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株式会社アイデミー（URL） 

アイデミー、GX 人材育成の教育コンテンツとして「数理最適化を用いたエネルギーマネジメント実践」を新規公開

（2022/1/31 (月)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

【日本政策金融公庫推薦】革新的技術保有のスタートアップ 14 社がピッチ登壇！【ILS2022】（2022/1/25 (火)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

アクセルスペース、地球観測プラットフォーム「AxelGlobe」事業 新プロダクトラインナップ発表、及び全世界毎日観測を実

現する次回衛星打上げ日決定！（2022/1/26 (水)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

記者会見や取材を成功させる「メディアトレーニング」開始。現役アナウンサーと広報活動のプロが直接指導

（2022/1/28 (金)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

【1 億越えの資金調達実績複数あり】名古屋地域のスタートアップ×全国の VC。完全オンラインピッチ開催。

（2022/1/18 (火)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

【機関投資家向け】2022 年 2 月 15 日（火）オンライン開催 J-MONEY Online カンファレンス「今注目される非財務

情報と企業価値評価の新常識」（2022/1/25 (火)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

【知財部向け】2 月 2 日(水)17:00~ウェビナー開催「投資家目線での知財投資/知財評価/知財活用の本質を理解

し、企業価値と無形資産の紐付きを可視化する」（2022/1/25 (火)） 

 

ICHI COMMONS 株式会社（URL） 

企業の社会貢献活動を見える化する『わくわく寄付コンペ 活動レポート機能』をリリース（2022/1/11 (火)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

リモートワーク下で若手の転職希望者の 4 割が、成長に対して不安。上司自身のコミュニケーション能力に対する「自己認

識の甘さ」が課題。（2022/1/11 (火)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

1 月 11 日発売『DX×3P 経営』「はじめに」を全文公開。「大企業 DX 人材育成の最前線」をテーマに、出版記念イベン

トを 1 月 17 日に無料開催（2022/1/12 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000218.000028316.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000005367.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000066150.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000029167.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000062589.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000211.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000212.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000080764.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000054457.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000054457.html
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Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

石川県初、金沢大学附属高等学校が生徒の「地域貢献力」等を AI で可視化する評価ツールを導入（2022/1/14 

(金)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

KDDI が、キッザニアでこどもの隠れた才能を見つける診断を 1 月 11 日から 3 月 31 日まで実施。70 万人以上の非認

知能力を評価・分析する IGS が開発。（2022/1/26 (水)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

湘南ゼミナール×IGS「総合選抜型入試に強い生徒を育てる」セミナーを、先生向けに 2 月 25 日開催（2022/1/28 

(金)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

AirX、中国の「空飛ぶクルマ」メーカーEHang(イーハン)社と販売パートナー契約を締結（2022/1/21 (金)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

ショッピングの合間に、富士山中湖、箱根芦ノ湖などを空から満喫 御殿場プレミアム・アウトレット 富士山を空から望む 遊

覧ヘリクルージング （2022/1/21 (金)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

AirX、御殿場プレミアム・アウトレットのヘリコプター遊覧プランを販売開始（2022/1/21 (金)） 

 

株式会社エイシング（URL） 

【日本政策金融公庫推薦】革新的技術保有のスタートアップ 14 社がピッチ登壇！【ILS2022】（2022/1/25 (火)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

「Zoom を選択する理由 - 快適なコミュニケーションとは - 」オンライン LIVE 配信セミナーを 2022 年 1 月 20 日（木）

に開催（2022/1/6 (木)） 

 

H2L 株式会社（URL） 

大学 2 年生の学生起業家 2 名をはじめ時代を切り拓く 5 名が受賞「World OMOSIROI Award 8th.」2 月 23 日

（水・祝）開催（2022/1/27 (木)） 

 

Aniwo 株式会社（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。（2022/1/6 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000054457.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000054457.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000054457.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000235.000009047.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000005367.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000004669.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000200.000014551.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000067450.html
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Aniwo 株式会社（URL） 

