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株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

アジア最大規模のオープンイノベーションの祭典 ILS2022 にて登壇。日本政策金融公庫推薦枠にて（2022/2/2 

(水)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

アカデミスト、Sysmex R&D Center Europe と共に“ヘルスケアの進化をデザインする”基礎研究テーマの募集を開始

（2022/2/2 (水)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

アカデミスト、理化学研究所数理創造プログラム（iTHEMS）と共同でオンラインイベント「［森重文×坂上貴之特別対

談］数学は社会でどういきている？- 数学研究の本質を探る」を開催（2022/2/15 (火)） 

 

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」のアカデミスト賞発表イベントを 2 月 25 日に

開催（2022/2/19 (土)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

秘密計算スタートアップ Acompany、取締役 COO に佐藤礼司が就任（2022/2/2 (水)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

秘密計算エンジン『Quick MPC』、セキュアな環境下で機械学習が可能に（2022/2/8 (火)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

【北海道網走市 オホーツク海の流氷を宇宙から撮影】JX 通信社、アクセルスペースと協同で撮影した衛星写真を公開

（2022/2/4 (金)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

2 月 22 日開催『グローバル知財戦略フォーラム 2022』に代表永井が登壇いたします（2022/2/2 (水)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

“知的資本の PBR への遅延浸透効果：「アスタミューゼスコア」と「柳モデル」の応用”研究成果発表 ?アスタミューゼの「技

術資産スコア」における企業価値評価への影響を証明? （2022/2/15 (火)） 

 

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（第２回：価値軸・業界別のトレンド・背

景分析）（2022/2/16 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000022548.html
https://www.corp.academist-cf.com/post/press220201
https://www.corp.academist-cf.com/post/press220215
https://www.corp.academist-cf.com/post/press220219
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000046917.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000046917.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000114.000005993.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000213.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000214.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000007141.html
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アスタミューゼ株式会社（URL） 

リーガルテックグループ Tokkyo.Ai 社、第１回知財ウェビナー「グローバルハイテク覇権競争時代の知財戦略 AOS 2022 

February」を開催（2022/2/22 (火)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

3 分で自社に必要なアクションとソリューションがわかる！「カーボンニュートラル取り組み診断ナビ」をリリース（2022/2/22 

(火)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

【3/11（金） ローランドベルガー×アスタミューゼ 共催ウェビナー 開催】「モビリティ領域における脱炭素を機会とした新規

事業の創出」 （2022/2/28 (月)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

AirX、北海道の冬季ヘリコプター遊覧プランを販売開始（2022/2/21 (月)） 

 

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 3 月実施分の追加販売開始（2022/2/24 (木)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

Hmcomm、ベネッセホールディングスと資本業務提携を締結（2022/2/9 (水)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

浜松アクセラレーター2021 成果報告会を開催します！（2022/2/16 (水)） 

 

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、スタートアップ登竜門の ICC サミット FUKUOKA 2022

「STARTUP CATAPULT」に出場（2022/2/17 (木)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

Aniwo、イスラエルの注目アグリフードテックスタートアップ及び最新トレンドレポートの再配信決定のお知らせ

（2022/2/18 (金)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

リゾートワークスのワーケーションアンバサダーである Aniwo、ワーケーション体験記第一弾を公開（2022/2/18 (金)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

管理部門の DX を加速させる展示会【バックオフィス DXPO】具体的な出展社の顔ぶれなどを紹介する説明会をオンライン

開催！（2022/2/2 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000042056.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000216.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000217.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000033941.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000174.000049248.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000017704.html
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株式会社エーアイスクエア（URL） 

Web 雑誌「AI 導入を成功に導く PoC 事例集」を公開！（2022/2/9 (水)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

3/10（木）開催ピッチイベント スタートアップ・アライアンス・リンク第 2 回 【エネルギー＆クリーンテック】?京都の技術力で

切り拓く エネルギーと環境の未来?（2022/2/18 (金)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

