
一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年 11 月分） 

【五十音順】 

株式会社アートローグ（URL） 

アート×ヒト×社会の関係を STUDY する芸術祭「Study：大阪関西国際芸術祭」2022 年 1 月 28 日より開催！

（2021/11/27 (土)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

創業５周年の御礼（2021/11/11 (木)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

「Panasonic Accelerator by Electric Works Company」がアクセラレータープログラムの参加 8 チームを決定

（2021/11/18 (木)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

アクセラレータープログラムの参加 8 チームを決定 ベンチャー企業との共創を通じて、百年後につながる、安心で快適な未

来の日常を創る（2021/11/18 (木)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

高所作業のＤＸ化による新技術「ドローン壁面補修」の実運用化を推進～ドローンと外壁吸着ロボット等を組み合わせた

外壁塗装ソリューション、日本製鉄構内での実証試験を実施～（2021/11/19 (金)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

新サービス目白押し！「進化した狭隘部・高所調査点検ソリューション」「本年リリースの 3D 壁面作業ソリューション」「初公

開の分析・解析業務効率化ソリューション」などを 3 つの展示会で出展。（2021/11/19 (金)） 

 

株式会社 OUTSENSE（URL） 

「羽田スマートシティ EXPO 2021」にて小学生向けに折り技術のワークショップを開催します（2021/11/6 (土)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

アカデミスト、オウンドメディア「academist Journal」をリニューアル - “研究者の今”が見える学術系 Web メディアへ

（2021/11/4 (木)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

中部経済新聞に「Privacy AI」についての記事が掲載されました！（2021/11/17 (水)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

日経クロストレンド、特集「『秘密計算』日本初マーケ革命の胎動」にて、DAC との取り組みが紹介されました！

（2021/11/17 (水)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

アクセルスペース、次世代小型通信衛星コンステレーション構築に向けた電波・光ハイブリッド通信技術の研究開発に着手

（2021/11/12 (金)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000028825.html
https://www.irobotics.jp/post/5syunen
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000434.000016550.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004472.000003442.html
https://www.irobotics.jp/post/hekimen-nihonseitetsu
https://www.irobotics.jp/post/2021tenjikai
https://haneda-innovation-city.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/HICity1%E5%91%A8%E5%B9%B4%E8%A8%98%E5%BF%B5%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7_%E4%B8%A1%E9%9D%A2_211101.pdf
https://www.corp.academist-cf.com/post/press211102
https://acompany.tech/news/%e4%b8%ad%e9%83%a8%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e3%80%8cprivacy-ai%e3%80%8d%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%ae%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c/
https://acompany.tech/news/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e3%80%81%e7%89%b9%e9%9b%86%e3%80%8c%e3%80%8e%e7%a7%98%e5%af%86%e8%a8%88%e7%ae%97%e3%80%8f%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%88%9d/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000066150.html
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【五十音順】 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

ストライク 荒井氏、グロービス 仮屋薗氏、LinkedIn 村上氏はじめ事業創造のトップランナーが集結！「01Booster 

Conference 2021」、豪華スピーカーが続々と登壇決定！（2021/11/17 (水)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

宇宙ビジネスの集積が進む日本橋で「宇宙の仕事」をテーマにしたイベント「HELLO SPACE WORK！NIHONBASHI」

開催（2021/11/24 (水)） 

 

アジアクエスト株式会社（URL） 

【期間限定無料再放送】アジアクエスト DX ウェビナー「第 4 回アフターコロナと DX [イベント編］」のアーカイブ公開を開始

します（2021/11/9 (火)） 

 

アジアクエスト株式会社（URL） 

【参加費無料】ウェビナー『AQW2021 総集編 2022 年日本 DX の展望 ━主要業界の世界トレンドに見る！経済再

起動と日本』を 11/24-11/29 に期間限定公開します（2021/11/15 (月)） 

 

アジアクエスト株式会社（URL） 

【期間限定無料再放送】アジアクエスト DX ウェビナー「アフターコロナと DX 2020 年総集編 ーコロナと 2025 年の崖」の

アーカイブ公開を開始します（2021/11/17 (水)） 

 

アジアクエスト株式会社（URL） 

【期間限定無料再放送】アジアクエスト DX ウェビナー「アフターコロナと DX コロナが後押しするサブスクリプション」のアーカイ

ブ公開を開始します（2021/11/24 (水)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

『Forbes KOREA』（2021 年 11 月号）にて、「炭素低減技術革新企業/機関 グローバル・国内 TOP 20」が掲載さ

れました（2021/11/1 (月)） 

 

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３回 炭素削減インパクトランキングと脱炭素先進事

例のご紹介（2021/11/5 (金)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

12/2（木）16:00～ウェビナー開催「データドリブンで進める社内・社外の知的財産を活用した研究開発テーマの見極め

/絞り込みの方法～R&D/研究開発向け～」（2021/11/16 (火)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

QUICK・一橋大学 FS 合同セミナー開催『オルタナティブデータ利活用の実践』（2021/11/18 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000433.000016550.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000182.000051782.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000019319.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000019319.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000019319.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000104.000019319.html
https://www.astamuse.co.jp/information/2021/1101/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000200.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000201.000007141.html
https://www.astamuse.co.jp/information/2021/1118/
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株式会社アルファドライブ（URL） 

AlphaDrive 高知、「ふるさと兼業」と連携し地域企業と兼業人材のマッチング支援をスタート（2021/11/22 (月)） 

 

株式会社アルファドライブ（URL） 

AlphaDrive、プロトタイプ開発を支援する新サービス「Incubation Prototype」をスタート、企業内の新規事業開発支

援サービス群を強化（2021/11/24 (水)） 

 

inaho 株式会社（URL） 

Hortidaily / groenten nieuws に掲載されました（2021/11/1 (月)） 

 

inaho 株式会社（URL） 

Hortidaily / groenten nieuws に inaho EU の清水と森田のインタビューが掲載（2021/11/17 (水)） 

 

inaho 株式会社（URL） 

トヨタ技術会様のメディアに inaho の特集記事が掲載（2021/11/18 (木)） 

 

