
ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021年 12月分） 
【五十音順】 

 
株式会社アイ・ロボティクス（URL） 
日本経済新聞に掲載されました（2021/12/15 (水)） 

 
株式会社アイ・ロボティクス（URL） 
【飛行ロボコン】 第 17回全日本学生室内飛行ロボットコンテスト開催（2021/12/17 (金)） 

 
株式会社アイ・ロボティクス（URL） 
第 17回 全日本学生室内飛行ロボットコンテストに協賛（2021/12/23 (木)） 

 
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」の企業賞発表イベントを 12 月 9 日に開催
（2021/12/2 (木)） 

 
アカデミスト株式会社（URL） 
東京家政学院大学とアカデミストが「クラウドファンディング」の実施に向けたパートナーシップ契約を締結（2021/12/15 
(水)） 

 
アカデミスト株式会社（URL） 
アカデミストと Sysmex R&D Center Europe GmbH、欧州における研究シーズ探索・育成に向けた協働を開始
（2021/12/17 (金)） 

 
株式会社アクティベートラボ（URL） 
【2021/11/30 】日本財団ジャーナルにインタビュー記事掲載  | 全ての障害者の応援企業｜Activatelab
（2021/12/1 (水)） 

 
アジアクエスト株式会社（URL） 
【参加費無料】ウェビナー『AQW2021 世界の DX ニュースから振り返るコロナ禍中の DX - DX Navigator コラボ年末
特番ライブ』を 12/16 に開催します（2021/12/2 (木)） 

 
アジアクエスト株式会社（URL） 
アジアクエストが「XR シティ?OSAKA-UMEDA」プロジェクトに参画し、XR アプリを提供（2021/12/7 (火)） 

 
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「『DX 経営図鑑』出版記念第二弾︓B2B 事例から考えるコラボレ
ーションの価値と DX」のアーカイブ公開を開始します（2021/12/8 (水)） 

 
アジアクエスト株式会社（URL） 
【事前申し込み不要】AQW ウェビナーシリーズの期間限定全編フリー視聴を開始します（2021/12/22 (水)） 

 

https://www.irobotics.jp/post/nikkei01
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000027994.html
https://www.irobotics.jp/post/robocon2021
https://www.corp.academist-cf.com/post/%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%87%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%81%E8%8B%A5%E6%89%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%B2%BB%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%80%8Cacademist-prize%E3%80%8D%E3%81%AE%E4%BC%81%E6%A5%AD%E8%B3%9E%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%9212%E6%9C%889%E6%97%A5%E3%81%AB%E9%96%8B%E5%82%AC
https://www.corp.academist-cf.com/post/press211215
https://www.corp.academist-cf.com/post/press211217
https://activatelab.co.jp/%e3%80%902021-11-30%e3%80%91%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%b2%a1%e5%9b%a3%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%81%ab%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e8%a8%98%e4%ba%8b%e6%8e%b2/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000106.000019319.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000019319.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000108.000019319.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000019319.html
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アジアクエスト株式会社（URL） 
東京証券取引所マザーズ市場への上場に関するお知らせ（2021/12/27 (月)） 

 
アスタミューゼ株式会社（URL） 
【脱炭素に取組みたい研究開発担当者向け】 世界の研究開発費配賦額で見る CCUS 領域の最先端注目技術とは 
（2021/12/1 (水)） 

 
アスタミューゼ株式会社（URL） 
脱炭素に貢献するスマートモビリティ領域分析および同領域の日本企業分析（2021/12/2 (木)） 

 
アスタミューゼ株式会社（URL） 
【脱炭素に取組みたい事業部／新規事業開発担当者向け】 世界の研究開発費配賦額で見る水素システム・インフラ領
域の最先端注目技術とは（2021/12/3 (金)） 

 
アスタミューゼ株式会社（URL） 
12 月 24 日（金）15:00-16:00 ウェビナー開催︕「カーボンニュートラル社会の実現に向けて日本企業が持つ技術ポ
テンシャルとは」（2021/12/16 (木)） 

 
アスタミューゼ株式会社（URL） 
自社にとっての重要課題（マテリアリティ）を定量的に評価し特定する「マテリアリティスコア」を開発、提供開始
（2021/12/22 (水)） 

 
アスタミューゼ株式会社（URL） 
～民間企業が海外進出で成功するには～【JICA×月刊事業構想 イノベーションセミナー】 2022年 1月 25日（火）
オンライン開催（2021/12/24 (金)） 

 
アスタミューゼ株式会社（URL） 
「無形資産/非財務資本可視化フレームワーク」を用いた投資家視点で評価され、企業価値向上につなげるための可視
化サービスの提供を開始（2021/12/27 (月)） 

 
株式会社 AMI&I（URL） 
第 5回デジタルヘルス学会学術大会、全プログラム詳細決定（2021/12/16 (木)） 

 
inaho株式会社（URL） 
「クラウド継業プラットフォーム relay（リレイ）」と「inaho 株式会社｜@AgriTouch」が業務提携。農業の事業承継課
題に取り組んでいきます（2021/12/24 (金)） 