AC Biode と志恩、灰や廃棄物から吸着材、抗菌材へリサイクルする技術に関し、オーストリア・英国 Mondi より基礎調

査を受注（2022/2/27 (日)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

【プレスリリース】U3 イノベーションズと LIFULL が、完全オフグリッド環境での生活実証施設「オフグリッド・リビングラボ八ヶ岳」

を山梨県北杜市に開所、実証実験を開始（2022/2/28 (月)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

NVIDIA DX アクセラレーション プログラムが本稼働、ビジネス競争力の強化を図るコンテンツを拡充（2022/2/4 (金)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

AI プラットフォーム「exaBase」と顧客環境を閉域網で接続（2022/2/9 (水)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

パーソル、CVC を「パーソルベンチャーパートナーズ」に商号変更メガベンチャーを早期に目指すスタートアップ出資に特化す

る「雇用創造ファンド」を新設（2022/2/10 (木)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

DX 組織以外でも 2 割の人材が DX 推進の潜在力 可視化サービスと戦略配置が人材不足への有効策に~4700 人の

受検データ分析から判明、短期の学習で即戦力化~ - 株式会社エクサウィザーズ（2022/2/10 (木)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

エクサウィザーズ、NTT データとの協業で AI と医療情報プラットフォーム利用のデータ活用サービスを開発 ～「千年カルテ」

と AI を活用し、医薬品研究開発や個別化医療に活用へ～ - 株式会社エクサウィザー（2022/2/14 (月)） 

 

株式会社エクサウィザーズ（URL） 

DX 人材発掘・育成サービス「exaBase DX アセスメント＆ラーニング」に未来のデジタルイノベーターを発見する新卒採用

向けアセスメント「DIA for New Grads」を新たにラインナップ、2 月 24 日リリース（2022/2/14 (月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000096.000053344.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000074.000021299.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000084759.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000079418.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000259.000012662.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000030192.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000607.000016451.html
https://exawizards.com/archives/19308
https://exawizards.com/archives/19326
https://exawizards.com/archives/19337
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株式会社エクサウィザーズ（URL） 

【3 月 9 日（水）ハコベルウェビナー開催】-年間 300 件以上の AI・DX 案件を手がけるエクサウィザーズ社が語る- AI 活

用で物流現場はどう変わるのか（2022/2/22 (火)） 

 

株式会社エスケア（URL） 

富士通アクセラレーター BEST PARTNER AWARD 2021 を発表！（2022/2/2 (水)） 

 

エニシア株式会社（URL） 

シード～アーリー期のスタートアップを支援！「OIH シードアクセラレーションプログラム（OSAP）」第 12 期デモデイを開催

（2022/2/21 (月)） 

 

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！（2022/2/16 (水)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

胸部 X 線画像の読影診断を支援する EIRL Chest Screening、肺結節候補域の検出と 5 つの計測機能を有する新

モデルとして販売開始 - エルピクセル株式会社（2022/2/3 (木)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

政策研究大学院大学・東京大学 名誉教授、黒川 清 氏 が顧問に就任 - エルピクセル株式会社（2022/2/16 

(水)） 

 

株式会社 ORPHE（URL） 

資生堂研究所「fibona(フィボナ)」、スタートアップ企業と美しい歩行の新たな評価法基盤を確立 ～ アクティブビューティ

ー実現に向け、実証実験のフェーズへ ～（2022/2/25 (金)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

OnBoard 株式会社、常勤監査役セミナー開催を決定（2022/2/2 (水)） 

 

KAICO 株式会社（URL） 

スタートアップカンファレンス「CALLING Vol.3」を 3 月 17 日（木）に開催（2022/2/18 (金)） 

 

KAICO 株式会社（URL） 

KAICO 新型コロナ抗体測定サービス福岡大学薬学部の薬剤師実習前検査に採用（2022/2/28 (月)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

freee 会計ユーザーがつながるコミュニティ「つばめの巣」発足（2022/2/4 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000223.000010550.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000037120.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000090165.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000043074.html
https://lpixel.net/news/press-release/2022/10501/
https://lpixel.net/news/information/2022/10516/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002143.000005794.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000080227.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000037341.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000054891.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000811.000006428.html
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株式会社カミナシ（URL） 