【グローバル採用×SaaS】グローバルチームの構築を支援する米国発ユニコーン企業 Deel が徹底解説！「業界リーダーの

グローバル採用戦略とは？」オンラインセミナーを明日 1/19 開催（2022/1/18 (火)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

【オンライン座談会】ベンチャーキャピタル創業者から学ぶ！「ベンチャーキャピタルで活躍する人材・起業に必要なキャリア形

成」オンラインセミナーを 1/26 開催（2022/1/21 (金)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

Aniwo、一流施設でのワーケーション体験を提供するリゾートワークスの「ワーケーションアンバサダー企業」に就任

（2022/1/26 (水)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

第 5 期「MURC アクセラレータ LEAP OVER」16 のスタートアップが Bootcamp に参加し、第 5 期生 9 社の採択決定

（2022/1/31 (月)） 

 

エースチャイルド株式会社（URL） 

全心連の“話を聴くプロ”が受験生・保護者・関係者の方へのメンタルサポートとして、無料 SNS 相談を提供

（2022/1/17 (月)） 

 

エースチャイルド株式会社（URL） 

メンタルトレーナーが受験生・保護者・関係者の方へのメンタルサポートとして、無料 SNS 相談を提供（2022/1/17 

(月)） 

 

エースチャイルド株式会社（URL） 

“プロフェッショナル心理カウンセラー”が受験生、保護者、関係者の方へのメンタルサポートとして無料 SNS 相談を緊急実

施（2022/1/17 (月)） 

 

AP TECH 株式会社（URL） 

DRONE FUND が、データ通信技術に係る独自技術開発、DX コンサルティングの提供を行う AP TECH 株式会社への

出資を実行（2022/1/20 (木)） 

 

AP TECH 株式会社（URL） 

AppleWatch を活用した遠隔モニタリングサービス「Hachi」を展開する AP TECH 株式会社が、ドローンファンド等から資

金調達を実施（2022/1/20 (木)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

インタビューメーカー、「im AI エクスプレス選考」と連携。AI による解析結果を管理画面で閲覧可能に（2022/1/5 

(水)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000020489.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000038923.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000011387.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000047506.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000026186.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000071978.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000015527.html
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株式会社エクサウィザーズ（URL） 

小売業に向けた「品揃え最適化 AI」をエクサウィザーズとスギ薬局が共同開発?多種多様な商品カテゴリーに対応、小売

業の目線で売上を最大化する品揃えを自動作成? - 株式会社エクサウィザーズ（2022/1/5 (水)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

キリンホールディングス、CSV パーパスの実現に向けて「エシカル就活ーETHICAL SHUKATSUー」の利用を開始：2022

年 1 月 27 日に、23 卒向けエシカル企業合同イベントを開催（2022/1/6 (木)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

パーソルテクノロジースタッフ、エクサウィザーズ AI 人材の育成を共同で開始（2022/1/12 (水)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

エクサウィザーズ、パーソルテクノロジースタッフ DX/AI 人材の育成を共同で開始～IT エンジニアを DX/AI 人材へとリスキ

ルし、人材不足の解消を目指す～ - 株式会社エクサウィザーズ（2022/1/12 (水)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

採用直結イベント｜ 代表取締役社長・石山による Liiga PITCH Keynote のご案内 - 株式会社エクサウィザーズ

（2022/1/14 (金)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

BS テレ東 「日経モーニングプラス FT」に代表取締役社長・石山が出演しました。 - 株式会社エクサウィザーズ

（2022/1/20 (木)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

仙台・東北企業の AI 活用推進に向けたビジネスアイデアを競う「仙台 X-TECH イノベーションアワード 2022」を開催

（2022/1/26 (水)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

AI 写真サービス「とりんく」2022 年 4 月リリース 全国の保育園や習い事教室を対象に展開?AI カメラでの撮影から写真

の選別、保護者への配信までをその日のうちにお届け? - 株式会社エクサウィザーズ（2022/1/26 (水)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

全国の学生 1270 名対象 第 2 回「就職活動におけるデータ利活用についての意識調査」 学生はメリット明示で 75％

賛成、反対は 5％弱～「手間改善」「企業とのマッチング」「フィードバック」「低離職」に期待～（2022/1/31 (月)） 

 