 
Institution for a Global Society株式会社（URL） 
広告を見ると学校へ教材費の寄付ができる、新しい ESG型広告モデル「ONGAESHI」の実証実験の社会人枠を募集開
始 ｜NEWS｜ IGS - Institution for a Global Soci（2021/12/2 (木)） 

https://www.asia-quest.jp/news/20211227/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000202.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000203.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000207.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000208.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000209.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000162.000036930.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000210.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000070337.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000053134.html
https://i-globalsociety.com/news/20211202/
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Institution for a Global Society株式会社（URL） 
募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ ｜NEWS｜ IGS - Institution for a Global 
Society株式会社（2021/12/10 (金)） 

 
Institution for a Global Society株式会社（URL） 
東京証券取引所マザーズ市場への上場に関するお知らせ ｜NEWS｜ IGS - Institution for a Global Society株
式会社（2021/12/29 (水)） 

 
株式会社ウェルモ（URL） 
株式会社ウェルモと協定を締結 デジタル技術を活用し介護分野での課題解決を推進（2021/12/23 (木)） 

 
株式会社ウェルモ（URL） 
ウェルモ 豊中市と介護分野で デジタル技術活用による 課題解決に向けた協定を締結 ーケアマネジメントの質の向上・
生産性向上を推進ー｜ニュース｜Welmo INC. - 株式会社ウェルモ（2021/12/28 (火)） 

 
株式会社 AirX（URL） 
AirX、日光中禅寺湖と東京都内を結ぶヘリコプター直行便を販売開始（2021/12/2 (木)） 

 
株式会社 AirX（URL） 
AirX、茨城県つくばエリアのヘリコプター遊覧プランを販売開始（2021/12/16 (木)） 

 
株式会社 AirX（URL） 
AirX、埼玉県比企郡嵐山町と「大規模災害時における空輸等に関する協定」を締結（2021/12/23 (木)） 

 
株式会社 AirX（URL） 
AirX、NEXCO 東日本のアクセラレータープログラム「ドラぷらイノベーションラボ」の採択企業に決定（2021/12/23 
(木)） 

 
Hmcomm株式会社（URL） 
海外人材活用と職場のグローバル化に向け、AI 会議翻訳システム開発・販売の Hmcomm と協業（2021/12/13 
(月)） 

 
Aniwo株式会社（URL） 
Aniwo が米国発ユニコーン Deel と連携しイスラエルを含む海外人材採用支援を強化（2021/12/1 (水)） 

 
AC Biode株式会社（URL） 
12月 7日開催 「TechBIZKON V - Greentech」 受賞者 発表（2021/12/10 (金)） 

 

https://i-globalsociety.com/news/20211210/
https://i-globalsociety.com/news/20211229/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000141.000078420.html
https://welmo.co.jp/news/archives/1385
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001246.000005089.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000074.000012729.html
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fprtimes.jp%2Fmain%2Fhtml%2Frd%2Fp%2F000000029.000064311.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3mm8yNreITIqFlF8znV_Mufe-OA
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AC Biode株式会社（URL） 
大同生命・サステナビリティ経営支援プログラム ─ 採択企業の決定とサポートの開始 ─（2021/12/15 (水)） 

 
AC Biode株式会社（URL） 
GET IN THE RING OSAKA｜Official Web Site（2021/12/22 (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最大約 15%高い容量を得て、電
動自転車で実証へ（2021/12/29 (水)） 

 
株式会社エクサウィザーズ（URL） 
勤怠管理システム「KING OF TIME」と勤務シフト表自動作成サービス「セコムかんたんシフトスケジュール」が API によるサ
ービス連携を開始（2021/12/14 (火)） 

 
株式会社エクサウィザーズ（URL） 
東京証券取引所マザーズ市場への上場のお知らせ（2021/12/23 (木)） 

 
株式会社エクサウィザーズ（URL） 
エクスウェア、親会社の株式会社エクサウィザーズと会社ロゴを統一化（2021/12/23 (木)） 

 
エニシア株式会社（URL） 
京都で活躍する先輩起業家とのパネルディスカッション （2021/12/6 (月)） 

 
エリー株式会社（URL） 
蚕（かいこ）専門の昆虫食スタートアップがプロテインスムージー2 種限定販売開始【大正製薬株式会社のアクセラレータ
プログラムにて発案】（2021/12/9 (木)） 

 
エルピクセル株式会社（URL） 
創薬に特化した画像解析 AI「IMACEL（イマセル）」 、「第 3 回ファーマラボ EXPO」出展のお知らせ - エルピクセル株
式会社（2021/12/7 (火)） 

 
エルピクセル株式会社（URL） 
安全性評価を自動化する「IMACEL TOX（イマセル トックス）」、小核試験を対象としたサービス提供を開始
（2021/12/20 (月)） 