カミナシ、「第 50 回 国際ホテル・レストラン・ショー」に出展（2022/2/10 (木)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

カミナシ、オミクロン株の感染拡大に伴う休園・休校を受け特別有給休暇の付与を実施（2022/2/16 (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」受賞者が決定（2022/2/21 (月)） 

 

株式会社 KINCHAKU（URL） 

デジタル課金の最前線企業による共催セミナー「2022 年、デジタル課金の最前線を紐解く」を開催（2022/2/14 

(月)） 

 

株式会社クオンタムオペレーション（URL） 

Medtronic APAC Innovation Challenge にて TOP10 に選出されました。（2022/2/2 (水)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

エキスパートから学ぶ IT エンジニア採用ノウハウセミナーを開催！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）（2022/2/3 (木)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

【2 倍の 1,000 万円】キャッシュバック総額増額決定！ 総合満足度 No.1 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」 | 株式会社 grooves | Grooves Inc .（2022/2/22 (火)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

コロナ禍における生産性向上・採用力強化につながる福利厚生の在り方とは？【3/9（水）無料オンラインセミナー】

（2022/2/28 (月)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

オンラインセミナー「コロナ禍における生産性向上・採用力強化につながる福利厚生の在り方とは？」に、HQ の坂本が登壇

（2022/2/28 (月)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

AI 搭載型のチャットボット「KUZEN（クウゼン）」を LIFULL が導入。バックオフィス業務に関する質問を自動回答し問い

合わせ対応時間を 1 年間で 2,199 時間削減（2022/2/15 (火)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

AI 搭載型チャットボット「KUZEN（クウゼン）」をボートレース蒲郡が導入。公式 LINE アカウントの運用に活用

（2022/2/24 (木)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000054269.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000054269.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000014162.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000016281.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000037671.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000005321.html
https://www.grooves.com/news/4248
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000005321.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000089608.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000017833.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000017833.html
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株式会社昆虫食の entomo（URL） 

Kindle 出版『昆虫食のすすめ（現代語訳 食用及薬用昆虫に関する調査）』 - 昆虫食の entomo（2022/2/2 

(水)） 

 

株式会社昆虫食の entomo（URL） 

Kindle 出版『昆虫サプリのはじめ（現代語訳 昆虫本草）』 - 昆虫食の entomo（2022/2/2 (水)） 

 

株式会社昆虫食の entomo（URL） 

夕刊フジに掲載！ - 昆虫食の entomo（2022/2/14 (月)） 

 

サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

2 月 17 日(木)に『アクセラレーションプログラム未来 X(mirai cross)2022』Final Pitch（最終審査会）をオンラインに

て開催。25 社が登壇致します！（2022/2/8 (火)） 

 

サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

サステナブル・ラボが東京都とシティ・オブ・ロンドン共催の Tokyo-London Financial Seminar 2022 に登壇

（2022/2/11 (金)） 

 

サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

FinTech スタートアップのグローバルピッチコンテスト「FINOPITCH 2022」のファイナリストを発表（2022/2/25 (金)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

シェアリングエコノミー協会、国税庁 後援の元、20 社の事業者と共に確定申告講座を開催。（参加申込 2,700 名）

（2022/2/16 (水)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

タスカジ、家事代行の「代理手配」機能をリリース ?離れて暮らす高齢者に代わり、家族が手配して家事をサポート? | 株

式会社タスカジ（2022/2/16 (水)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

【JAL マイルプレゼントキャンペーン】CHANGE(チェンジ)に新規登録＆購入で最大 1,500 マイルプレゼント「スマホで買え

る太陽光発電所 CHANGE(チェンジ)」（2022/2/2 (水)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

環境アクションプラットフォーム「change」のティザーサイトを公開（2022/2/8 (火)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

待望の「グリーンワット」第 2 弾販売開始！（2022/2/9 (水)） 

https://entomo.jp/blog/kindle-susume20220202.html
https://entomo.jp/blog/kindle-hajime20220202.html
https://entomo.jp/blog/zakzak20220203.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000063513.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000052578.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000049702.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000022734.html
https://corp.taskaji.jp/information/release/2022/02/16/dairitehai/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000125.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000126.000034887.html
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株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