株式会社 ELYZA（URL） 

株式会社 ELYZA、「Forward Award 2021」にて「テクノロジー賞」を受賞（2021/11/2 (火)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

REAL SPORTS「「生きる力」はスポーツで育めると断言する理由。日本人初・教育界のノーベル賞最終候補と考える“育

成の本質”」で、弊社研究員高橋を取材いただきました（2021/11/2 (火)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

日本最大級の HR イベント・日本の人事部『ＨＲカンファレンス 2021-秋-』に、当社代表取締役社長の福原が登壇しま

す（2021/11/11 (木)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

「子どものウェルビーイングを高める評価とは？」IGS 教育フォーラム 2021 をオンラインで 12 月 17-18 日に開催

（2021/11/19 (金)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン） 最新号：2022 年 1 月号 (発売日 2021 年 11 月 25 日)「200 社一挙掲

載！日本のスタートアップ大図鑑」で紹介されました（2021/11/25 (木)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

AI 自動応答サービス「QuickQA」の自然文検索アルゴリズムに「BERT」を採用（2021/11/8 (月)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

2022 年 2 月 16 日~17 日テクマトリックス CRM FORUM2022 に出展します（2021/11/16 (火)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000080449.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000010548.html
https://inaho.co/news/5707
https://inaho.co/news/5760
https://inaho.co/news/5755
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000047565.html
https://i-globalsociety.com/news/real-sports%e3%80%8c%e3%80%8c%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%82%8b%e5%8a%9b%e3%80%8d%e3%81%af%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%81%a7%e8%82%b2%e3%82%81%e3%82%8b%e3%81%a8%e6%96%ad%e8%a8%80%e3%81%99%e3%82%8b/
https://i-globalsociety.com/news/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%b4%9a%e3%81%aehr%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%bb%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%ba%ba%e4%ba%8b%e9%83%a8%e3%80%8e%ef%bd%88%ef%bd%92%e3%82%ab-2/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000054457.html
https://i-globalsociety.com/news/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000062562.html
https://www.ai2-jp.com/news/5183/
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株式会社エーアイスクエア（URL） 

2021 年 11 月 18 日オプテージ共催オンラインセミナーに登壇します（2021/11/16 (火)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

「API Gallery」に QS・感情解析・対話行為の API を公開（2021/11/16 (火)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

12 月 10 日最新の AI を活用したチャットボット運用についてのオンラインセミナーを開催します（2021/11/19 (金)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

ウェビナーを開催しました。「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」（2021/11/29 

(月)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

CCAJ 会員交流会に登壇しました（2021/11/29 (月)） 

 

株式会社 AMI&I（URL） 

「第 5 回デジタルヘルス学会学術大会」2021 年 12 月 20 日~26 日にてオンライン開催（2021/11/28 (日)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

COP26 日本パビリオンは“対面+バーチャル”で最新技術 PR |  COP26 にバーチャル出展した弊社 CircuLite 事業が

NHK「おはよう日本」番組内で取り上げられました（2021/11/7 (日)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

TechCode ドイツ主催の Shenzhen Innovation Nanshan Entrepreneurs Star Contest にて CircuLite 事業

にて優勝しました（2021/11/9 (火)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

Challenge and Innovation Forum - Qatar 2021  Challenge and Innovation Forum Qatar にて

CircuLite と Bio Toilet 事業にて銀メダルを獲得しました（2021/11/14 (日)） 

 

エースチャイルド株式会社（URL） 

全心連の“話を聴くプロ”が公共交通機関における事件・事故後の心のケア SNS 相談を実施（2021/11/8 (月)） 

 

エースチャイルド株式会社（URL） 

一般財団法人 KIBOW、総額 10 億円の「KIBOW 社会投資ファンド 3 号」を設立 インパクト投資を通じて、社会課題

の解決を加速（2021/11/9 (火)） 

 

https://www.ai2-jp.com/news/5189/
https://www.ai2-jp.com/news/5207/
https://www.ai2-jp.com/news/5245/
https://www.ai2-jp.com/news/5254/
https://www.ai2-jp.com/news/5237/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000070337.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211105/k10013335181000.html
https://sites.google.com/acbiode.com/japanese/news
https://sites.google.com/acbiode.com/japanese/news
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000038923.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000063884.html
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エースチャイルド株式会社（URL） 

「リディ部ライブ勉強会」で弊社代表の西谷が話をさせていただきました（2021/11/11 (木)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

「ワーケーション事業推進協議会」の発足について（2021/11/5 (金)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

AirX、蒸気機関車「ＳＬ大樹」をヘリコプターから楽しめる特別プランの販売開始（2021/11/10 (水)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

「講義・会議・多言語コミュニケーション全て可視化でもっと快適に」全国大学生活協同組合連合会様にて、AI 議事録ツ

ール【ZMEETING（ジーミーティング）大学生協版】の販売を開始（2021/11/10 (水)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

AI による議事録自動作成ツールのメリットとは？比較方法からおすすめツールまで紹介（2021/11/20 (土)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

【Vol.6】心音、声、産業音…あらゆる音をデータ化し異常を予測できる未来。20 年のエンジニア経験を元に、「音」×「AI」

の難題に挑む（2021/11/22 (月)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

【11/11 開催】第二新卒|キャリアアップ希望者必見！メガバンク→ベンチャーキャピタルの転職経験談や新規投資とハンズ

オン支援の魅力とは？キャリアチェンジの考え方を解説！（2021/11/1 (月)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

Member Interview #3 日本の大企業とイスラエルスタートアップにフォーカスしたイノベーション創出に挑戦する理由?中

国から京都へ留学、そして新卒第 2 号としてイスラエル発スタートアップへ?（2021/11/5 (金)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