エニシア株式会社（URL） 

【MUFG×ILS】同行サポートプログラム受賞など先端スタートアップ 15 社が ILS2022 に登壇（2022/1/14 (金)） 

 

https://exawizards.com/archives/18931
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000076773.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000600.000016451.html
https://exawizards.com/archives/19009
https://exawizards.com/archives/19029
https://exawizards.com/archives/19128
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000084933.html
https://exawizards.com/archives/19150
https://exawizards.com/archives/19198
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000005367.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2022 年 1 月分） 

【五十音順】 

5 

 

NUProtein 株式会社（URL） 

佐賀県コスメ／ヘルスケア特化アクセラレータープログラムのデモデイを、2 月 28 日に開催します！（2022/1/27 (木)） 

 

エリー株式会社（URL） 

いにしえの時代から続く日本の食文化を未来につなぐ。「かいこ」を原料としたサステナブルフードに着目した「まゆの便り」シリ

ーズ新発売（2022/1/17 (月)） 

 

エリー株式会社（URL） 

ゴールドを、もっと自由に。フレームも純金製！メイプルリーフ金貨ジュエリー新作 4 アイテムが 1 月 20 日新発売

（2022/1/18 (火)） 

 

エリー株式会社（URL） 

蚕（かいこ）昆虫食スタートアップのエリー、敷島製パン株式会社（Pasco）と食用蚕パウダーを使ったクロワッサンとマドレ

ーヌを発売（2022/1/20 (木)） 

 

エリー株式会社（URL） 

蚕（かいこ）の食品「SILKFOOD」、有楽町 micro FOOD & IDEA MARKET にて「SILKFOOD シルクチョコレート

（プロト品）」のサンプリング会を開催（2022/1/24 (月)） 

 

エリー株式会社（URL） 

食品原料 Web サービス「シェアシマ」、昆虫食原料の特集ページを開設し、食品メーカーの開発担当者やマーケティング担

当者に対し、SDGs をコンセプトにした商品開発を支援する体制を強化（2022/1/26 (水)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

「湘南ヘルスイノベーションパーク（湘南アイパーク）」参画のお知らせ - エルピクセル株式会社（2022/1/11 (火)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

医療 AI プラットフォームの第２期試行運用を開始（2022/1/31 (月)） 

 

株式会社 O: (オー）（URL） 

東京都主催のイベント「DX 社会実装プロジェクト」の第 3 回登壇企業に選出 | 株式会社 O:（オー）（2022/1/28 

(金)） 

 

株式会社 ORPHE（URL） 

Monozukuri Ventures、2 号ファンドをセカンドクローズ（2022/1/19 (水)） 

 

KAICO 株式会社（URL） 

九州大学発ベンチャーKAICO が企業・団体向けに新型コロナ抗体測定サービスを開始（2022/1/21 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000061880.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000184.000036645.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000028959.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000052502.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000052502.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000042412.html
https://lpixel.net/news/information/2022/10495/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000080023.html
https://o-inc.jp/news/1081
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000076450.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000054891.html
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株式会社カミナシ（URL） 

カミナシ、新執行役員就任のお知らせ（2022/1/4 (火)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

ルートインホテルズが現場 DX を目的に、 現場改善プラットフォーム『カミナシ』を約 360 施設に導入決定 （2022/1/26 

(水)） 

 

株式会社 CUVEYES（URL） 

地方最大級の挑戦者応援イベント「TGA Festival 2022」仙台で開催（2022/1/15 (土)） 

 

株式会社クオンタムオペレーション（URL） 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社様と業務提携契約を締結（2022/1/6 (木)） 

 

株式会社グッドフェローズ（URL） 

タイナビ発電所 Plus、TAOKE 社の SmartPV と連携開始！（2022/1/11 (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」総合満足度 No.1 獲得記念！人材紹介会社向けの割引特

典がつく新プランを 1 月 4 日から開始！！（2022/1/4 (火)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