グリーンワット、再び約 14 時間で完売！「セルフカーボンオフセット」のニーズが高まる（2022/2/11 (金)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

第３回スタ★アトピッチ Japan 決勝大会にて野村ホールディングス賞受賞！（2022/2/12 (土)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

【ワットプラス最大 8 倍キャンペーン】「スマホで買える太陽光発電所 CHANGE(チェンジ)」（2022/2/14 (月)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

いつもの移動でポイントが貯まる！ANA Pocket と CHANGE(チェンジ)がコラボ「スマホで買える太陽光発電所

CHANGE(チェンジ)」（2022/2/19 (土)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

「セルフカーボンオフセット」のニーズに応え、「グリーンワット」第 3 弾販売開始！（2022/2/20 (日)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

ミス・アース・ジャパン、ファイナリストが「change」アンバサダーに就任！公式 SNS アカウント開設（2022/2/21 (月)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

あなたも知らないうちに大量の CO2 を排出している！？９つの質問があなたの CO2 を見える化！環境問題が自分ごとに

なる日本初のサービス登場（2022/2/22 (火)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

浄水炭 SUMITCH(スミッチ)が【環境アクションプラットフォーム「change」】と提携（2022/2/22 (火)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

約 1 分で「change」ってなに？の疑問が解消！たくさんの”ひとり”の想いを環境貢献につなぐ日本初のサービス「change」

のショートムービー公開（2022/2/23 (水)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

環境アクションをはじめて、エコ商品をゲットしよう！【環境アクションプラットフォーム change】（2022/2/23 (水)） 

 

株式会社チカク（URL） 

急速な新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、介護施設でのオンライン面会用にテレビ電話機器を無償で貸出

（2022/2/2 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000128.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000129.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000132.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000085427.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000135.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000134.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000155.000015422.html
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株式会社 T-ICU（URL） 

「関西財界セミナー賞 2022」で、株式会社 T-ICU が「特別賞」を受賞 | 株式会社 T-ICU（2022/2/18 (金)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

【講演】「第 27 回日本災害医学会総会・学術集会」に弊社代表取締役/医師 中西が登壇 | 株式会社 T-ICU

（2022/2/25 (金)） 

 

株式会社ディーセントワーク（URL） 

フードも、日用品も、アートも、ビジネスも、体験も。“ちょっといい明日”につながるあれこれを詰め込んだ、はたらく大人の文

化祭『MOV 市』渋谷ヒカリエで 2 月 23 日開催！（2022/2/16 (水)） 

 

株式会社ディーセントワーク（URL） 

コクヨが主催する「MOV 市」にて、叶えたい事が叶えられる転職セミナーを開催します！（2022/2/18 (金)） 

 

株式会社ディーピーエス（URL） 

3/10（木）開催ピッチイベント スタートアップ・アライアンス・リンク第 2 回 【エネルギー＆クリーンテック】?京都の技術力で

切り拓く エネルギーと環境の未来?（2022/2/18 (金)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

AndTech ソフトカバー「技術トレンドレポート「環境配慮型材料」vol.2」の技術書籍を 2022 年 1 月 31 日刊行いたし

ました。 （2022/2/4 (金)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

スマートメーターの市場規模、2026 年に 302 億米ドル到達予測（2022/2/14 (月)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

超スマート社会“Society 5.0”の実現に向けて、超スマート社会時代のカーボンニュートラルフォーラムを開催！ 2022 年

3 月 10 日（木）【超スマート社会推進コンソーシアム（SSS）主催】 （2022/2/17 (木)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

再生可能エネルギー拡大に寄与する非同期連系システム 「デジタルグリッドルータ DGR」を開発する DG キャピタルグルー

プ。Grid Forming-Cell Grid 技術公開試験を実施。（2022/2/18 (金)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

自治体脱炭素オンラインフォーラム「デジタル×脱炭素でみる先進事例」を３月３日（木）開催（2022/2/18 (金)） 

 