第二新卒・キャリアアップ希望者必見！「メガバンク→ベンチャーキャピタルの転職経験談」無料オンラインセミナーを 11 月

11 日に開催（2021/11/5 (金)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

イスラエル発サイバーセキュリティ SaaS 提供の AironWorks が約 9,000 万円のシードラウンド資金調達を実施

（2021/11/12 (金)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

イスラエル最大のアグリフードテックサミット「AgriFood Summit 2021」参加レポートを公開（2021/11/19 (金)） 

 

https://www.as-child.com/tsunasou/4521/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000930.000001864.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000033941.html
https://hmcom.co.jp/gijiroku-ai/
https://www.nttpc.co.jp/innovationlab/interview/hmcomm_mitsumoto.html
https://www.aniwo.co/post/%E3%80%9011-11%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%80%91%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%96%B0%E5%8D%92-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E8%80%85%E5%BF%85%E8%A6%8B%EF%BC%81-%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83
https://www.aniwo.co/post/member-interview-3
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000012729.html
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Aniwo 株式会社（URL） 

イスラエル発サイバーセキュリティ SaaS 提供の AironWorks、「TechCrunch Tokyo 2021」スタートアップバトル決勝大

会に出場決定（2021/11/26 (金)） 

 

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 bizble に掲載されました。 - 株式会社エクサウィザーズ（2021/11/2 

(火)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

ロシュ創立 125 周年、日本における検査薬事業 50 周年記念「LifeTalks Japan」オンライントークイベント開催

（2021/11/9 (火)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

11/26(金) 介護事業者向け無料オンラインセミナー開催入国再開、介護事業者の外国人材採用・定着のポイントを紹

介（2021/11/11 (木)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

仙台 X-TECH、「AI ビジネス創出のための個別メンタリングプログラム」始動 企業と AI 活用・新規事業開発のプロ人材

をマッチング 東北・仙台発 AI ビジネス創出を推進（2021/11/15 (月)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

物流企業の MLOps 環境を構築 機械学習パイプラインを自動化（2021/11/17 (水)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

スタジアム、エクサウィザーズ社と共同開発の AI サポートサービスに「書類選考」機能を追加（2021/11/18 (木)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

Forbes JAPAN「日本の起業家ランキング 2022」に 3 年連続でランクインしました。 - 株式会社エクサウィザーズ

（2021/11/25 (木)） 

 

NUProtein 株式会社（URL） 

コスメ／ヘルスケアスタートアップ 10 チーム決定！佐賀県主催アクセラレータープログラム「SAGAn Beauty & 

Healthcare Global Accelerator 2021」が本格始動！（2021/11/18 (木)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

アストラゼネカ、i2.JP 発足 1 周年を記念し、1 年間の進捗を発表（2021/11/11 (木)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

医用画像解析ソフトウェア EIRL Brain Aneurysm、シーメンスヘルスケア社医療プラットフォーム「teamplay digital 

health platform」と提携を開始（2021/11/12 (金)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000012729.html
https://bizble.asahi.com/articles/2021102500009.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000050509.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000579.000016451.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000084933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000030192.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000015527.html
https://forbesjapan.com/articles/detail/44534/1/1/1?s=ns
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000043074.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000357.000024308.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000010005.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年 11 月分） 

【五十音順】 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

医用画像解析ソフトウェア EIRL Brain Aneurysm、キヤノンメディカルシステムズ社の読影支援ソリューション Abierto 

Reading Support Solution と提携を開始（2021/11/16 (火)） 

 

株式会社 ORPHE（URL） 

アシックス、ORPHE、セルソースが医療分野で共同研究（2021/11/16 (火)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

女性役員候補者向けトレーニング・セミナーの録画販売を開始しました（2021/11/4 (木)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

Salesforce Success Anywhere World Tour に登壇します（2021/11/6 (土)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

第二回：弁護士編セミナーを開催しました（2021/11/19 (金)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

Sustainable Brands Japan にコメントが掲載されました（2021/11/22 (月)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

ESG セミナーを開催しました（2021/11/26 (金)） 

 

KAICO 株式会社（URL） 

新型コロナウイルス抗体測定サービスから得られた抗体量に関するデータを公表（2021/11/11 (木)） 

 

KAICO 株式会社（URL） 

福岡市ステップアップ助成事業 令和 2 年度受賞企業より 1 年間の成果報告を行います！（2021/11/16 (火)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

カミナシ、JR 東日本スタートアッププログラム 2021 に採択。鉄道車両メンテナンス業務における現場 DX を推進

（2021/11/4 (木)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

【イベントレポート】カミナシ、オンラインカンファレンス「KAMINASHI『New+』」を開催（2021/11/25 (木)） 

 

株式会社 KINCHAKU（URL） 

KINCHAKU は新たな決済手段として Omise Payment と PayPay オンライン決済とのシステム連携を公開

（2021/11/26 (金)） 

 

https://lpixel.net/news/press-release/2021/10448/
https://orphe.io/news/asics-orphe-cellsource
https://onboardkk.com/2021/11/04/trainingseminar2021-video/
https://onboardkk.com/2021/11/09/salesforce-seminar20211111/
https://onboardkk.com/2021/11/19/seminar-2/
https://onboardkk.com/2021/11/22/sustainable-brands-japan202111/
https://onboardkk.com/2021/11/26/esg-seminar/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000054891.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000048792.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000054269.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000054269.html
https://www.kinchaku.com/news/new-payment-methods


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年 11 月分） 

【五十音順】 

株式会社グッドフェローズ（URL） 

「みんな違って、みんなクリスマス。」をテーマに「Shibuya Scramble Xmas」を 11 月 25 日(木)よりスタート！SHIBUYA 

SKY では特別演出「Flower Wrapping」開催（2021/11/25 (木)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

IT エンジニア向けキャリア支援プラットフォーム 「フォークウェル」が IT エンジニア総合満足度 No.1 を獲得 | 株式会社

grooves | Grooves Inc .（2021/11/1 (月)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