【総額 500 万円】総合満足度 No.1 の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」が大規模キャンペーン

を開催！ | 株式会社 grooves | Grooves Inc .（2022/1/25 (火)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

ノーコード AI チャットボット「KUZEN」を提供する株式会社コンシェルジュ、ベストベンチャー100 に選出！（2022/1/5 

(水)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

日本企業がデジタル時代に目指すべき将来像とは？B&DX、書籍「Digital-Oriented 革命 DX が進化した究極の姿を

描く」発売（2022/1/14 (金)） 

 

サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

国内初！未上場企業向け非財務情報可視化システム「SX サーベイ SaaS 版」製品版を本格提供開始（2022/1/11 

(火)） 

 

サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

2 月 8 日（火）18:30～ 起業家・投資家の皆さまを対象としたオンライン TECH イベント sunabar 主催 

「SDGs/ESG 時代における投資対象としての組込型金融」を開催（2022/1/27 (木)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000054269.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000054269.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000014162.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000037671.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000025653.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000129.000005321.html
https://www.grooves.com/news/4225
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000017833.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000093274.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000033366.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000129.000034650.html
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サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

サステナブル・ラボと SAP ジャパンが「真の企業価値の可視化サービス」連携の検討を開始（2022/1/31 (月)） 

 

株式会社 SHIFT PLUS（URL） 

移住せずにスキルを地域へ還元！高知県の専門人材副業活用を強化（2022/1/26 (水)） 

 

株式会社 SHIFT PLUS（URL） 

みらいワークス、高知県と県内企業での副業プロ人材活用を推進（2022/1/26 (水)） 

 

株式会社 Smart119（URL） 

【救急搬送困難を解消】『TRY! YAMANASHI! 実証実験サポート事業』が救急医療情報サービス「Smart119」の実

証実験を実施（2022/1/14 (金)） 

 

スマイルロボティクス株式会社（URL） 

第 5 期「MURC アクセラレータ LEAP OVER」16 のスタートアップが Bootcamp に参加し、第 5 期生 9 社の採択決定

（2022/1/31 (月)） 

 

株式会社 3D（URL） 

人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」 2022 プロジェクト メディア発表会を 1/21（金）に開催

（2022/1/17 (月)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

【参加無料】NEDO・J-Startup エキシビジョン【ILS2022】2/16(水)-18(金)＠虎ノ門ヒルズ（2022/1/24 (月)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

スマホで簡単に風力発電所のオーナーになれる！個人が脱炭素へ参加できる新しい選択肢【スマホで買える太陽光発電

所 CHANGE(チェンジ)】（2022/1/1 (土)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

【2022 年 お正月 初売キャンペーン】がスタート「スマホで買える太陽光発電所 CHANGE(チェンジ)」（2022/1/1 

(土)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

新発売の風力発電所が販売開始から約 13 時間で完売（2022/1/2 (日)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

【2022 年 大決算セール】がスタート「スマホで買える太陽光発電所 CHANGE(チェンジ)」（2022/1/26 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000052578.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000021487.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000016557.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000056624.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000020489.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000052391.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000005367.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000115.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000034887.html
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株式会社チカク（URL） 

悠遊ショップにて「まごチャンネル」を販売開始（2022/1/11 (火)） 

 

株式会社チカク（URL） 

兵庫県たつの市 高齢者ゆるやかな見守り支援事業／「まごチャンネル with SECOM」の「外出促進によるフレイル予防」

「離れた家族による自助の強化」への有用性を確認（2022/1/19 (水)） 

 

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 | 株式会社 T-ICU（2022/1/5 (水)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

【令和 4 年 6 月開講予定】株式会社 T-ICU 特定行為研修第 2 期生出願開始のご案内 | 株式会社 T-ICU

（2022/1/17 (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 2 月オンライン受講説明会のお

知らせ | 株式会社 T-ICU（2022/1/24 (月)） 

 

株式会社データグリッド（URL） 

【MUFG×ILS】同行サポートプログラム受賞など先端スタートアップ 15 社が ILS2022 に登壇（2022/1/14 (金)） 

 