株式会社テンアップ（URL） 

メタバース実証実験・不動産賃貸（調査結果）（2022/2/21 (月)） 

 

https://www.t-icu.co.jp/news/press/2084.html
https://www.t-icu.co.jp/news/information/2132.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000366.000048998.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000052598.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000074.000021299.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000148.000080053.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002830.000071640.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000085249.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000075552.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000174.000036930.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000033608.html
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株式会社東京ファクトリー（URL） 

製造現場のデジタル化や業務効率化に関する情報を発信するデジタルメディア「Proceed クラウドマガジン」をリリース

（2022/2/15 (火)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

長野ダイハツモータース 北長野店へ設置型ベビーケアルーム「mamaro」を導入（2022/2/4 (金)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

清水エスパルス・IAI スタジアム日本平にベビーケアルーム導入（2022/2/25 (金)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

Kazi プロジェクトが仙台市内に 「mamaro 2?」を設置（2022/2/28 (月)） 

 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

ねこのスマートトイレ「Toletta（トレッタ）」アプリ全面リニューアルを 2022 年 3 月に実施することを発表。ねこの日を記念

してティザーサイト公開（2022/2/22 (火)） 

 

BionicM 株式会社（URL） 

第 10 版電子部品技術ロードマップに掲載されました - BionicM（2022/2/22 (火)） 

 

BionicM 株式会社（URL） 

グローバル課題に取り組む起業家のための世界最大規模のスタートアップ・コンテスト「Extreme Tech Challenge 

(XTC)」日本予選に出場する 10 社が決定！（2022/2/24 (木)） 

 

株式会社バカン（URL） 

マーケティングセミナーイベント「第 5 回 メディアレーダー EXPERT WEBINAR WEEK」開催決定！広告・マーケティング

の専門家が登壇。参加申し込み無料！（2022/2/2 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

オフィス向けコミュニケーション促進サービス「Keeple」を NTT 東日本のオフィスへ提供開始（2022/2/4 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所の混雑可視化に活用。埼玉県所沢市に、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-（2022/2/7 (月)） 

 

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-（2022/2/7 (月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000064407.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000021881.html
https://www.bionicm.com/2022/02/22/%e7%ac%ac10%e7%89%88%e9%9b%bb%e5%ad%90%e9%83%a8%e5%93%81%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%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://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000052721.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000005365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000235.000018933.html
https://corp.vacan.com/news/tokorozawa.html
https://corp.vacan.com/news/sagaginko.html
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株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所の混雑を可視化し、分散避難をサポート。神奈川県に空き情報プラットフォーム「VACAN」を提供開始 

| 株式会社バカン-VACAN-（2022/2/9 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

ホリプロデジタルエンターテインメントと「トイレ体験の向上」を目的とした協業を開始。トイレ利用者を対象としたコンテンツを

共同制作（2022/2/15 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

トイレの長時間利用抑止サービス「VACAN AirKnock Ads」で膣内フローラを整える「乳酸菌 UREX（ユーレックス）」の

啓発動画を配信開始（2022/2/22 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 33 カ所の混雑可視化に活用。大阪府守口市に、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-（2022/2/25 (金)） 

 

株式会社 public dots & Company（URL） 

【Public dots & Company】環境省と 3 つの基礎自治体と共に「移動データを活用した脱炭素のまちづくり」

（2022/2/15 (火)） 

 

PIAZZA 株式会社（URL） 

地域 SNS「ピアッザ」が、経済産業省が実施する「デジタル技術等を活用した育児支援サービス（Ｂａｂｙ－Ｔｅｃｈ

等）の普及可能性等に関する調査」の実証事業に参画（2022/2/7 (月)） 

 

PIAZZA 株式会社（URL） 

大阪府南河内地域の魅力向上と活性化のため５市町が連携。PIAZZA と連携協定を締結（2022/2/24 (木)） 

 

PIAZZA 株式会社（URL） 

地域 SNS アプリ「ピアッザ」のエリアが広がります（2022/2/25 (金)） 

 

