 集 開 始
（2021/10/14 (木)）
それいけシステムコンサルティング株式会社（URL）
新型コロナ対策向け微酸性次亜塩素酸水(商品名：キレナーレ）について（2021/10/8 (金)）
株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL）
NTT ドコモ・ベンチャーズと RouteX 社の共催によるスタートアップピッチ、「エネルギーテック カーボンニュートラルを見据えた
電力の新しい形」に代表の池田が登壇致しました。（2021/10/19 (火)）
株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL）
【まっしゅがいく！太陽光発電所ツアー第２弾】 in 茨城県笠間市発電所篇を公開！（2021/10/21 (木)）
株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL）
半期全社会を開催しました！（2021/10/25 (月)）
株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL）
再生可能エネルギーの専門メディア「PVeye」に掲載されました（2021/10/27 (水)）
株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL）
スマホで買える太陽光発電所「CHANGE(チェンジ)」を運営する株式会社チェンジ・ザ・ワールド、総額 2 億円の資金調達
を実施（2021/10/29 (金)）
株式会社チカク（URL）
「まごチャンネル」が総務省の情報アクセシビリティ支援ナビに載録（2021/10/19 (火)）
株式会社チカク（URL）
【まごチャンネル】10 月 22 日（金）からショップチャンネルにてテレビショッピング再登場（2021/10/21 (木)）
株式会社チャレナジー（URL）
令和３年台風 14 号に関するフィリピン初号機の状況について（2021/11/2 (火)）
株式会社データグリッド（URL）
データグリッド（DATAGRID）、日本経済新聞社と共同でバーチャルヒューマンを使った動画制作システムを開発
（2021/10/5 (火)）
株式会社データグリッド（URL）
11 月 26 日(金) AndTech「環境循環社会に向けたプラスチックを取り巻く脱炭素経営・ビジネス化・リサイクル化の最新
動向と課題・将来展望」WEB オンライン Zoom セミナー講座を開講予定（2021/10/14 (木)）

ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 10 月分）
【五十音順】
株式会社データグリッド（URL）
NHK 総合テレビ「クローズアップ現代＋」に弊社が技術協力いたしました（2021/10/27 (水)）
株式会社データグリッド（URL）
はずれ値 MeetUp! Vol.2 に登壇いたします（2021/10/27 (水)）
株式会社 T-ICU（URL）
「第 25 回日本遠隔医療学会学術大会」出展お知らせ 〈10 月 9 日（土）～10 日（日）じゅうろくプラザ他〉 | 株式
会社 T-ICU（2021/10/9 (土)）
株式会社 T-ICU（URL）
株式会社 T-ICU 創立 5 周年のお知らせ（2021/10/26 (火)）
株式会社 T-ICU（URL）
【令和 4 年 6 月開講予定】第 2 回株式会社 T-ICU 看護師特定行為研修オンライン受講 11 月説明会のお知らせ |
株式会社 T-ICU（2021/10/26 (火)）
株式会社ディーセントワーク（URL）
あなたの叶えたいことはなんですか？10 月 7 日「ディーセントワーク世界行動デー」に「あなたの叶えたいこと」を問いかけるテ
レビ CM を放送。（2021/10/6 (水)）
株式会社ディーピーエス（URL）
米国特許庁において特許申請が認められました（2021/10/4 (月)）
株式会社テンクー（URL）
がん患者さんへの適切なゲノム医療の提供を目指した「がんゲノム医療の明日を考える会」の発足（2021/10/1 (金)）
株式会社東京ファクトリー（URL）
【日本 IBM × AUBA】共創プログラム『IBM BlueHub Program 7th』、スタートアップ 4 社を採択！（2021/10/11
(月)）
株式会社東京ファクトリー（URL）
ユーアイ精機株式会社、製造業の生産現場向け SaaS「Proceed クラウド」を導入（2021/10/27 (水)）
TRUNK 株式会社（URL）
【AUBA】三菱総合研究所×未来共創イニシアティブ 社会課題をビジネスで解決する『ICF Business Acceleration
Program 2021』ファイナリスト 7 社を選出！（2021/10/1 (金)）

ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 10 月分）
【五十音順】
TRUNK 株式会社（URL）
大 阪府 堺 市 の 起 業 家 支援 機関 S-Cube と 、TRUNK が 大 学 生 向けの ビ ジネス 講 座「 ゼ ロ ヒャ ク 」 を 共同 企 画
（2021/10/6 (水)）
トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（URL）
日本特殊陶業へ「レンタル移籍」を提供。新規事業にチャレンジできる若手人材の育成を支援。（2021/10/5 (火)）
Trim 株式会社（URL）
本社オフィス移転のお知らせ（2021/10/1 (金)）
Trim 株式会社（URL）
ハウステンボスへ初導入 設置型ベビーケアルーム「mamaro 2」お披露目のご案内（2021/10/8 (金)）
Trim 株式会社（URL）
石川県初導入 可動式ベビーケアルーム「mamaro」 石川トヨペットカローラに導入決定（2021/10/12 (火)）
Trim 株式会社（URL）
ポーラ、設置型ベビーケアルーム「mamaro 2」へ美容コンテンツを提供（2021/10/14 (木)）
Trim 株式会社（URL）
ポーラ監修コンテンツ「からだバランスチェック」を mamaro 2 で配信開始（2021/10/14 (木)）
Trim 株式会社（URL）
利便性に応じて移設ができる日本一広いテーマパークに 設置型授乳室「mamaro 2」を 6 台導入（2021/10/22
(金)）
Trim 株式会社（URL）
全国初設置の「mamaro 2」ハウステンボスにてお披露目イベントを開催（2021/10/22 (金)）
Trim 株式会社（URL）
利用者満足度 93%の可動式ベビーケアルーム「mamaro??」 全国での導入実績 300 台達成（2021/10/25
(月)）
株式会社トレッタキャッツ（URL）
【重要】トレッタサンドに関するお詫びとお知らせ（2021/10/5 (火)）
日研株式会社（URL）
10 月 31 日開館那覇文化芸術劇場「なはーと」の外壁塗料に採用されました（2021/10/28 (木)）

ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 10 月分）
【五十音順】
株式会社 Nextremer（URL）
観光案内のＤＸ化に向け、静岡県内３都市で１０月より実証実験を実施（2021/10/6 (水)）
株式会社 Nextremer（URL）
熱海観光案内所に案内サイネージ端末、観光 DX の実証実験始まる（2021/10/7 (木)）
株式会社 Nextremer（URL）
Nextremer の「AI 案内サイネージ」搭載、東急株式会社提供の遠隔案内サービスが静岡県の観光案内実証事業に採
択（2021/10/20 (水)）
株式会社 Nextremer（URL）
2021 年 10 月 20 日(水)?10 月 22 日(金)に合同会社 DMM.com がオンラインで開催する『DMM オンライン展示会
「業務改善 DX EXPO」』に出展しております（2021/10/20 (水)）
BionicM 株式会社（URL）
東大 IPC と国立４大学の共催プログラム「1stRound」、新規コーポレートパートナー参画決定（2021/10/12 (火)）
BionicM 株式会社（URL）
日経ビジネスに掲載されました - BionicM（2021/10/13 (水)）
BionicM 株式会社（URL）
在日ドイツ商工会議所のイベントに登壇します - BionicM（2021/10/19 (火)）
株式会社バカン（URL）
AI と IoT を活用し、店舗内のあらゆる混雑を解消へ。阪神梅田本店に混雑情報プラットフォーム「VACAN」提供開始
（2021/10/8 (金)）
株式会社バカン（URL）
全国初！宮崎県都城市から始まる自治体による避難所のデジタル化。バカンと Gcom ホールディングスが提携し、混雑可
視化や避難所受付の効率化をはじめとした防災 DX を包括的にサポート（2021/10/13 (水)）
株式会社バカン（URL）
埼玉県で衆院選における期日前投票所の混雑情報をリアルタイムに可視化！空き情報配信サービス「VACAN」を県内
44 自治体に提供（2021/10/15 (金)）
株式会社バカン（URL）
東京都目黒区で、第 49 回衆院選の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（2021/10/15 (金)）

ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 10 月分）
【五十音順】
株式会社バカン（URL）
マップ型空き情報配信サービス「VACAN Maps」が 2021 年度グッドデザイン賞を受賞（2021/10/20 (水)）
株式会社バカン（URL）
ニ ュ ウ マ ン 新 宿 で 飲 食 店 の 混 雑 状 況 を リ ア ル タ イ ム に 可 視 化 ！ 空 き 情 報 配 信 サ ー ビ ス 「 VACAN 」 を 提 供 開 始
（2021/10/25 (月)）
株式会社バカン（URL）
空き情報プラットフォーム「VACAN」提供の株式会社バカン、第三社割当増資による資金調達を実施（2021/10/27
(水)）
株式会社バカン（URL）
東京都中小企業振興公社表彰において、「奨励賞」を受賞しました | 株式会社バカン-VACAN-（2021/10/27
(水)）
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。神奈川県寒川町に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提供
開始 | 株式会社バカン-VACAN-（2021/10/27 (水)）
株式会社ハタプロ（URL）
使うほど地域活性化を促進 電子地域通貨・MINA コインで支払える「MINA コインでんき」提供開始（2021/10/7
(木)）
株式会社ハタプロ（URL）
電子地域通貨の普及促進で長崎県南島原市の地域活性化に寄与！（2021/10/7 (木)）
株式会社ハタプロ（URL）
市民参加型健康プラットフォーム「福岡ヘルス・ラボ」に採択されたプロジェクトが掲載されました。｜ハタプロ（2021/10/7
(木)）
株式会社ビーワンカレッジ（URL）
B Dash Camp 2021 Fall in Fukuoka のピッチコンテスト「Pitch Arena」ファーストラウンドに進出が決定しました
（2021/10/5 (火)）
株式会社ビーワンカレッジ（URL）
目標を達成した組織の 7 割以上が「週 1 回の振り返り」を行っていることが判明（2021/10/7 (木)）
株式会社ビーワンカレッジ（URL）
日 本 最 大 規 模 ノ ー コ ー ド ・ イ ベ ン ト 「 NoCode Summit 2021 A/W （ ノ ー コ ー ド ・ サ ミ ッ ト 2021 ） 」 開 催 ！
（2021/10/21 (木)）

ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 10 月分）
【五十音順】
株式会社ビーワンカレッジ（URL）
OIH を拠点としてトーマツが運営するシードアクセラレーションプログラム「OSAP」のデモデイでのピッチにて、大企業・VC・ベン
チャー企業経営者など約 100 名の投票にて最多票を獲得しオーディエンス賞を受賞しました（2021/10/28 (木)）
PIAZZA 株式会社（URL）
横浜市西区と PIAZZA が連携協定を締結、住み続けたい街として満足度向上を目指す（2021/10/11 (月)）
PIAZZA 株式会社（URL）
都市部 30?40 代ファミリー層を対象とした“自動車の所有やニーズに関する調査”。 49%は自動車未所有、購入検討
上位３は「ライフステージの変化」、「経済的な余裕」、「駐車場事情の緩和」（2021/10/29 (金)）
株式会社ビオロジックフィロソフィ（URL）
VE 協会『バリュー・エンジニアリング』代表中石和良のインタビュー記事掲載（2021/10/4 (月)）
vivola 株式会社（URL）
スタートアップ企業との協業で健やかな未来に貢献。明治グループの知見とスタートアップ企業の先進性で新たな社会に向
けた６つのビジネスプランを決定！（2021/10/1 (金)）
vivola 株式会社（URL）
【こおりやま SDGs アクセラレータープログラム】採択者および起業家紹介ピッチ登壇者決定！社会課題解決×事業拡大を
協働で実現する支援プログラム（2021/10/13 (水)）
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 ～Z 世代の若者がジェンダーの現在を
学び、ともに理解し、 対話し、実践する～（2021/10/21 (木)）
株式会社ファーストアセント（URL）
経済産業省のスタートアップ支援プログラム「J-Startup」に、ファーストアセントが選出されました！（2021/10/20
(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発酵技術を活用したナチュラル処方のホームケア製品（洗剤等）OEM・ODM を本格開始
（2021/10/1 (金)）
株式会社ファーメンステーション（URL）
10/6 登壇：TIE Sustainability Summit 2021 代表 酒井がパネルディスカッションに参加いたします（2021/10/1
(金)）

ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 10 月分）
【五十音順】
株式会社ファーメンステーション（URL）
発酵技術を活用したナチュラル処方のホームケア製品（洗剤等）OEM・ODM を本格開始（2021/10/1 (金)）
株式会社ファーメンステーション（URL）
10/6 14:00 登壇：京丹波町デジタルマーケティングセミナー 代表 酒井が登壇いたします（2021/10/6 (水)）
株式会社ファーメンステーション（URL）
10/18 19:00 登壇：陸と海の未利用資源 食資源の有効活用～地域の物語と新価値創造～ 全 4 回コース（毎週
月曜開催）（2021/10/6 (水)）
株式会社ファーメンステーション（URL）
10/21～10/23 展示会のご案内：クリエイティブの祭典 rooms43（2021/10/7 (木)）
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 USDA（米国農務省）の定めるオーガニック認証雑貨の認証取得（2021/10/13 (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ナチュラル・オーガニック処方の化粧品・日用品・雑貨の OEM・ODM 対応製品を大幅拡充
（2021/10/18 (月)）
株式会社ファーメンステーション（URL）
10/27 ～ 10/29 展 示 会 の ご 案 内 ： PLUG IN ｜ Editorial （ 恵 比 寿 ） | 株 式 会 社 フ ァ ー メ ン ス テ ー シ ョ ン
(FERMENSTATION Co., Ltd.)（2021/10/19 (火)）
株式会社ファーメンステーション（URL）
テレビ出演情報：10/15 本放送「いわちゃん」＃iwateous（イワテアス）※再放送 10/23・10/24（2021/10/20
(水)）
株式会社ファーメンステーション（URL）
10/28 登壇：Responsible Innovation: A French & Japanese Innovative Approach to Positively
Impact the Env（2021/10/20 (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 AKOMEYA TOKYO の「オコメの除菌ウエットティッシュ」を共同開発（2021/10/25 (月)）
株式会社ファーメンステーション（URL）
11/9 まで商品展開中 RAYARD MIYASHTA PARK 内「The Editorial」（2021/10/28 (木)）

ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 10 月分）
【五十音順】
株式会社ファーメンステーション（URL）
10/28 掲載：日経農業新聞 食品ロス関連販売、6 億円越え「削減の先の事業に課題」の中でファーメンステーションも
紹介されました（2021/10/28 (木)）
株式会社ファミワン（URL）
三菱地所「まるのうち保健室」でウェルネスプログラムを提供開始（2021/10/4 (月)）
株式会社ファミワン（URL）
フェム テッ ク を 活 用 し て 働く 女 性の 健 康を 支援 す る た め 、 自治 体 や 企 業 と「 妊 活 と ヘルス ケア プロ ジェ ク ト」 を 開 始
（2021/10/6 (水)）
株式会社ファミワン（URL）
男性不妊が増えています！男性にこそ知ってほしい不妊症の真実【妊活コンシェルジュ西岡有可「心と体と妊活と。」第 3
回】 - 共働き with -講談社公式- 仕事も家庭もわたしらしく（2021/10/6 (水)）
株式会社ファミワン（URL）
フェム テッ ク を 活 用 し て 働く 女 性の 健 康を 支援 す る た め 、 自治 体 や 企 業 と「 妊 活 と ヘルス ケア プロ ジェ ク ト」 を 開 始
（2021/10/7 (木)）
株式会社ファミワン（URL）
気鋭のフェムテック 2 社が語る「ピルと妊活」の真実｜Beyond Health｜ビヨンドヘルス（2021/10/8 (金)）
株式会社ファミワン（URL）
友達の妊娠を素直に喜べなくなったと悩む、妊活中のあなたへ。【妊活コンシェルジュ西岡有可「心と体と妊活と。」第 4 回】
- 共働き with -講談社公式- 仕事も家庭もわたしらしく（2021/10/8 (金)）
株式会社ファミワン（URL）
フェムテックイベント、参加企業 460 社突破！（ライオン×ファミワン×大丸梅田店×大広×医療者が登壇）10 月 19 日
開催（2021/10/11 (月)）
株式会社ファミワン（URL）
ファミワン所属の公認心理師・臨床心理士の戸田さやかが『テキスト家族心理学』の執筆に携わりました。（2021/10/13
(水)）
株式会社ファミワン（URL）
ウーマンズ・ミートアップ主催イベント【フェムテックの現実】にファミワン代表の石川が登壇（2021/10/13 (水)）
株式会社ファミワン（URL）
SPRiNG12 月号「フェムテックで快適度を爆上げさせます！」に、弊社の妊活コンシェルジュサービス「ファミワン」を掲載いた
だきました（2021/10/25 (月)）

ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 10 月分）
【五十音順】
株式会社ファミワン（URL）
生理痛や PMS、生理不順。どれぐらいあれば病院に行っていい？【妊活コンシェルジュ西岡有可「心と体と妊活と。」第 5
回】 - 共働き with -講談社公式- 仕事も家庭もわたしらしく（2021/10/26 (火)）
株式会社ファミワン（URL）
広島県三原市とファミワンが連携して、お住いの方やお勤めの方向けに「子育て支援」・「女性活躍」の取り組みを開始しま
す（2021/10/27 (水)）
株式会社フィッシュパス（URL）
『名水大野 地鮎を食す日 2021』イベントレポート | FISHPASS（フィッシュパス）（2021/10/8 (金)）
株式会社 PLANT DATA（URL）
Agri/Food Tech Startup Showcase：第 5 回 「農業」テックの社会実装に挑戦するスタートアップ！ 研究者（技
術）×経営者（ビジネス）特別対談（2021/10/13 (水)）
株式会社 PLANT DATA（URL）
NTT コミュニケーションズ主催「ExTorch Open Innovation Day」(10 月 22 日 15 時半開催)に PLANT DATA が
登壇します（2021/10/15 (金)）
株式会社ベスプラ（URL）
令和３年度浜松市実証実験サポート事業の支援先企業が決定しました！（2021/10/6 (水)）
株式会社ベスプラ（URL）
ベスプラの代表が PwC コンサルティングとの鼎談を実施（前編・後編）（2021/10/14 (木)）
株式会社ベスプラ（URL）
「南大沢スマートシティ協議会」にてザ・タイムセールを活用（2021/10/29 (金)）
株式会社 MICIN（URL）
10 月 8 日の日経産業新聞一面にて、MICIN のオンライン診療サービス「curon typeC」について紹介されました |
MICIN（2021/10/8 (金)）
株式会社 MICIN（URL）
沖縄県にて、MICIN のオンライン診療サービス・オンライン服薬指導サービスを活用した 県内初の、処方薬のコンビニ受取
に関する実証事業が開始 | MICIN（2021/10/15 (金)）
株式会社 MICIN（URL）
MICIN が、経済産業省により「J-Startup 2021」企業に選出されました（2021/10/20 (水)）

ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 10 月分）
【五十音順】
マカイラ株式会社（URL）
コンサルファーム、大手メーカーから国連、アスリートまで。各界の社会変革リーダー３５ 名 以上 が『世界平和経済人会
議ひろしま東京セッション』に登壇！１０月８日（金）１０時。参加者限定アーカイブ配信あり（2021/10/1 (金)）
マカイラ株式会社（URL）
10/18(月)「Contents Innovation Days vol.4 世界で戦えるクオリティ、その源泉」を開催いたします（2021/10/1
(金)）
マカイラ株式会社（URL）
11/16「第 6 回 パブリックに関わるキャリアを考える」を開催いたします（2021/10/29 (金)）
株式会社ミツカリ（URL）
適性検査で相手に適したコミュニケーション方法が分かるミツカリ、中小企業・ベンチャー企業向けの料金プランを提供開始
（2021/10/1 (金)）
株式会社ミツカリ（URL）
2021 年 11 月 18 日（木）15:30 より「超生ケーススタディ！『イノーバ』大解剖！」無償ウェビナーを開催致します
（2021/10/29 (金)）
株式会社ミナカラ（URL）
ドコモとメドレー、株式会社ミナカラの株式を共同取得（2021/10/22 (金)）
株式会社ミナカラ（URL）
ドコモとメドレーによる当社株式の共同取得のお知らせ（2021/10/22 (金)）
株式会社ミナカラ（URL）
グロービス経営大学院の卒業生が起業したミナカラ社、ドコモとメドレーが事業買収 「G-GROWTH」投資先として i-plug
社に次ぐ、2 社目の Exit（2021/10/22 (金)）
ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL）
【国際開発ジャーナル】10 月号に社長の小松がインパクト投資をテーマに寄稿いたしました。
（2021/10/1 (金)）
ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL）
【中国新聞】広島県の三原日本語学校の開校準備が進んでいること、地元の方々も歓迎してくださっていることをご紹介い
ただきました。
（2021/10/14 (木)）

ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 10 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）
電気通信大学基金とミュージックセキュリティーズ株式会社との寄附募集に関する連携について
（2021/10/21 (木)）
ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL）
静岡県浜松市との「SDGs 推進に関する包括連携協定」締結のお知らせ記事を見る
（2021/10/26 (火)）
ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL）
第 9 回プラチナ大賞(主催:プラチナ大賞運営委員会、プラチナ構想ネットワーク)にて「優秀賞新時代のファイナンス賞」を
受賞（2021/10/27 (水)）
ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL）
『発達が気になる子どもの保護者支援アプリ開発と研究』プロジェクト開始~個性に合わせた多様な子育てを応援するツー
ルの開発を目指して~（2021/11/1 (月)）
ユカイ工学株式会社（URL）
子どものロボット創作の幅が広がる！「小学生ロボコン 2021?22」公式拡張パーツ「ばんのうジョイント」10 月 1 日(金)新
発売（2021/10/1 (金)）
ユカイ工学株式会社（URL）
しっぽロボットの「Qoobo」シリーズ、累計販売数 3 万匹突破！（2021/10/3 (日)）
ユカイ工学株式会社（URL）
ロボットを活用し、物件の無人内見を目指す！住む前に知りたい「住み心地」を見える化。不動産直販サイト「FLIE」とユ
カイ工学のコミュニケーションロボット「BOCCO emo」が共同検証を開始（2021/10/7 (木)）
ユカイ工学株式会社（URL）
商機広がる「サービスロボ」、コロナが活躍の“舞台”増やす（2021/10/12 (火)）
ユカイ工学株式会社（URL）
中国の国際インダストリアルデザイン賞 「DIA」 にて、ファミリーロボット「BOCCO emo」が入賞！（2021/10/13
(水)）
ユカイ工学株式会社（URL）
「ほしい情報」をロボットが音声で届ける！法人向け「BOCCO emo APIs」提供開始。企業・行政・生活者向けの新サー
ビス実装を省ステップで実現へ（2021/10/15 (金)）

ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 10 月分）
【五十音順】
ユカイ工学株式会社（URL）
小学館が運営を担う全国小学生プログラミング大会「ゼロワングランドスラム」延期となっていた大会の開催が決定 大会へ
の参加エントリーを開始（2021/10/15 (金)）
ユカイ工学株式会社（URL）
【DAC】DAC が運営を担う全国小学生プログラミング大会「ゼロワングランドスラム」、延期となっていた大会の開催が決定
（2021/10/15 (金)）
ユカイ工学株式会社（URL）
法人向け「BOCCO emo APIs」特設サイトオープン（2021/10/15 (金)）
ユカイ工学株式会社（URL）
「ほしい情報」をロボットが音声で届ける!法人向け「BOCCO emo APIs」提供開始。（2021/10/15 (金)）
ユカイ工学株式会社（URL）
世界で急速に進化する IoT に欠かせないセンシング技術にフォーカスした、無料オンラインイベント「Sensing Discovery
Days」を日本初開催！最新センシングソリューションが学べる 2 日間。（2021/10/19 (火)）
ユカイ工学株式会社（URL）
【J-Startup 公式イベント】ウェルビーイングな世界を実現する患者体験改革の最前線（2021/10/22 (金)）
ユカイ工学株式会社（URL）
【宇都宮市】スタートア ップ 企業の成長を加速させる『 宇都宮 アクセラレーター2021』参加企業 10 者を 決定！
（2021/10/27 (水)）
ユニロボット株式会社（エラー! ハイパーリンクの参照に誤りがあります。）
ユニボ先生が「日刊工業新聞」に紹介されました（2021/10/1 (金)）
ユニロボット株式会社（エラー! ハイパーリンクの参照に誤りがあります。）
ユニボ先生が「介護＆看護 EXPO」に出展されます（2021/10/5 (火)）
ユニロボット株式会社（URL）
業界未経験から“ロボット開発者”になるチャンス！『エンジニア type』で IT・WEB 開発経験が活かせる求人多数の「国内
ロボティクス企業特集」特設ページ公開！（2021/10/7 (木)）
ユニロボット株式会社（URL）
10 月 21 日（木）ユニボ先生が NHK のテレビ番組『所さん！大変ですよ』に登場（2021/10/19 (火)）

ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 10 月分）
【五十音順】
株式会社 Lightblue Technology（URL）
【無料ウェビナー開催】リアル現場 DX の最大障壁、AI の精度を効率的に上げるには？気鋭 AI スタートアップ 2 社代表が
対談（2021/10/4 (月)）
株式会社 Lightblue Technology（URL）
「第 2 回 AI・人工知能 EXPO【秋】」出展のお知らせ（2021/10/19 (火)）
株式会社 Lightblue Technology（URL）
業界団体誌「建設機械施工」、専門誌「クリーンテクノロジー」に掲載されました（2021/10/23 (土)）
株式会社 Lightblue Technology（URL）
「New Generation Computing」に当社の論文が掲載されました（2021/10/24 (日)）
株式会社 Lightblue Technology（URL）
100 台の AI カメラを 10 社にプレゼント（2021/10/25 (月)）
株式会社 Liquitous（URL）
ACC『TOKYO CREATIVE CROSSING』OPENING KEYNOTE に、弊社 CEO・栗本が登壇します（2021/10/16
(土)）
株式会社 Liquitous（URL）
『未来予想図』で弊社が紹介されました（2021/10/27 (水)）
株式会社 Liquitous（URL）
第 2 回知識創造プリンシプルフォーラム「持続性革命が要請する経営の人間化」に弊社 CEO・栗本が登壇します
（2021/10/27 (水)）
株式会社 Liquitous（URL）
北欧 5 カ国大使館協賛・後援「デモクラシーフェスティバル 2021」のセッションに登壇します（2021/10/30 (土)）
株式会社 Ridilover（URL）
市民協働で SDGs に取り組む！つくば市で、実行フェーズへの伴走支援を含んだ社会課題解決型ワークショップ
「SDGsTRY」の実施が決定（2021/10/1 (金)）
株式会社リトルソフトウェア（URL）
三井化学社様と感情状態を出力する「PIEZOLA® Emotion アプリ」を共同開発（2021/10/11 (月)）
株式会社リトルソフトウェア（URL）
当社サイトリニューアルのお知らせ（2021/10/26 (火)）

ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021 年 10 月分）
【五十音順】
株式会社 Lily MedTech（URL）
2021.10.20 第 31 回日本乳癌検診学会への展示出展のお知らせ（2021/10/30 (土)）
株式会社レスキューナウ（URL）
“情報のインテリジェンス化”であらゆる危機にベストな選択を 「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（2021/10/7 (木)）
株式会社ワークシフト研究所（URL）
復職者アンケート調査 ご協力のお願い | 経営学で「はたらく」を幸せにする：ワ ークシフト研究所（2021/10/27
(水)）
One Concern 株式会社（URL）
One Concern、新しいワークモデル「バーチャルファースト」を開始（2021/10/8 (金)）
One Concern 株式会社（URL）
日経 BP 書籍「私たちはいつまで危険な場所に住み続けるのか」にて One Concern が紹介されました（2021/10/20
(水)）