デジタルグリッド（URL） 

若手キャピタリストが選ぶ“次世代を担うスタートアップ”、BRIDGE Tokyo 2022「INTRO Showcase 最優秀賞」11 社

を発表（2022/1/28 (金)） 

 

デジタルグリッド（URL） 

デジタル身分証と eKYC の TRUSTDOCK、若手キャピタリストが選ぶ次世代スタートアップ「INTRO Showcase 

Supported by Monthly Pitch」注目の 11 社に選出（2022/1/29 (土)） 

 

株式会社テンアップ（URL） 

メタバースお仕事 100 個挑戦プロジェクト募集！（2022/1/11 (火)） 

 

株式会社東京ファクトリー（URL） 

製造現場の DX を支援する東京ファクトリー、製造現場向け SaaS「Proceed クラウド」での動画の撮影・管理機能をリリ

ース（2022/1/31 (月)） 

 

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（URL） 

ダイハツ広島販売・あいおいニッセイ同和損保と連携し、個人向け「DFree Personal」を活用したモビリティ実証実験を開

始しました - トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（2022/1/5 (水)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000152.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000154.000015422.html
https://www.t-icu.co.jp/news/press/1714.html
https://www.t-icu.co.jp/news/information/1799.html
https://www.t-icu.co.jp/news/information/1843.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000005367.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000079001.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000169.000033766.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000033608.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000064407.html
https://www-biz.co/2021/09/02/4260/
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トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（URL） 

【参加無料】NEDO・J-Startup エキシビジョン【ILS2022】2/16(水)-18(金)＠虎ノ門ヒルズ（2022/1/24 (月)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

コンパクトなダンボール製の新製品 「mamaro lite?」販売開始（2022/1/6 (木)） 

 

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、ねこの排泄情報を LINE で知らせるサービス「waneco Talk Toletta オプション」を 2022

年 1 月 31 日に提供開始（2022/1/31 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

駐車場の混雑をリアルタイムに可視化！福岡市と共同でと二見ヶ浦周辺の満空情報を配信開始。（2022/1/11 

(火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

経産省主催「第 2 回トラベルテックピッチ」にメトロエンジン株式会社取締役 COO 小阪が登壇（2022/1/11 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

お手洗いの長時間利用抑止サービス「VACAN AirKnock Ads」でコミュニケーションツール「Sharewind」のプロモーション

動画を配信開始（2022/1/19 (水)） 

 

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株式会社バカン-VACAN-

（2022/1/19 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 53 カ所の混雑可視化に活用。大阪府枚方市に、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-（2022/1/22 (土)） 

 

株式会社バカン（URL） 

【本への掲載】「改革・改善のための戦略デザイン 自治体 DX」に掲載されました | 株式会社バカン-VACAN-

（2022/1/25 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

世界最先端の３つの海外カンファレンスも集結するビジネスイノベーションの祭典 Innovation Garden 2022 開催！

（2022/1/26 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000005367.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000021881.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000229.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000126.000022951.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000231.000018933.html
https://corp.vacan.com/news/news-shibuya.html
https://corp.vacan.com/news/news-hirakata.html
https://corp.vacan.com/news/book.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000063880.html
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株式会社バカン（URL） 

銀行 DX を推進！佐賀銀行の店舗に、安全性と快適性をサポートするリアルタイム混雑情報配信プラットフォーム

「VACAN」を提供開始 | 株式会社バカン-VACAN-（2022/1/27 (木)） 

 

株式会社ハタプロ（URL） 

在宅で実施可能な AI ロボットを用いた新たな認知機能トレーニング法に関する臨床研究を開始｜ハタプロ（2022/1/5 

(水)） 

 

株式会社ハタプロ（URL） 

海外・国内のベンチャー系ニュースサイト TECHABLE に掲載されました。｜ハタプロ（2022/1/23 (日)） 

 

株式会社バカン（URL） 

【参加無料】NEDO・J-Startup エキシビジョン【ILS2022】2/16(水)-18(金)＠虎ノ門ヒルズ（2022/1/24 (月)） 

 