株式会社ビーワンカレッジ（URL） 

【無料 ZOOM セミナー】目標管理に悩む方必見！成長速度を高める KPI 管理と OKR の作り方（2022/2/8 (火)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

最優秀賞他各賞決定！1/20 開催「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）（2022/2/3 (木)） 

 

https://corp.vacan.com/news/vacan-kanagawa.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000236.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000238.000018933.html
https://corp.vacan.com/news/moriguchi.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000044479.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000094.000016981.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000016981.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000096.000016981.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000033468.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000236.000023448.html
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vivola 株式会社（URL） 

不妊治療適用前の今だからこそ！ 「不妊治療と仕事の両立セミナー」（主催：vivola 株式会社、郡山市産業政策

課）（2022/2/9 (水)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

【みんな電力】賛同企業 24 社と共に、自社社員の再エネ切り替えサポートを開始（2022/2/3 (木)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

催事店：すみだサイクルインダストリーチャレンジ！ | 株式会社ファーメンステーション (FERMENSTATION Co., Ltd.)

（2022/2/3 (木)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

ホタテの貝殻をアップサイクルするレルムナチュレジャパン様との対談の様子が掲載されました。 | 株式会社ファーメンステー

ション (FERMENSTATION Co., Ltd.)（2022/2/4 (金)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

WEB マガジン colocal：スノーピーク 山井梨沙さんとの対談の様子が掲載されました。 | 株式会社ファーメンステーション 

(FERMENSTATION Co., Ltd.)（2022/2/7 (月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

WEB マガジン：Local Resource News | 株式会社ファーメンステーション (FERMENSTATION Co., Ltd.)

（2022/2/22 (火)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

WEB 掲載：COMMEARTH | 株式会社ファーメンステーション (FERMENSTATION Co., Ltd.)（2022/2/22 

(火)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

3/8 登壇：国際女性デーに考えるダイバーシティー経営、どう進める？ | 株式会社ファーメンステーション 

(FERMENSTATION Co., Ltd.)（2022/2/24 (木)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

3/10 登壇：環境省主催｢ローカル SDGs のデザイン～地域の資源を循環させる仕組みづくり～｣ | 株式会社ファーメ

ンステーション (FERMENSTATION Co., Ltd.)（2022/2/25 (金)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

NTT ドコモ・ベンチャーズ主催のスタートアップピッチイベントの「フェムテック特集」にてファミワン代表の石川勇介が登壇します

（2022/2/7 (月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000237.000023448.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000050516.html
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/%e5%82%ac%e4%ba%8b%e5%ba%97%ef%bc%9a%e3%81%99%e3%81%bf%e3%81%a0%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%80%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%ac%e3%83%b3/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/%e3%83%9b%e3%82%bf%e3%83%86%e3%81%ae%e8%b2%9d%e6%ae%bb%e3%82%92%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%ac%e3%83%ab%e3%83%a0%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/web%e3%83%9e%e3%82%ac%e3%82%b8%e3%83%b3colocal%ef%bc%9a%e3%82%b9%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%94%e3%83%bc%e3%82%af-%e5%b1%b1%e4%ba%95%e6%a2%a8%e6%b2%99%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%af%be%e8%ab%87/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/web%e3%83%9e%e3%82%ac%e3%82%b8%e3%83%b3%ef%bc%9alocal-resource-news/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/web%e6%8e%b2%e8%bc%89%ef%bc%9acommearth/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/3-8%e7%99%bb%e5%a3%87%ef%bc%9a%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%83%87%e3%83%bc%e3%81%ab%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b%e3%80%80%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/etc_jp/3-10%e7%99%bb%e5%a3%87%ef%bc%9a%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%9c%81%e4%b8%bb%e5%82%ac%ef%bd%a2%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%ab-sdgs-%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bd%9e%e5%9c%b0%e5%9f%9f/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000100.000014333.html
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株式会社ファミワン（URL） 

ファミワンの西岡有可が大会長を務める「第 20 回日本生殖看護学会学術集会」のプログラムが公開（2022/2/9 

(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】自治労北海道の 229 組合の組合員を対象に「生理とうまく付き合うコツ」のセミナ