 
エルピクセル株式会社（URL） 
令和 3 年度厚生労働科学研究費事業 「AI を活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用の 実態把握と課題
抽出に資する研究」、研究協力者着任のお知らせ - エルピクセル株式会社（2021/12/24 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000088083.html
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.innovation-osaka.jp%2Fgitr%2Fen%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGXxnAgut7rKOsO4DV_mntDM2oytg
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000084759.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000010477.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000094.000030192.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000020058.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000090195.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000052502.html
https://lpixel.net/news/information/2021/10466/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000010005.html
https://lpixel.net/news/information/2021/10485/
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株式会社 OsidOri（URL） 
夫婦の共有家計簿・貯金アプリ「OsidOri（オシドリ）」が、保険相談サービス『OsidOri 家族の保険相談』を開始
（2021/12/15 (水)） 

 
株式会社 OsidOri（URL） 
夫婦の共有家計簿・貯金アプリ「OsidOri（オシドリ）」が、固定費をお得に見直せる『OsidOri でんきの見直し』を開始
（2021/12/15 (水)） 

 
KAICO株式会社（URL） 
カイコ由来タンパク質を用いた経口ワクチンの開発を行うKAICOが 2.6億円の資金調達を実施（2021/12/15 (水)） 

 
KAICO株式会社（URL） 
リアルテックファンド、カイコ由来タンパク質を用いた経口ワクチンの開発を行う KAICO 社への出資を実施（2021/12/15 
(水)） 

 
KAICO株式会社（URL） 
双日、九州大学発のスタートアップ企業、KAICO株式会社に出資参画（2021/12/15 (水)） 

 
株式会社カミナシ（URL） 
若手キャピタリストが選ぶ次世代スタートアップ、106社の成長企業ノミネートを公表（2021/12/3 (金)） 

 
株式会社カミナシ（URL） 
JR 東日本スタートアッププログラム 2021DEMO DAY を開催︕メトロウェザーが“スタートアップ大賞”（2021/12/8 
(水)） 

 
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 で優秀賞を受賞（2021/12/8 (水)） 

 
株式会社 KINCHAKU（URL） 
株式会社 KINCHAKU が近鉄ベンチャーパートナーズから資金調達を実施（2021/12/9 (木)） 

 
株式会社クオンタムオペレーション（URL） 
【CES 2022】日本のスタートアップが世界に挑戦︕過去最大の 52 社が日本パビリオンに集結︕（2021/12/21 
(火)） 

 
株式会社クオンタムオペレーション（URL） 
＜CES 2022 Innovation Awards 受賞＞「連続測定可能な非侵襲血糖センサー」の「CES2022」出展について
（2021/12/30 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000047164.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000047164.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000054891.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000036405.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000073843.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000079001.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000148.000034286.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000054269.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000039169.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000071241.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000037671.html
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株式会社グッドフェローズ（URL） 
「タイナビ発電所 Plus+」提供サービス第 4 弾︓書類管理サービス かんたん保存、らくらく探せる︕（2021/12/1 
(水)） 

 
株式会社グッドフェローズ（URL） 
渋谷上空 229mで～2022年最初の朝日を 初日の出特別鑑賞イベント～開催 本日 12月 8日(水)チケット販売開
始（2021/12/8 (水)） 

 
株式会社グッドフェローズ（URL） 
【MMM（メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド）】クリスマスにグラフィックデザイナー書籍は、いかがですか。（2021/12/10 
(金)） 

 
株式会社グッドフェローズ（URL） 
テクロス社の佃松三郎(つくだまつさぶろう)氏がグッドフェローズの CTO に就任（2021/12/15 (水)） 

 
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 「 Forkwell（フォークウェル）」 を運営する 株式会社grooves 主
催 「Engineer Career Lounge」12月 17日（金）に開催（2021/12/16 (木)） 

 
株式会社ゲイト（URL） 
株式会社ゲイト｜勇気ある挑戦＋１（2021/12/10 (金)） 

 
株式会社ゲイト（URL） 
ＢＡＣＫＳＴＡＧＥ（バックステージ） | CBC テレビ | 毎週日曜 午後 11:30放送（2021/12/10 (金)） 

 
株式会社ゲイト（URL） 
東京の美容系から漁業へ︕(ﾟ o ﾟ; 好きだから飛び込む︕「水産系女子」のいさぎよさと清々しさ︓日経 xwoman 
Terrace（2021/12/10 (金)） 

 
株式会社ゲイト（URL） 
Forbes JAPAN | SMALL GIANTS ?ニッポンが誇る「小さな大企業」が未来を切り拓く?（2021/12/10 (金)） 

 
株式会社ゲイト（URL） 
女子栄養大学出版部（2021/12/10 (金)） 

 
株式会社ゲイト（URL） 
持続可能な水産業推進へ/アワード実行委 優良事例ファイナリスト発表 / みなと新聞 電子版（2021/12/10 
(金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000025653.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000046405.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000091462.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000025653.html
https://www.grooves.com/news/4193
https://challenging-plus-one.org/challenge/795/
https://hicbc.com/tv/backstage/
https://woman.nikkei.com/atcltrc/blog/nitadoriyoko/post/96f9dad8fec24e76b9dad8fec23e76ef/?fbclid=IwAR08ayG7ZhDz4ojjxzGY0OzCSeY0kY5aAyVT-xITBRNREZkRDC_-r8CIDCs
https://forbesjapan.com/small_giants/
https://eiyo21.com/
https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/e-minato/articles/116461?fbclid=IwAR3syve2F7KhQeEMNcMsxCcXvzCIW9xbxAam-sPInWdLzcrZTyCqjLGaR-Y
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株式会社ゲイト（URL） 
魚が食べたい︕ ～地魚さがして 3000 港～｜民放公式テレビポータル「TVer（ティーバー）」 - 無料で動画見放題
（2021/12/10 (金)） 