株式会社 public dots & Company（URL） 

自治体 DX 事業部の事業譲渡について（2022/1/20 (木)） 

 

株式会社 public dots & Company（URL） 

【株式会社 MAIA】自治体 DX 事業の加速を目的とし Public dots & Company より事業譲受のお知らせ

（2022/1/20 (木)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

vivola が山梨県による「TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」に採択、不妊治療データ検索アプリ「cocoromi

（ココロミ）」を活用した山梨県特設ページを開設（2022/1/6 (木)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

女性医療×AI の vivola（ビボラ）、徳島市と不妊治療等への理解促進に向けて連携協定を締結（2022/1/13 

(木)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

オンライン配信「ふくしまベンチャーアワード 2021 最終選考会」（主催:福島県,企画運営:エイチタス株式会社）

（2022/1/19 (水)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

小田原市で AI を利用した赤ちゃんの睡眠サポートの実証実験を開始。ベビーテックで育児ストレスの軽減と育児に対する

自己効力感の向上を目指す（2022/1/26 (水)） 

 

https://corp.vacan.com/news/ssgaginko.html
https://hatapro.co.jp/news/20220105_zukku/
https://hatapro.co.jp/news/220109media/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000005367.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000044479.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000035957.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000058605.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000058605.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000234.000023448.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000023831.html
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株式会社ファーメンステーション（URL） 

株式会社ファーメンステーションは企業活動におけるパーパス（存在意義）、およびコミットメント（宣言・約束）を制定、

企業活動における取組を加速してまいります。 | 株式会社ファーメンステーション (FER（2022/1/5 (水)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

WEB 掲載：ELEMINIST | 株式会社ファーメンステーション (FERMENSTATION Co., Ltd.)（2022/1/11 (火)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

1/11 テレビ放送： IBC ニュースエコー | 株式会社ファーメンステーション (FERMENSTATION Co., Ltd.)

（2022/1/11 (火)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

東北生まれのスキンケア 全国どこでも購入可能に「and OHU（アンオフ）」EC サイト販売開始のお知らせ

（2022/1/19 (水)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

2/9 登壇：東京都女性ベンチャー成長促進事業 APT Women 成果報告会 | 株式会社ファーメンステーション 

(FERMENSTATION Co., Ltd.)（2022/1/26 (水)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

株式会社薬王堂様との対談の様子を事業共創ページにアップいたしました。 | 株式会社ファーメンステーション 

(FERMENSTATION Co., Ltd.)（2022/1/27 (木)） 

 

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』の提供開始（2022/1/12 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

ファミワンと第一スマート少額短期保険株式会社にて、『ファミワン感染症ほけん』の提供開始（2022/1/12 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

2 人目不妊って何ですか？【妊活コンシェルジュ西岡有可「心と体と妊活と。」第 8 回】 - 共働き with -講談社公式- 仕

事も家庭もわたしらしく（2022/1/12 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

【経産省 フェムテック補助金 妊活支援】荒川区社会福祉協議会後援、OGP 薬局荒川店共催にて東京都荒川区の方

向けにヘルスケアセミナーを行います（2022/1/21 (金)） 

 

https://fermenstation.co.jp/news_jp/pressrelease_jp/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%af%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%b4%bb%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%81%8a/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/web%e6%8e%b2%e8%bc%89%ef%bc%9aeleminist/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/1-11%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e6%94%be%e9%80%81%ef%bc%9a-ibc%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%83%bc/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000090658.html
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/2-9%e7%99%bb%e5%a3%87%ef%bc%9a%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e6%88%90%e9%95%b7%e4%bf%83%e9%80%b2%e4%ba%8b%e6%a5%adapt-women-%e6%88%90/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/etc_jp/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e8%96%ac%e7%8e%8b%e5%a0%82%e6%a7%98%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%af%be%e8%ab%87%e3%81%ae%e6%a7%98%e5%ad%90%e3%82%92%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%85%b1%e5%89%b5%e3%83%9a%e3%83%bc/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000094.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000014333.html
https://withonline.jp/parenting/yuka-nishioka/Hw5hg
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000096.000014333.html
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株式会社ファミワン（URL） 