ーを行います（2022/2/9 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

home | 第 20 回 日本生殖看護学会学術集会（2022/2/10 (木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

フェムテック推進 EXPO ONLINE へファミワン代表の石川と西岡が登壇し、特集動画コンテンツ「企業が実践するウェルビー

イング最前線」にも出演（2022/2/14 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

フェムテック振興議員連盟の第 8 回総会にて、ファミワン代表の石川とファミワン導入企業の GA technologies 社が発表

（2022/2/14 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

“雇用のダイバーシティ”どう実現？スタートアップ企業と語る「リアル」と「これから」 | Touch! PERSOL | パーソルグループ

（2022/2/14 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

妊活は夫婦二人だけの問題、なんてない。 - 石川 勇介 | LIFULL STORIES（2022/2/17 (木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

ダイバーシティニュース テクノロジー（1/21）宋美玄【2/28 までの限定公開】 | GLOBIS 知見録（2022/2/18 

(金)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

保険適用一覧ダウンロード - 株式会社ファミワン（2022/2/18 (金)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

【経産省フェムテック補助金】島根県知夫村の中学 3 年生向けにオンラインセミナー「中学校を卒業するあなたへ お守りの

性教育」を行います（2022/2/19 (土)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000014333.html
https://academic-meeting.com/jsfn20th/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000104.000014333.html
https://touch.persol-group.co.jp/20220210_10732/
https://media.lifull.com/stories/20220217192/
https://globis.jp/article/56936
https://famione.co.jp/insurance-coverage/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000106.000014333.html
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株式会社ファミワン（URL） 

Famm 出張撮影が、2 月 22 日発売「ママと赤ちゃんの医療保険 ディアベビー」の付帯サービスに。撮影料金が 3,000

円 OFF（2022/2/22 (火)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

デジタルヘルストレンド 2022 | オンラインストア|メディカ出版（2022/2/22 (火)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

theme #05 誰もが「妊活」と向き合い考える未来［フェムトーク］ | metropolitana.tokyo [メトロポリターナトーキョ

ー]（2022/2/24 (木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

不妊治療に関連する「2022 年度 診療報酬改定」一覧表が、公開から一週間で 900 名以上に無料ダウンロードいただ

けました（2022/2/25 (金)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

東京都が主催する「ライフ・ワーク・バランス EXPO 東京 2022」にて、ファミワンの妊活の福利厚生サポートの導入事例と展

示が開始しました（2022/2/25 (金)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

アイアル少額短期保険（住友生命グループ）、ファミワン（妊活コンシェルジュ）、ミルケア（赤ちゃんの成長 APP）３社

共同開発保険～「ママと赤ちゃんの医療保険 ディアベビー」２月２２日発売～（2022/2/25 (金)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

長崎県の『妊活 LINE サポート事業』として、2022 年 4 月からの不妊治療の保険適用をテーマにしたオンラインセミナーを

開催します（2022/2/28 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

ライフ・ワーク・バランス EXPO 東京 2022 | lwbe（2022/2/28 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

WEB アンケート・申込みシステム - 妊活オンラインセミナー（2022/2/28 (月)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

推定 BHQ を用いた「脳の健康」の実証研究支援の開始（2022/2/2 (水)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

【RDD 企画】オンライン診療は希少疾患の救いになるか？希少疾患当事者対談【前編】（2022/2/2 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000037972.html
https://store.medica.co.jp/item/403020001
https://metropolitana.tokyo/ja/archive/femtalk-05
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000110.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000108.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000014333.html
https://www.lwb-expo.metro.tokyo.lg.jp/
https://eap.pref.nagasaki.lg.jp/kv2/?42000X00005609OXG
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000007987.html
https://dht.micin.jp/telemedicine/telemedicine06/
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株式会社 MICIN（URL） 

「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット 2021」に弊社の桐山が登壇しました | MICIN（2022/2/4 (金)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

戦略コンサル・製薬企業出身者が語る！「スタートアップで築くキャリア」－「MICIN Online Meetup」＃10 開催 － | 

MICIN（2022/2/4 (金)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

オンライン診療サービス「curon（クロン）」、アプリ版をリニューアル ～診療予約状況の把握・管理が容易に、医療機関を

地図上で検索可能に～ | MICIN（2022/2/7 (月)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