IT エンジニア満足度 No.1 のキャリア支援サービス「フォークウェル」が採用広報プラットフォーム「Forkwell Jobs 質問箱」

を 11 月 9 日リリース（2021/11/9 (火)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

人材紹介会社向け 総合満足度 No.1 求人データベース「クラウドエージェント」大感謝キャンペーンの期間を大大大好評

につき延長へ！！（2021/11/25 (木)） 

 

株式会社 cotree（URL） 

cotree メンタルサポートプログラム開始、第一弾としてどなたでもご利用いただけるオンラインカウンセリングを無償提供

（2021/11/15 (月)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2021 In 東京に出展します 開催期間：11月11日（木）～12日（金）

（2021/11/2 (火)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

『LINEブロック率30%→10% 顧客に寄り添ったコンテンツ配信の全貌』ウェビナーを開催します（2021/11/17 (水)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

UiPath Reboot Work Festival Japan 2021 に出展します（2021/11/25 (木)） 

 

株式会社 KOMPEITO（URL） 

【JA 全農長野×OFFICE DE YASAI】 今年本格デビューの「クイーンルージュ」含む“ぶどう三姉妹”を 企業のオフィスでサ

ンプリング！ 5,000 名のオフィスワーカーが旬の長野ぶどうを食べ比べ（2021/11/10 (水)） 

 

サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

非財務データサイエンスの専門家集団、サステナブル・ラボがイギリスで開催中の国連気候変動会議「COP26」に登壇

（2021/11/9 (火)） 

 

サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

「日経グローカル」424 号に寄稿（2021/11/15 (月)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000046405.html
https://www.grooves.com/news/4159
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000126.000005321.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000005321.html
https://cotree.co/posts/mentalsupportprogram2021
https://corp.conciergeu.com/news/%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc-crm-%e3%83%87%e3%83%a2%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b9-2021-in-%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%81%ab%e5%87%ba/
https://corp.conciergeu.com/news/%e3%80%8eline%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%e7%8e%8730%e2%86%9210%e3%80%80%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e3%81%ab%e5%af%84%e3%82%8a%e6%b7%bb%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84/
https://corp.conciergeu.com/news/uipath-reboot-work-festival-japan-2021%e3%81%ab%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99/
https://www.officedeyasai.jp/press/nagano_grape_20211110/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000052578.html
https://www.nikkei.co.jp/rim/glweb/


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年 11 月分） 

【五十音順】 

 

サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

OPEN 異能 vation2021「ジェネレーションアワード部門」にノミネート（2021/11/25 (木)） 

 

サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

Forbes Japan「日本の企業家ランキング」みずほ賞を受賞（2021/11/25 (木)） 

 

株式会社 SHIFT PLUS（URL） 

【参加費無料】高知の働く子育て世代応援！地元サッカークラブ公式戦観戦イベントを開催（2021/11/11 (木)） 

 

株式会社 SHIFT PLUS（URL） 

取締役及び監査役交代のお知らせ（2021/11/24 (水)） 

 

JOINS 株式会社（URL） 

新しい働き方の今に出会える。徹底的に兼業・副業を集めたエキシビジョン「有楽町 FUKUGYO 案内所」がスタート@有

楽町 micro FOOD&IDEA MARKET（2021/11/12 (金)） 

 

株式会社笑下村塾（URL） 

日本初！オンラインによるエシカルマルシェを開催しました！（2021/11/15 (月)） 

 

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」。10 月号では、『ワインの?』『フューチャリストの「自分の未来」を変える

授業』など 8 冊をご紹介（2021/11/1 (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『山小屋クライシス 国立公園の未来に向けて』『ＩＮＮＯＶＡＴＩ

ＯＮ ＳＴＡＣＫ だれにも真似できないビジネスを創る』『サステナブル資本主義 ５％の「考える消費」が社会を変え

る』の 3 冊の書評を担当しました（2021/11/25 (木)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

2021 年 11 月 1 日 セツロテックは動物慰霊祭を行いました（2021/11/2 (火)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

日本生化学大会にてテクニカルセミナーを 11/4 に開催（2021/11/2 (火)） 

 

株式会社 SenSprout（URL） 

本社移転予定日のお知らせ（2021/11/18 (木)） 

 

それいけシステムコンサルティング株式会社（URL） 

第 19 回横浜ベンチャーピッチに登壇いたしました（2021/11/12 (金)） 

https://www.inno.go.jp/
https://forbesjapan.com/magazines/detail/130
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000021487.html
https://shiftplus.inc/yakuinn_koutai/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000059364.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000146.000045411.html
https://joho-kojo.com/info/media_hirameki20211101/
https://joho-kojo.com/info/br_sankeishinbun_2021122/
https://www.setsurotech.com/news/4619/
https://www.setsurotech.com/news/4616/
https://sensprout.com/news/move2021/
https://soreike.jp/info/5170.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年 11 月分） 

【五十音順】 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

2 億円の資金調達について、日経新聞に掲載されました（2021/11/2 (火)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

ソーラーシェアリング畑でさつまいも収穫体験を実施（2021/11/16 (火)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

太陽光発電専門の国際的 WEB メディア「pv magazine」に掲載されました（2021/11/16 (火)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

保育所の子どもたちにさつまいもの収穫を体験していただきました（2021/11/18 (木)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

「X-Tech Innovation 2021」の最終選考会選出が決定（2021/11/18 (木)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

「Sony Bank GATE」にて目標金額を達成しました（2021/11/24 (水)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

世界最大級のトレンド集約サイト「TrendHunter」に掲載されました（2021/11/29 (月)） 

 

株式会社チカク（URL） 

【11 月 21 日は「家族の日」】「出産祝い」にもコロナの影響が！？3 万円以上の出産祝いは 50％を下回る結果に。

（2021/11/19 (金)） 

 

株式会社チカク（URL） 

三菱ＵＦＪ信託銀行主催「親の“ もしも”に備える終活セミナー」にチカク代表・梶原健司が登壇！（2021/11/26 

(金)） 

 

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)） 

 