 
株式会社ゲイト（URL） 
ＢＡＣＫＳＴＡＧＥ（バックステージ） | CBC テレビ | 毎週日曜 午後 11:30放送（2021/12/11 (土)） 

 
サステナブル・ラボ株式会社（URL） 
シード・アーリー期企業向け『アクセラレーションプログラム未来 X(mirai cross)2022』の二次審査終了。24 社が最終審
査会へ︕（2021/12/28 (火)） 

 
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」にて、サステナブル・ラボが〈みずほ賞〉を受賞（2021/12/28 (火)） 

 
株式会社タスカジ（URL） 
タスカジ、『家庭内（ジェンダー間）の家事ギャップと家事代行利用の実態調査』を実施（2021/12/6 (月)） 

 
株式会社タスカジ（URL） 
【新刊】『家じゅうの「めんどくさい」をなくす。?いちばんシンプルな「片づけ」のルール?』発売（2021/12/10 (金)） 

 
株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 
「X-Tech Innovation 2021」の東北地区最終選考会にて優秀賞を受賞、全国大会に進出（2021/12/24 (金)） 

 
株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 
【2021 年末カウントダウンキャンペーン】がスタート「スマホで買える太陽光発電所 CHANGE(チェンジ)」（2021/12/29 
(水)） 

 
株式会社チカク（URL） 
【年末年始キャンペーン】本日より期間限定で「まごチャンネル」の本体価格を 10,000円 OFF︕（2021/12/1 (水)） 

 
株式会社チカク（URL） 
エイジテックのテレビ電話により、介護現場から高齢者と家族間のコミュニケーション量の増加に期待を寄せる声
（2021/12/13 (月)） 

 
株式会社チカク（URL） 
福岡市介護実習普及センターで 1月 4日より「まごチャンネル」の展示を開始（2021/12/24 (金)） 

 
株式会社チャレナジー（URL） 
JICA・IDB Lab オープンイノベーションチャレンジ TSUBASA2021 採択企業決定（2021/12/6 (月)） 

 

https://tver.jp/corner/f0089524
https://hicbc.com/tv/backstage/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000063513.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000052578.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000020281.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000020281.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000114.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000151.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000152.000010437.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021年 12月分） 
【五十音順】 

株式会社チャレナジー（URL） 
チャレナジー、JICA「中小企業・SDGs ビジネス支援事業－基礎調査－」に採択（2021/12/20 (月)） 

 
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 2022 年 1 月オンライン受講説明会のお
知らせ | 株式会社 T-ICU（2021/12/13 (月)） 

 
株式会社 T-ICU（URL） 
「第 21 回 Japan Venture Awards」で株式会社 T-ICU 代表 中西が「SDGs 特別賞」を受賞（2021/12/24 
(金)） 

 
株式会社 T-ICU（URL） 
T-ICU が、パソナグループなどから総額 5.7億円の資金調達を実施（2021/12/28 (火)） 

 
株式会社データグリッド（URL） 
データグリッド、住友電工と製造現場での不良判定 AI に関する共同技術開発を開始（2021/12/8 (水)） 

 
デジタルグリッド株式会社（URL） 
若手キャピタリストが選ぶ次世代スタートアップ、106社の成長企業ノミネートを公表（2021/12/3 (金)） 

 
デジタルグリッド株式会社（URL） 
商船三井 CVC(MOL PLUS)が再エネ電力取引プラットフォーム運営のデジタルグリッド社への出資を決定
（2021/12/13 (月)） 

 
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、写真を用いた工程管理システムの特許を取得（2021/12/2 (木)） 

 
TRUNK株式会社（URL） 
TRUNK(HOTEL)、「TRUNK WINTER MARKET 2021」を開催（2021/12/3 (金)） 

 
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（ICF）『ICF Business Acceleration Program 2021』受賞
者決定︕（2021/12/15 (水)） 

 
Trim株式会社（URL） 
山形紅花ライオンズクラブが山形市に 「mamaro?」を寄贈（2021/12/10 (金)） 

 
株式会社トレッタキャッツ（URL） 
トレッタキャッツ、NEC と協業 「Toletta（トレッタ）」と「waneco talk（ワネコ トーク）」が連携し、ねこの排泄情報を
LINE で知らせるサービスを提供 （2021/12/7 (火)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000043827.html
https://www.t-icu.co.jp/news/information/1653.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000033988.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000033988.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000034722.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000079001.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000080050.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000064407.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000025317.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000232.000037194.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000021881.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021年 12月分） 
【五十音順】 

 
株式会社 Nextremer（URL） 
接客、観光案内、社内ヘルプデスクの DX 化を推進、遠隔接客サービス「Remosis」がブランド統合（2021/12/10 
(金)） 