【経産省 フェムテック補助金 妊活支援】荒川区社会福祉協議会後援、OGP 薬局荒川店共催にて東京都荒川区の方

向けにヘルスケアセミナーを行います（2022/1/24 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

【経産省 フェムテック補助金 妊活支援】福島県福島市と連携して、お住いの方やお勤めの方向けに妊活とヘルスケアセミ

ナーを行います（2022/1/24 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

【経産省フェムテック補助金 妊活支援】栃木県職員生活協同組合の組合員を対象に、妊活とヘルスケアセミナーを開催

します（2022/1/26 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

DMM 主催「フェムテック推進 EXPO ONLINE」46 名がアンバサダーに就任！特別ピッチライブも開催！（2022/1/26 

(水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

【経産省フェムテック補助金 妊活支援】福島県国見町と連携して、お住いの方やお勤めの方向けにヘルスケアセミナーを行

います（2022/1/28 (金)） 

 

株式会社フィッシュパス（URL） 

中小機構 2021 年度アクセラレーション「FASTAR」一次募集採択企業 9 社を決定（2022/1/6 (木)） 

 

株式会社フィッシュパス（URL） 

釣りビジョン「釣りうぇ?ぶ」でフィッシュパス アプリが紹介されます！ | FISHPASS（フィッシュパス）（2022/1/26 (水)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

【自治体初】歩いてためた”健康”ポイントを PayPay に変換可能に （2022/1/20 (木)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

「HERALBONY 2022」新ビジュアルを発表（2022/1/31 (月)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

ハイアット セントリック 銀座 東京 障害のある作家の才能を社会に放つ「ヘラルボニー」と初コラボレーションのコンセプトル

ームを 2022 年 1 月 31 日（月）より Makuake にて先行予約開始！（2022/1/31 (月)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

ファッションブランド「HERALBONY」、衣・食・住を彩るライフスタイルブランドへ拡張（2022/1/31 (月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000096.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000097.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000081780.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000223.000014738.html
https://www.fishpass.co.jp/news/archives/18732
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000007987.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000039365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000035058.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000125.000039365.html
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株式会社ヘラルボニー（URL） 

(共同リリース)JAL・ヘラルボニーがアートで三沢空港を鮮やかに彩ります、「#MISAWA ARTPORT ～三沢に放たれた

異彩と、廃材～」を開催（2022/1/14 (金)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

「HERALBONY」、日比谷花壇とコラボレーションイベントを開催（2022/1/11 (火)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

【ヘラルボニー×菊の司酒造による初のコラボレーション】異彩のアートがラベルを彩る日本酒「はなみち」を１月８日に先行

予約開始 １５日に「クロステラス盛岡」で販売・試飲会を開催（2022/1/8 (土)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

「CROSS B PLUS × ART MUSEUM」の期間限定開催について（2022/1/4 (火)） 

 

マイクロ波化学株式会社（URL） 

【MUFG×ILS】同行サポートプログラム受賞など先端スタートアップ 15 社が ILS2022 に登壇（2022/1/13 (木)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

長崎県に新型コロナウイルスの PCR 検査等無料検査所を開設（2022/1/5 (水)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

「第 7 回産官学がんゲノム医療最前線意見交換会」に弊社代表の原が登壇しました | MICIN（2022/1/17 (月)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

「女性の健康に関する受診勧奨セミナー」に弊社代表の原が登壇しました | MICIN（2022/1/17 (月)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

deleteC、がん治療研究の新応援企画を始動 ～ワールドキャンサーデー前後の 1 カ月間、クラファン、音楽、買い物など

のアクションで、誰もが気軽に応援～（2022/1/20 (木)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