株式会社チャレナジー（URL） 

ディープテック・ハードテックスタートアップの経営者＆転職者インタビュー/求人情報などを発信するオウンドメディア『Social 

Impact』を開設（2021/11/11 (木)） 

 

株式会社データグリッド（URL） 

リブランディングを実施（2021/11/24 (水)） 

 

https://ctws.jp/archives/7502
https://ctws.jp/archives/7518
https://ctws.jp/archives/7540
https://ctws.jp/archives/7544
https://ctws.jp/archives/7542
https://ctws.jp/archives/7559
https://ctws.jp/archives/7576
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000143.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000144.000015422.html
https://challenergy.com/2021/11/02/4304ms-2-3/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000090209.html
https://datagrid.co.jp/news/1508/


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年 11 月分） 

【五十音順】 

株式会社データグリッド（URL） 

プレシリーズ A ラウンドで 3 億円の資金調達を実施（2021/11/29 (月)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

「第 59 回全国自治体病院学会 in 奈良」出展お知らせ 〈11 月 4 日（木）～5 日（金）奈良県コンベンションセンタ

ー他〉（2021/11/4 (木)） 

 

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 12 月オンライン受講説明会のお知らせ | 

株式会社 T-ICU（2021/11/8 (月)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

「第 49 回日本救急医学会総会・学術集会」出展のお知らせ 〈11 月 21 日（日）～23 日（火）ベルサール東京日

本橋、ベルサール八重洲、コングレスクエア日本橋〉 | 株式会社 T-ICU（2021/11/16 (火)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

「遠隔医療におけるエッジコンピューティング技術を活用した情報処理の実現方式」に関する共同実験について

（2021/11/18 (木)） 

 

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（2021/11/8 (月)） 

 

株式会社ディーピーエス（URL） 

中国国家知識産権局（CNIPA）において特許申請が認められました（2021/11/24 (水)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

日本の人事部「ＨＲカンファレンス 2021-秋-」にて、当社コーポレート部ディレクターの江頭渉が「『当たり前の採用』から

『新しい採用』へ対話とテクノロジーで変わる新時代の採用活動」と題したシンポジウムに登壇します。（11 月 16 日

10:30～11:30 オンライン開催）（2021/11/15 (月)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

電力取引 DX のデジタルグリッド、脱炭素経営企業向け新サービス 新設「再エネ価値取引市場」に対応、「FIT 非化

石証書」の代理購入事業を開始（2021/11/18 (木)） 

 

株式会社テンアップ（URL） 

ITU ジャーナルに（11 月号）「VRschool」の教育事例と教育効果として、『360 度、３D だけじゃない学習効果の高い

「VRschool」』が掲載されました（2021/11/1 (月)） 

 

株式会社テンアップ（URL） 

自分専用 VR ルームを全国民に無償提供開始！（2021/11/15 (月)） 

https://datagrid.co.jp/news/1527/
https://www.t-icu.co.jp/news/information/1549.html
https://www.t-icu.co.jp/news/information/1558.html
https://www.t-icu.co.jp/news/information/1573.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000033988.html
https://www.dps-inc.co.jp/2493/
https://www.dps-inc.co.jp/2510/
https://jinjibu.jp/hr-conference/202111/program.php#A
https://www.digitalgrid.com/pdf/article211118.pdf
https://www.10up.co.jp/news/20211101.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000033608.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年 11 月分） 

【五十音順】 

 

株式会社東京ファクトリー（URL） 

【造船業界 DX 事例集】日本国内と日本語では情報が入手し辛かった海外の DX 事例を公開（2021/11/9 (火)） 

 

株式会社東京ファクトリー（URL） 

『国際画像機器展 2021』出展のお知らせ＜12 月 1 日(水)～3 日(金)＞（2021/11/22 (月)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

約 1200 年の歴史がある竹駒神社も設置！七五三シーズン備え、ベビーケアルーム「mamaro」を導入（2021/11/12 

(金)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

『Earthshot 世界を変える起業家たち』の取材を受けました（2021/11/15 (月)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

厚生労働省「第 10 回健康寿命をのばそう！アワード」 結果発表～受賞企業・団体・自治体を決定～（2021/11/26 

(金)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

Trim 社が開発・販売する設置型ベビーケアルーム 「mamaro?」 厚生労働省主催 第 10 回「健康寿命をのばそう！ア

ワード ＜母子保健分野＞」企業部門 優良賞を受賞（2021/11/26 (金)） 

 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

北九州のコワーキングスペース「COMPASS 小倉」の Youtube でご紹介いただきました（2021/11/19 (金)） 

 

日研株式会社（URL） 

大手チェーンのステーキ皿に遠赤外線塗料が採用されました（2021/11/25 (木)） 

 

株式会社 Nextremer（URL） 

IT ベンチャー企業の成長を支える、チャレンジ精神あふれる高知の土壌（2021/11/12 (金)） 

 

BionicM 株式会社（URL） 

東京大学×JETRO のオンラインシンポジウムに登壇します - BionicM（2021/11/10 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

避難所のみらいを DX で描く 自治体の防災ノウハウと民間のデジタル技術を結集（2021/11/18 (木)） 

 

株式会社バカン（URL） 

国際 NGO ウォーターエイドと提携し「水・衛生環境の改善」をサポート。トイレ個室内の情報サイネージ「VACAN 

AirKnock Ads」を活用した取り組みを世界で開始（2021/11/18 (木)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000064407.html
https://tokyofactory.co.jp/news/sHYdzPr6
https://trim-inc.com/news/detail/%e3%80%90mamaro-news%e3%80%91%e7%b4%841200%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e7%ab%b9%e9%a7%92%e7%a5%9e%e7%a4%be%e3%82%82%e8%a8%ad%e7%bd%ae%ef%bc%81%e4%b8%83%e4%ba%94/
https://trim-inc.com/news/detail/%e3%80%90%e6%8e%b2%e8%bc%89%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%91%e3%80%8eearthshot-%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%82%92%e5%a4%89%e3%81%88%e3%82%8b%e8%b5%b7%e6%a5%ad%e5%ae%b6%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%80%8f%e3%81%ae%e5%8f%96/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000059195.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000016859.html
https://jp.tolettacat.com/blogs/news/20211119
http://nikken-k.org/news/%e5%a4%a7%e6%89%8b%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%ad%e7%9a%bf%e3%81%ab%e9%81%a0%e8%b5%a4%e5%a4%96%e7%b7%9a%e5%a1%97%e6%96%99%e3%81%8c%e6%8e%a1%e7%94%a8
https://kochi-itc-ritti.jp/archive/interview/nextremer/
https://www.bionicm.com/2021/11/05/tokyouniv-jetro_webinar/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000088474.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000219.000018933.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年 11 月分） 