 
BionicM株式会社（URL） 
若手キャピタリストが選ぶ次世代スタートアップ、106社の成長企業ノミネートを公表（2021/12/3 (金)） 

 
BionicM株式会社（URL） 
アジア経済ニュースに掲載されました - BionicM（2021/12/6 (月)） 

 
BionicM株式会社（URL） 
Forbes 2022年 1月号にて、200 SUPERSTAR ENTREPRENEURS として BionicM が選出されました - BionicM
（2021/12/6 (月)） 

 
BionicM株式会社（URL） 
東京大学の統合報告書 2021～IR Cubed～に掲載されました - BionicM（2021/12/6 (月)） 

 
BionicM株式会社（URL） 
若手キャピタリストが選ぶ次世代スタートアップリスト「INTRO Showcase」に BionicM がノミネートされました - BionicM
（2021/12/7 (火)） 

 
BionicM株式会社（URL） 
電波新聞に掲載されました - BionicM（2021/12/8 (水)） 

 
BionicM株式会社（URL） 
NEDO の研究開発型スタートアップ支援事業「Product Commercialization Alliance（PCA）」に採択されました - 
BionicM（2021/12/8 (水)） 

 
BionicM株式会社（URL） 
日経クロステックに掲載されました - BionicM（2021/12/15 (水)） 

 
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、兵庫県洲本市が”ふるさと納税”のプロモ
ーション動画を配信開始︕（2021/12/1 (水)） 

 
株式会社バカン（URL） 
トイレ個室内広告 AirKnock Ads の株式会社バカン、12 月 8 日に「第 4 回 メディアレーダー EXPERT WEBINAR 
WEEK～サキドリ 2022︕広告マーケ最新トレンド～」に登壇（2021/12/2 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000017379.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000079001.html
https://www.bionicm.com/2021/11/17/nna-asia/
https://www.bionicm.com/2021/11/26/forbes-2022jan/
https://www.bionicm.com/2021/12/01/tokyo-university_2021ir/
https://www.bionicm.com/2021/12/04/intro-showcase/
https://www.bionicm.com/2021/08/11/%e9%9b%bb%e6%b3%a2%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://www.bionicm.com/2021/08/23/2021%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%8c%e7%a0%94%e7%a9%b6%e9%96%8b%e7%99%ba%e5%9e%8b%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e6%94%af%e6%8f%b4%e4%ba%8b%e6%a5%ad%ef%bc%8fproduct-commerci/
https://www.bionicm.com/2021/12/14/xtech-nikkei2021/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000221.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000222.000018933.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021年 12月分） 
【五十音順】 

株式会社バカン（URL） 
空き情報プラットフォーム「VACAN」提供のバカン、経営体制強化のため社外取締役、非常勤監査役、技術顧問を新た
に招聘（2021/12/8 (水)） 

 
株式会社バカン（URL） 
避難所の受付時間を最大 80％短縮。大垣市で【防災 ? DX】で並ばない避難所を実現（2021/12/22 (水)） 

 
株式会社バカン（URL） 
災害時に避難所 49 カ所の混雑可視化に活用。長崎県西海市に、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-（2021/12/22 (水)） 

 
株式会社バカン（URL） 
災害時に避難所の混雑可視化に活用。東京都府中市に、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-（2021/12/22 (水)） 

 
株式会社バカン（URL） 
都市の未来を共に拓き、実装する「三菱商事 アクセラレーター（都市開発事業）」がアクセラレータープログラムの参加８
チームを決定（2021/12/24 (金)） 

 
株式会社バカン（URL） 
太宰府市と共同で観光 DX を推進。混雑情報プラットフォーム「VACAN」を用いて太宰府天満宮の混み具合をリアルタイ
ムに可視化（2021/12/27 (月)） 

 
株式会社バカン（URL） 
伊勢市観光協会と伊勢市の観光 DX を推進。市内の主要観光地の混雑状況を、非接触型デジタルサイネージで配信
開始。（2021/12/27 (月)） 

 
株式会社バカン（URL） 
手洗いの長時間利用を抑止する IoT サービス「VACAN AirKnock Ads」で、ネクイノがプロモーション動画を配信開始
（2021/12/28 (火)） 

 
株式会社バカン（URL） 
渋谷区と TikTok がコラボした年末向けショートムービーを、トイレの個室内に向けて配信開始（2021/12/29 (水)） 

 
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
（2021/12/31 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000223.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000018933.html
https://corp.vacan.com/news/news-saikai.html
https://corp.vacan.com/news/news-fuchu.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000440.000016550.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000224.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000226.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000227.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000228.000018933.html
https://hatapro.co.jp/news/20211006_news/


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021年 12月分） 
【五十音順】 

PIAZZA株式会社（URL） 
PIAZZA が官民連携の街づくり体制のモデルケースとして、大阪市・鉄道事業者 7 社と連携を開始（2021/12/6 
(月)） 

 
PIAZZA株式会社（URL） 
大型商業施設利用に関する意識調査、利用目的は「買い物（95%）」「飲食（64%）」、期待するのは「何でも揃っ
て便利なこと」（2021/12/9 (木)） 