日刊工業新聞にて、弊社の「curon typeC」が、「広島県オンライン診療センター」にて活用されていることが紹介されました 

| MICIN（2022/1/20 (木)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

規制改革推進会議で取り上げられた DCT 普及への課題と期待（2022/1/24 (月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000613.000030684.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000039365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000121.000039365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000039365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000005367.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000054466.html
https://micin.jp/news/6154
https://micin.jp/news/6156
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000065179.html
https://micin.jp/news/6211
https://dht.micin.jp/virtual-clinical-trial/dct05/
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マシンラーニング・ソリューションズ株式会社（URL） 

国立大学法人東北大学・Langsmith 株式会社 大学の研究力強化と AI 技術の発展・利活用促進に向けた相互協

力（2022/1/25 (火)） 

 

MAMORIO 株式会社（URL） 

MAMORIO アプリデザインを大幅に刷新。モノの移動履歴を時間軸上に表現するロケーションタイムライン機能をリリース

（2022/1/24 (月)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

仕事内容のミスマッチを防止する！ミツカリが適性検査で得意な業務を可視化する機能を提供開始（2022/1/12 

(水)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

メディア掲載 2022年1月11日13:50『国際開発ジャーナル』2022年1月号掲載のお知らせ（2022/1/11 (火)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

メディア掲載 2022 年 1 月 12 日 10:30 日経 ESG 2022 年 2 月号掲載のお知らせ（2022/1/12 (水)） 

 

株式会社メディカルフロント（URL） 

鎌倉新書、'ICT を活用してシニア層の抱える課題を解決する公民共同のビジネスプラットフォーム実現'をめざす「大阪スマ

ートシニアライフ実証事業推進協議会」へ参画（2022/1/21 (金)） 

 

株式会社メディカルフロント（URL） 

ICT を活用してシニア層の抱える課題を解決する公民共同のビジネスプラットフォーム実現をめざす「大阪スマートシニアライ

フ実証事業推進協議会」へ参画（2022/1/21 (金)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

あまーく、かまれる、新体験。「甘噛みハムハム」。ユカイ工学が新たなる癒やしの形を CES 2022 にて発表します。

（2022/1/4 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

RIZAP・JDSC・ユカイ工学の 3 社合同で健康寿命延伸プラットフォーム事業の実証実験を開始。高齢者の筋力維持・体

力年齢改善を顧客目線で実現へ（2022/1/18 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

健康寿命延伸プラットフォーム事業の実証実験を開始 高齢者の筋力維持・体力年齢改善を顧客目線で実現へ

（2022/1/18 (火)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001309.000000183.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000189.000022173.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000030921.html
https://www.securite.jp/news/release?a=166
https://www.securite.jp/news/release?a=168
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000009951.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000049667.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000154.000015618.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000155.000015618.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000188.000030866.html
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ユカイ工学株式会社（URL） 

【参加無料】NEDO・J-Startup エキシビジョン【ILS2022】2/16(水)-18(金)＠虎ノ門ヒルズ（2022/1/24 (月)） 

 

株式会社 Lightblue Technology（URL） 

◤共催無料ウェビナー開催！◢製造現場 DX のスモールサクセスから企業の DX を加速させる！（2022/1/7 (金)） 

 

株式会社ラテラ（URL） 

北大ビジネス・スプリング拡大セミナー「成功するハイテクベンチャー創立のノウハウ」（2022/1/19 (水)） 

 

リスク計測テクノロジーズ株式会社（URL） 

神奈川県「令和３年度新型コロナウイルス感染症対策ロボット実装事業」に参加したロボット等企業と県内事業者の交

流会を開催（2022/1/25 (火)） 

 

株式会社リトルソフトウェア（URL） 

LIVING TECH協会 × 日経BP総合研究所 共催2025年の社会課題を解決する住宅DXを語る「LIVING TECH 

カンファレンス 2021-2022」2 月 25 日(金)開催決定（2022/1/26 (水)） 

 

株式会社レスキューナウ（URL） 

レスキューナウ、鉄道情報の多言語対応を開始（2022/1/31 (月)） 

 

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 | 経営学で「はたらく」を幸

せにする：ワ ークシフト研究所（2022/1/4 (火)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000005367.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000038247.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000905.000021609.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000046770.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000057987.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000080052.html
https://workshift.co.jp/2022/01/3470/