【五十音順】 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に指定避難所 15 カ所の混雑可視化に活用。埼玉県宮代町に、混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」を提

供開始（2021/11/19 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

IoT・AI による混雑情報プラットフォームを展開するバカン、EE Awards Asia にて”2021 Startup Award 

Outstanding BRICS enterprises”を受賞（2021/11/24 (水)） 

 

PIAZZA 株式会社（URL） 

横浜市青葉区と PIAZZA が連携協定を締結、年少人口数市内屈指の青葉区が地域 SNS「ピアッザ」を導入

（2021/11/8 (月)） 

 

PIAZZA 株式会社（URL） 

大阪市、関西鉄道事業者７社の官民共創で、地域 SNS「ピアッザ」を活用しマイクロツーリズム促進及び地域利便性向

上を通じた地域活性化を推進します（2021/11/15 (月)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

1 次審査通過者決定「ふくしまベンチャーアワード 2021」（主催:福島県,企画運営：エイチタス株式会社）

（2021/11/8 (月)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

「ふくしまベンチャーアワード 2021」応募者のお知らせ（主催:福島県,企画運営：エイチタス株式会社）

（2021/11/10 (水)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

売らない小売のパイオニア、b8ta Japan の新店舗「b8ta Tokyo - Shibuya」の内部を初公開（2021/11/11 

(木)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

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、「BabyTech? Award Japan 2021」の健康管理

部門において優秀賞に選ばれました！（2021/11/12 (金)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

優れた育児 IT 商品コンテストの大賞・優秀賞・特別賞が決定！「BabyTech? Award Japan 2021」（2021/11/12 

(金)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

BabyTech と EdTech 領域の事業を支援するサービス「Child First」を提供開始（2021/11/18 (木)） 

 

https://corp.vacan.com/news/news-miyashiro.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000220.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000088.000016981.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000016981.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000231.000023448.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000232.000023448.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000053185.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000023831.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000026733.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000023831.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年 11 月分） 

【五十音順】 

株式会社ファーストアセント（URL） 

「第 14 回ペアレンティングアワード」を受賞しました。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」

（2021/11/26 (金)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

ファーメンステーションが開発したオーガニックオリジナル発酵原料がアクティブオーガニックブランド「Be」のスキンケア・ヘア＆ボ

ディケアシリーズに全面採用（2021/11/8 (月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

当社が開発したオーガニックオリジナル発酵原料がアクティブオーガニックブランド「Be」のスキンケア・ヘア＆ボディケアシリーズ

に全面採用（2021/11/8 (月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

10 月 28 日（木）【AKOMEYA TOKYO】より発売お米由来の成分でできた、除菌ウエットティッシュ（2021/11/9 

(火)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

10/21 掲載：日本のおいしい文化を語らうウェブマガジン『発酵美食』（2021/11/11 (木)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

韓国で最大級 世界の女性起業家のショーケースイベント WiSE24 Asia 2021 に酒井が登壇いたします

（2021/11/15 (月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

「スタートアップシティ・アクセラレーションプログラム」に採用されました（2021/11/15 (月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

NHK 全国放送決定：イワテアス  独自の発酵技術で未利用資源を再生・循環させるサステナブルな取組について 

NHK に取材いただき、この度、全国版での放送が決定いたしました。岩手県内で放送された番組が大変好評なため、全

国版での放送にいたりました（2021/11/19 (金)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

11/25 19:00 登壇：THURSDAY EDITOR'S LOUNGE 『WIRED』代表 酒井が登壇いたします（2021/11/23 

(火)） 

 

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 LOFT GREEN PROJECT で展開する「ロフト サステナブルプチギフト」のオリジナル商品を共同で

企画・開発（2021/11/24 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000023831.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000051332.html
https://fermenstation.co.jp/news_jp/pressrelease_jp/%e5%bd%93%e7%a4%be%e3%81%8c%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%ac%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%83%8a%e3%83%ab%e7%99%ba%e9%85%b5%e5%8e%9f%e6%96%99/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/pressrelease_jp/10%e6%9c%8828%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e3%80%90akomeya-tokyo%e3%80%91%e3%82%88%e3%82%8a%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%81%8a%e7%b1%b3%e7%94%b1%e6%9d%a5%e3%81%ae%e6%88%90%e5%88%86%e3%81%a7%e3%81%a7/
https://www.marukome.co.jp/marukome_omiso/hakkoubishoku/20211021/15219/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/11-12-13%e7%99%bb%e5%a3%87%ef%bc%9awise24-asia-2021/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%97/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/nhk%e5%85%a8%e5%9b%bd%e6%94%be%e9%80%81%e6%b1%ba%e5%ae%9a%ef%bc%9a%e3%82%a4%e3%83%af%e3%83%86%e3%82%a2%e3%82%b9/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/11-25-1900%e7%99%bb%e5%a3%87%ef%bc%9athursday-editors-lounge-%e3%80%8ewired%e3%80%8f/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000051332.html


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年 11 月分） 

【五十音順】 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

LOFT GREEN PROJECT で展開「ロフト サステナブルプチギフト」アロマティックマスクスプレー（2021/11/25 (木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

住友生命が「妊活」サービスで実証実験に乗り出す狙い｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社（2021/11/8 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