 
PIAZZA株式会社（URL） 
担い手が不足している地域コミュニティの活性化等を目指し、西東京市と PIAZZA が連携協定を締結（2021/12/22 
(水)） 

 
PJP Eye 株式会社（URL） 
絵本の企画・制作を手掛けるイースマイリーが 2022 年 1 月 8 日(土)、9 日(日)に絵本の無料プレゼントイベント「絵本
市」を開催︕（2021/12/29 (水)） 

 
vivola株式会社（URL） 
【オンライン視聴無料】新進気鋭ディープテック起業家によるピッチイベント「BRAVE2021 DEMO DAY」の全登壇者が決
定︕（2021/12/2 (木)） 

 
vivola株式会社（URL） 
プログラム採択者のお知らせ - こおりやま SDGs アクセラレータープログラム（2021/12/5 (日)） 

 
vivola株式会社（URL） 
HONGO AI（2021/12/5 (日)） 

 
vivola株式会社（URL） 
vivola株式会社｜新しい当たり前をつくり女性が働きやすい社会を【経済産業省】（2021/12/5 (日)） 

 
vivola株式会社（URL） 
Healthtech/SUM 2021（2021/12/5 (日)） 

 
vivola株式会社（URL） 
「ふくしまベンチャーアワード 2021」ファイナリスト決定（主催:福島県,企画運営︓エイチタス株式会社）（2021/12/14 
(火)） 

 
vivola株式会社（URL） 
女性医療×AI の vivola（ビボラ）、経済産業省フェムテック実証事業として、企業向けのプレコンセプション/妊活/不妊
治療セミナーを開始（2021/12/22 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000090.000016981.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000016981.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000016981.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000022266.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000017460.html
https://entre-koriyama.com/archives/1499
https://hongo.ai/news/QZr1q487
https://www.femtech-projects.jp/project/5.html
https://www.healthtechsum.jp/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000233.000023448.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000058605.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021年 12月分） 
【五十音順】 

vivola株式会社（URL） 
最優秀賞は救急全身 CT診断 AI技術を開発する『株式会社 fcuro』が受賞｜ディープテック起業家によるピッチイベント
「BRAVE2021 DEMO DAY」（2021/12/24 (金)） 

 
株式会社ファーストアセント（URL） 
赤ちゃんの泣く理由を解析︕ainennne（あいねんね）で睡眠をサポート | 子育てメディア memorico（2021/12/3 
(金)） 

 
株式会社ファーストアセント（URL） 
専門家が育児をサポートする「パパっと育児＠セミナー」をご利用いただける eGift を、e ギフト販売サービス「giftee」にて販
売開始（2021/12/7 (火)） 

 
株式会社ファーストアセント（URL） 
育児負担の軽減や子どもの安全性向上に貢献している企業｜ナースときどき女子（2021/12/10 (金)） 

 
株式会社ファーストアセント（URL） 
赤ちゃんの睡眠を見える化する「睡眠解析機能」を搭載。ainenne（あいねんね）で世界最大級のテクノロジー見本市
CES 2022 に出展（2021/12/28 (火)） 

 
株式会社ファーメンステーション（URL） 
12/1 登壇︓「サーキュラーエコノミー」の理論と実践 ?全国、そして東北の実例から学ぶ? | 株式会社ファーメンステーショ
ン (FERMENSTATION Co., Ltd.)（2021/12/1 (水)） 

 
株式会社ファーメンステーション（URL） 
11/26 掲載︓日刊工業新聞 | 株式会社ファーメンステーション (FERMENSTATION Co., Ltd.)（2021/12/2 
(木)） 

 
株式会社ファーメンステーション（URL） 
規格外で販売不可能な飴が日用品に生まれ変わる︕カンロのサステナブル事業が本格始動 カンロ「フューチャーデザイン
事業発表会」開催（2021/12/14 (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カンロと未利用資源 再生・循環パートナーシップ︓規格外の飴から作る発酵エタノールを配合した
「マスクスプレー」「アロマスプレー」を開発し、共同での日用品開発・事業化に向け始動（2021/12/14 (火)） 

 
株式会社ファーメンステーション（URL） 
大同生命・サステナビリティ経営支援プログラム ─ 採択企業の決定とサポートの開始 ─（2021/12/15 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000017460.html
https://memorico.jp/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%86%e3%83%a0/2804/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000023831.html
https://kango-oshigoto.jp/media/article/11253/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000023831.html
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/12-1%e7%99%bb%e5%a3%87%ef%bc%9a%e3%80%8c%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%83%8e%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%90%86%e8%ab%96%e3%81%a8%e5%ae%9f/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/11-26%e6%8e%b2%e8%bc%89%ef%bc%9a%e6%97%a5%e5%88%8a%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%96%b0%e8%81%9e/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000248.000041274.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000051332.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000088083.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2021年 12月分） 
【五十音順】 

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、保湿力豊かなオリジナルオーガニック発酵原料を用いた洗顔石けん「奥州サボン」シリーズを、より人
と環境にやさしいクリーンビューティー製品としてリニューアル新発売（2021/12/21 (火)） 

 
株式会社ファーメンステーション（URL） 
雑誌掲載︓ FRaU 1 月号  第 4 回「 FRaU Ethical Award 」受賞  | 株式会社ファーメンステーション 
(FERMENSTATION Co., Ltd.)（2021/12/23 (木)） 

 
株式会社ファーメンステーション（URL） 
雑誌掲載︓kiitos. vol22 | 株式会社ファーメンステーション (FERMENSTATION Co., Ltd.)（2021/12/24 
(金)） 

 
株式会社ファミワン（URL） 
育児雑誌『FQ JAPAN』最新冬号 12/1(水)発売︕｜FQ JAPAN 男の育児 online（2021/12/1 (水)） 

 
株式会社ファミワン（URL） 
東京都杉並区の『妊活 LINE サポート事業』として、ファミワン専門家による「あなたのための妊活セミナー」を 12 月 19 日
に開催（2021/12/9 (木)） 

 
株式会社ファミワン（URL） 
妊活と仕事の両立について、周囲との折り合いの付け方。【妊活コンシェルジュ西岡有可「心と体と妊活と。」第7回】 - 共
働き with -講談社公式- 仕事も家庭もわたしらしく（2021/12/13 (月)） 

 
株式会社ファミワン（URL） 
【経産省フェムテック補助金採択事業】東京都調布市後援、調布市助産師会共催にて、お住いの方やお勤めの方向けに
妊活支援を行います（2021/12/15 (水)） 

 
株式会社ファミワン（URL） 
【製紙業界で初の開催】大王製紙にて「キャリア支援と妊活、男女のヘルスケア」をテーマにしたセミナーをファミワンにて開催
しました（2021/12/16 (木)） 

 
株式会社ファミワン（URL） 
GA technologies Group の従業員に対し、妊活コンシェルジュ「ファミワン」の福利厚生提供を開始（2021/12/17 
(金)） 

 
株式会社ファミワン（URL） 
第 20 回日本生殖看護学会学術集会の学術集会長に、ファミワンの代表看護師 西岡有可が就任いたしました【テーマ
は「SDGs の視点から性と生殖の健康支援を再考する」】（2021/12/18 (土)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000051332.html
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/%e9%9b%91%e8%aa%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%ef%bc%9afrau-1%e6%9c%88%e5%8f%b7%e3%80%80%e7%ac%ac4%e5%9b%9e%e3%80%8cfrau-ethical-award%e3%80%8d%e5%8f%97%e8%b3%9e%e3%80%80/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/%e9%9b%91%e8%aa%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%ef%bc%9akiitos-vol22/
https://fqmagazine.jp/114975/ma61/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000014333.html
https://withonline.jp/parenting/yuka-nishioka/jTjhz
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000090.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000014333.html
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株式会社ファミワン（URL） 
インターネット行政情報モニター[iJAMP]のご案内 ｜ 時事通信社（2021/12/24 (金)） 

 
株式会社ファミワン（URL） 
【ちがいを力に変える街、渋谷区が後援】「渋谷発︕雇用のダイバーシティセミナー」と題するイベントにて、ファミワン代表取
締役の石川勇介が登壇します（2021/12/3 (金)） 

 
株式会社ベスプラ（URL） 
ジチタイワークスにベスプラ健康アプリの紹介(八王子市事例)（2021/12/27 (月)） 

 
株式会社MICIN（URL） 
ヘルスケアアプリ「HELPO」をいわき市に納入（2021/12/1 (水)） 

 
株式会社MICIN（URL） 
衆議院議員 河野太郎氏が当社を視察されました | MICIN（2021/12/3 (金)） 

 
株式会社MICIN（URL） 
新しい保険サービスの裏側を語ります︕「MICIN Online Meetup」#8 開催 | MICIN（2021/12/7 (火)） 

 
株式会社MICIN（URL） 
MiROHA 公式サービスサイト開設のお知らせ | MICIN（2021/12/13 (月)） 

 
株式会社MICIN（URL） 
規制改革推進会議で明らかにされた医療機器広告規制の矛盾（2021/12/14 (火)） 

 
株式会社MICIN（URL） 
薬局向けオンライン服薬指導サービス「curon お薬サポート」、ウエルシア薬局の全店導入が決定（2021/12/15 
(水)） 

 
株式会社MICIN（URL） 
ヘルステック推進議員連盟 設立総会にて、代表の原が「オンライン診療が変える医療と普及への課題」について説明しまし
た | MICIN（2021/12/17 (金)） 

 
株式会社MICIN（URL） 
英国でも加速するデジタルヘルス政策（2021/12/20 (月)） 

 
株式会社MICIN（URL） 
牧島内閣府特命担当大臣（規制改革）へ、オンライン診療・服薬指導に関する提言を行いました | MICIN
（2021/12/20 (月)） 