結局、人は何歳まで妊娠できるの？【妊活コンシェルジュ西岡有可「心と体と妊活と。」第 6 回】 - 共働き with -講談社

公式- 仕事も家庭もわたしらしく（2021/11/11 (木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

厚生労働省の「不妊治療を受けやすい休暇制度等導入支援セミナー」にて、ファミワン代表取締役の石川勇介が講演を

行いました（2021/11/19 (金)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

仕事との両立をサポート！妊活支援を福利厚生に導入している企業（2021/11/24 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

AI とフィンテックの株式会社 MILIZE が、妊活コンシェルジュサービス株式会社ファミワンと共同でオンラインセミナーを無料開

催！（2021/11/25 (木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

ユーザーの悩みやニーズに寄り添った医療系 IT サービスを開発・提供している企業｜ナースときどき女子（2021/11/20 

(土)） 

 

株式会社フィッシュパス（URL） 

360°水中映像あり「秋のヤマメ放流 2021」福井県 日野川 | FISHPASS（フィッシュパス）（2021/11/4 (木)） 

 

株式会社フィッシュパス（URL） 

栃木県）塩原漁協でフィッシュパスが使えます | FISHPASS（フィッシュパス）（2021/11/4 (木)） 

 

株式会社プラントライフシステムズ（URL） 

HIS 農業プロジェクト始動 ミニトマトの栽培・マーケティングの実証実験を開始（2021/11/15 (月)） 

 

株式会社プロジェニサイトジャパン（URL） 

公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 第 22 回 OPEN INNOVATION cafe 進出企業紹介に登壇

（2021/11/10 (水)） 

 

株式会社プロジェニサイトジャパン（URL） 

KANSAI Life Science Accelerator Program (KLSAP) 2021 デモデイ （12/1)登壇（2021/11/26 (金)） 

https://fermenstation.co.jp/news_jp/pressrelease_jp/loft-green-project%e3%81%a7%e5%b1%95%e9%96%8b%e3%80%8c%e3%83%ad%e3%83%95%e3%83%88-%e3%82%b5%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%97%e3%83%81%e3%82%ae%e3%83%95%e3%83%88%e3%80%8d%e3%82%a2/
https://newswitch.jp/p/29503
https://withonline.jp/parenting/yuka-nishioka/yUf2n
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000014333.html
https://www.cosmopolitan.com/jp/trends/career/a38048480/companies-supporting-employees-pregnancy/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000034351.html
https://kango-oshigoto.jp/media/article/10829/
https://www.fishpass.co.jp/news/archives/18065
https://www.fishpass.co.jp/news/archives/18040
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000834.000005110.html
https://www.progenicytejapan.com/l/%e3%80%90%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%91%e5%85%ac%e7%9b%8a%e8%b2%a1%e5%9b%a3%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%8c%bb%e7%99%82%e7%94%a3%e6%a5%ad%e9%83%bd%e5%b8%82%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%a9%9f%e6%a7%8b-%e7
https://www.progenicytejapan.com/l/kansai-life-science-accelerator-program-%28klsap%29-2021-%e3%83%87%e3%83%a2%e3%83%87%e3%82%a4-%ef%bc%8812-1%29%e7%99%bb%e5%a3%87/


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年 11 月分） 

【五十音順】 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

研究・イノベーション学会にて研究 PF を発表（2021/11/1 (月)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

2021 年も日経新聞の「活躍が期待されるヘルステックスタートアップ」に掲載（2021/11/4 (木)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

＜高齢者のオンライン診療に関するニーズ調査＞オンライン診療未経験の高齢者の約半数が、「オンライン診療の利用意

向」あり（2021/11/8 (月)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

資本金の額の減少に関するお知らせ（2021/11/12 (金)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

11 月 21 日「第２回日本眼科 AI 学会総会」に弊社代表の原が登壇予定（2021/11/13 (土)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

保険毎日新聞に MICIN 少額短期保険株式会社の代表・笹本のインタビュー記事が掲載されました | MICIN

（2021/11/14 (日)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

クリニコ出版「Allos ergon」に弊社の桐山の寄稿が掲載されました | MICIN（2021/11/14 (日)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

日本 ITU 協会「Nre Breeze」に弊社代表の原と桐山の寄稿が掲載されました | MICIN（2021/11/14 (日)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

ascure 卒煙を提供の CureApp 東京都スタートアップ実証実験促進事業「PoC Ground Tokyo」で「指導員によるオ

ンライン禁煙支援」と「医師によるオンライン禁煙治療」を提供（2021/11/15 (月)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

MICIN とアストラゼネカ、肺がん領域における、周術期ケアアプリ MedBridge を活用したソリューション開発を共同で実施

するためのパートナーシップ契約を締結（2021/11/18 (木)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

Degital Health Times に「活発になり始めたデジタル療法の国内開発」を掲載しました（2021/11/29 (月)） 

 

https://bspr.co.jp/news/410/
https://bspr.co.jp/news/411/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000081.000017806.html
https://m.micin.jp/contents/%E8%B3%87%E6%9C%AC%E9%87%91%E3%81%AE%E9%A1%8D%E3%81%AE%E6%B8%9B%E5%B0%91%E5%85%AC%E5%91%8A.pdf
https://micin.jp/news/5854
https://micin.jp/news/5851
https://micin.jp/news/5852
https://micin.jp/news/5853
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000015777.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000017806.html
https://dht.micin.jp/samd/samd10/


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年 11 月分） 

【五十音順】 

マカイラ株式会社（URL） 

執行役員の城譲が ALL STAR SAAS FUND と kipples のパブリックアフェアーズ共催イベントに登壇（2021/11/9 

(火)） 

 

マカイラ株式会社（URL） 

11/24(水)「Contents Innovation Days vol.5 求められるローカライズと現地マーケティング」を開催いたします

（2021/11/17 (水)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

分析結果ごとの閲覧権限制限機能をリリースいたしました（2021/11/9 (火)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

2021 年 12 月 3 日（金）10:00 より「データ活用で新入社員のエンゲージメントを高める育成設計とは」無償ウェビナー

を開催いたします（2021/11/11 (木)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

HR Tech ガイドにミツカリの取材記事が掲載されました。適性検査でミスマッチをなくして最高の適材適所を叶える「ミツカリ」

とは？（2021/11/11 (木)） 

 

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』プロジェクト開始のお知らせ（2021/11/1 (月)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

【BS テレ東】「マネーのまなび」で当社の取り組みと「女性アスリートヘルスケア改革応援ファンド」、「木曽の地酒「中乗さん」

中善酒造店ファンド」をご紹介いただきます 

（2021/11/25 (木)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

「LOVOT」と「Qoobo」 2 人の社長が語る“エモテック”の可能性 ー日経クロストレンド（2021/11/2 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

BankART Station で開催中の「グレートリセット・スモールリブート展」のトークイベントに代表青木俊介が出演 

（2021/11/10 (水)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

「Sensing Discovery Days」に、エンジニアの山田が登壇 

（2021/11/17 (水)） 

 

https://makairaworld.com/topics/20211109-2/
https://makairaworld.com/topics/contents-innovation-days-vol-5/
https://www.facebook.com/mitsucari/photos/p.5167504243265688/5167504243265688/
https://new-one.co.jp/seminar/mitsucari-2/
https://hrtech-guide.jp/mitsucari/
https://www.securite.jp/news/release?a=160
https://www.securite.jp/news/release?a=163
https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00545/00002/?n_cid=nbpnxr_mled_feature_03
https://www.ux-xu.com/news/20211110
https://www.ux-xu.com/news/20211119


一般会員（ベンチャー） プレスリリース一覧（2021 年 11 月分） 

【五十音順】 

ユカイ工学株式会社（URL） 

「季節を旅するおふろ」給湯器メーカーのノーリツとユカイ工学が共に取り組む新サービス 

（2021/11/26 (金)） 

 

ユニロボット株式会社（URL） 

ユニボの購入で助成金が支給されることになりました（2021/11/5 (金)） 

 

株式会社 Lightblue Technology（URL） 

「物流イノベーション EXPO ONLINE」 

出展のお知らせ（2021/11/15 (月)） 

 

株式会社 Lightblue Technology（URL） 

「SaaS 見本市 ONLINE」出展のお知らせ（2021/11/15 (月)） 

 

株式会社 Lightblue Technology（URL） 

【無料ウェビナー開催】現場 DX 担当者必見！ 

AI エンジニアが語る安全と生産性を支える 2 つの AI 技術と活用手法（2021/11/15 (月)） 

 

株式会社 Lightblue Technology（URL） 

オンライン展示会「日本の製造業の未来展 2021 秋」出展のお知らせ（2021/11/19 (金)） 

 

株式会社 Lightblue Technology（URL） 

「スマート街づくり EXPO ONLINE」出展のお知らせ（2021/11/22 (月)） 

 

株式会社 Lightblue Technology（URL） 

【11/24 更新・テクノフェア 2021 にて弊社との取り組みを紹介頂きました！】中部電力株式会社様との不安全行動検

出の取組は SNS でも紹介頂いてます（2021/11/24 (水)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

Next Commons Lab が主催する『Sustainable Innovation Lab』にアソシエイトとして参画します（2021/11/1 

(月)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

鎌倉市『スマートシティ官民研究会』に一般会員として参加します（2021/11/5 (金)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

国連開発計画（UNDP）とシティ・ファウンデーションによる『Youth Co:Lab ソーシャル・イノベーション・チャレンジ日本大

会』のファイナリストに弊社が選出されました（2021/11/12 (金)） 

 

https://www.ux-xu.com/news/20211126
https://www.unirobot.com/news/211119/
https://www.lightblue-tech.com/2021/11/15/20211115-1/
https://www.lightblue-tech.com/2021/11/15/20111112-2/
https://www.lightblue-tech.com/2021/11/15/20211115-3/
https://www.lightblue-tech.com/2021/11/19/20211119-1/
https://www.lightblue-tech.com/2021/11/22/%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e8%a1%97%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a-expo-online%e3%80%8d%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e2%80%8b/
https://www.lightblue-tech.com/2021/11/24/20211026/
https://liquitous.com/newsroom/2021/11/01/716/
https://liquitous.com/newsroom/2021/11/05/719/
https://liquitous.com/newsroom/2021/11/12/720/
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【五十音順】 

株式会社 Liquitous（URL） 

国連開発計画（UNDP）とシティ・ファウンデーションによる『Youth Co:Lab ソーシャル・イノベーション・チャレンジ日本大

会』で、弊社が最優秀賞を受賞しました（2021/11/26 (金)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

横瀬町と弊社プラットフォーム「Liqlid」の実証実験を実施します（2021/11/30 (火)） 

 

株式会社レスキューナウ（URL） 

レスキューナウが “情報配信・危機管理の先生”に。「しながわドリームジョブ」 in 品川区立第四日野小学校

（2021/11/9 (火)） 

 

株式会社レスキューナウ（URL） 

レスキューナウ、「緊急通報サービス」に新機能を追加（2021/11/25 (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」の有料カテゴリ「海外ニュースクリッピング」に「海外地震」、「海外津波」、「海外火山」の

情報カテゴリを追加（2021/11/25 (木)） 

 

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」出展報告 | 経営学で「はたらく」を幸せにする：ワ ークシフト研究

所（2021/11/4 (木)） 

 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

ワークシフト研究所、両立人材の活躍がテーマの「ワークシフト・カンファレンス 2021」を 12 月 21 日に開催

（2021/11/17 (水)） 

 

https://liquitous.com/newsroom/2021/11/26/742/
https://liquitous.com/newsroom/2021/11/30/722/
https://www.rescuenow.co.jp/release/20211109
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000080052.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000080052.html
https://workshift.co.jp/2021/11/3418/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000046194.html