 

https://www.jamp.jiji.com/info/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000088.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000007987.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000054466.html
https://micin.jp/news/5969
https://micin.jp/news/5982
https://micin.jp/news/5951
https://dht.micin.jp/samd/samd11/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000017806.html
https://micin.jp/news/6056
https://dht.micin.jp/samd/samd12/
https://micin.jp/news/6066
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株式会社MICIN（URL） 
MICIN 少額短期保険で「がんを経験した今、贈られたら嬉しいクリスマスプレゼント」―がんサバイバー女性 200 人が紡い
だクリスマスエッセイ・受賞作品を発表 | MICIN（2021/12/25 (土)） 

 
MAMORIO株式会社（URL） 
【法人様限定】アンケート回答で専用 MAMORIO が“必ず“もらえるキャンペーンを実施します。（2021/12/6 (月)） 

 
MAMORIO株式会社（URL） 
MAMORIO と西村庄治商店がコラボし「OMAMORIO 南天」「OMAMORIO 菊」を新年より数量限定発売
（2021/12/28 (火)） 

 
ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 
JICA・IDB Lab オープンイノベーションチャレンジ TSUBASA2021 採択企業決定（2021/12/6 (月)） 

 
ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 
プレスリリース 
2021年 12月 27日 16:00 
「おかねのコンパス」を通じて、地域 ESG ファンド等の紹介開始へ? 
記事を見る 
（2021/12/27 (月)） 

 
ユカイ工学株式会社（URL） 
博報堂、人とエージェントの心を通わせる技術「エモテク」の発展と市場の拡大を目指す業界横断プロジェクトチーム「エモテ
ク JAPAN」を発足（2021/12/6 (月)） 

 
ユカイ工学株式会社（URL） 
1 つのアプリに統合︕コミュニケーションロボット「BOCCO」と「BOCCO emo」。異なるWeb サービスをつなぐ「IFTTT」連携
で暮らしが便利に。（2021/12/8 (水)） 

 
ユカイ工学株式会社（URL） 
2021/12/08 
1 つのアプリに統合!「BOCCO」と「BOCCO emo」。IFTTT連携で暮らしが便利に。新登場「BOCCO ボタン」渋谷パルコ
でプレ体験 
（2021/12/8 (水)） 

 
ユカイ工学株式会社（URL） 
2021/12/21 
ユカイ工学「CES 2022」に出展!医療 IoT 機器とファミリーロボット「BOCCO emo」の連動デモ実施。パルスオキシメータ
ーとの連携でヘルスケア活用を提案 
（2021/12/21 (火)） 

https://micin.jp/news/6096
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000185.000022173.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000187.000022173.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000152.000010437.html
https://www.securite.jp/news/release?a=165
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000502.000008062.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000152.000015618.html
https://www.ux-xu.com/news/20211208
https://www.ux-xu.com/news/20211221
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株式会社 Liquitous（URL） 
Sustainable Innovation lab、第二弾参画メンバー発表（2021/12/9 (木)） 

 
株式会社 Liquitous（URL） 
国連開発計画とシティ・ファウンデーション社会変革を目指す若者向け起業支援活動「Youth Co:Lab Japan 2021」を
開催（2021/12/9 (木)） 

 
株式会社 Liquitous（URL） 
Liquitous、高知県土佐町で独自開発の参加型合意形成プラットフォーム「Liqlid」の実証事業を実施（2021/12/10 
(金)） 

 
株式会社 Liquitous（URL） 
Liquitous、東京都府中市と協働して独自開発の参加型合意形成プラットフォーム「Liqlid」を活用した事業を実施
（2021/12/13 (月)） 

 
株式会社 Liquitous（URL） 
日本初のシビックテック領域アクセラレーション・プログラム 「Civictech Accelerator Program 1st batch Demo Day」
を開催（2021/12/17 (金)） 

 
株式会社レスキューナウ（URL） 
レスキューナウ、「コンテンツシェアサービス」でＯＡＧ社と連携しフライト情報の提供を開始（2021/12/22 (水)） 

 
株式会社ワークシフト研究所（URL） 
ワークシフト研究所、管理職やリーダーを目指す女性向けの人材紹介サービス「ワークシフト・ハイキャリア」を提供開始
（2021/12/1 (水)） 

 
株式会社ワークシフト研究所（URL） 
「ワークシフト・ハイキャリア」を提供開始～管理職やリーダーを目指す女性向けの人材紹介サービス | 経営学で「はたらく」
を幸せにする︓ワ ークシフト研究所（2021/12/1 (水)） 

 
株式会社ワークシフト研究所（URL） 
ビースタイル スマートキャリアとワークシフト研究所、“両立ワーカー”向けの無料ウェビナーを共同開催、学び直し機会の創
出でスキルアップを支援（2021/12/10 (金)） 

 
株式会社ワークシフト研究所（URL） 
学び直し機会の創出でスキルアップを支援 | 経営学で「はたらく」を幸せにする︓ワ ークシフト研究所（2021/12/13 
(月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000023188.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000004844.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000054692.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000054692.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000039198.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000080052.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000046194.html
https://workshift.co.jp/2021/12/3451/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000046194.html
https://workshift.co.jp/2021/12/3462/
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株式会社ワークシフト研究所（URL） 
『なぜ自信がない人ほど、いいリーダーになれるのか』 ワークシフト研究所、書籍刊行のお知らせ （2021/12/17 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000046194.html