テレビ東京「夢遺産」に当社代表の原が出演予定（2022/2/14） | MICIN（2022/2/10 (木)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

令和 4 年度診療報酬改定からオンライン診療を紐解く（2022/2/10 (木)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

兵庫県から「高齢者施設及び障害者支援施設等の従業者等への PCR 検査業務」を受託（2022/2/11 (金)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

3 月 15 日（火）-16 日（水） 開催、Pharmacy Leaders Day 2022（2022/2/14 (月)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

【MICIN 記者勉強会】現場の医師が見てきたオンライン診療とこれからへの期待【後編】（2022/2/15 (火)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

医学書院「精神医学」に弊社代表の原の寄稿が掲載されました | MICIN（2022/2/17 (木)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

MICIN 代表と人事責任者が、事業と組織を紹介「教えて CEO！MICIN ってどんな会社？」－「MICIN Online 

Meetup #11」開催－ | MICIN（2022/2/18 (金)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

【RDD 企画】困ったときにオンライン診療が受けられる社会を目指して - 希少疾患当事者対談【後編】（2022/2/18 

(金)） 

 

https://micin.jp/news/6317
https://micin.jp/news/6313
https://micin.jp/news/6326
https://micin.jp/news/6372
https://dht.micin.jp/telemedicine/telemedicine07/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000054466.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000033983.html
https://dht.micin.jp/telemedicine/telemedicine08/
https://micin.jp/news/6404
https://micin.jp/news/6406
https://dht.micin.jp/telemedicine/telemedicine09/
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株式会社 MICIN（URL） 

ドラビズ On-line 社「ドラビズ for Pharmacy」にて、日本医療ベンチャー協会の理事として弊社代表 原のインタビューが

掲載されました | MICIN（2022/2/21 (月)） 

 

マカイラ株式会社（URL） 

「住まい方×エネルギー」をテーマにビジネスアイデアが集結！学生コンテスト『EMIRA ビジコン 2022』各賞が決定

（2022/2/21 (月)） 

 

マカイラ株式会社（URL） 

～「幸せ人口 1000 万」を目指す富山県の成長戦略プロジェクト～初開催!「しあわせる。富山」 in 東京@日本橋とやま

館（2022/2/24 (木)） 

 

株式会社ミナカラ（URL） 

3 月 15 日（火）-16 日（水） 開催、Pharmacy Leaders Day 2022（2022/2/14 (月)） 

 

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 2 月 1 日 10:15 日刊工業新聞弊社の SDGs ファンドについての掲載のお知らせ 

記事を見る（2022/2/2 (水)） 

 

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 2022 年 2 月 1 日 14:00 「インパクト志向金融宣言」署名のお知らせ 

記事を見る（2022/2/2 (水)） 

 

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 2022 年 2 月 3 日 12:06 「次世代医療・iPS 細胞治療研究センター基金」募集開始のお知らせ 

記事を見る（2022/2/3 (木)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

「きんゆう女子。」、コミュニティ内に「セキュリテファンクラブ」が誕生！（2022/2/4 (金)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

【D2C ブランドが学校給食に進出】管理栄養士監修の新食感お野菜クッキー「MUSUBit」が岩手県の学校給食に提供

を開始。（2022/2/24 (木)） 

 

株式会社モシーモ（URL） 

住友生命とユカイ工学、モシーモ、三菱総研による「夫婦の明るい子育て応援サービス」取組み始動（2022/2/22 

(火)） 

 

https://micin.jp/news/6425
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000010091.000007006.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000015510.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000033983.html
https://www.securite.jp/news/release?a=169
https://www.securite.jp/news/release?a=167
https://www.securite.jp/news/release?a=170
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000023983.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000069394.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000004795.html
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株式会社 Moff（URL） 

『SESSA - KOBE Startup DEMODAY -』2022 年 3 月 16 日 （水）14:00-20:00 @ TRUNK(HOTEL)にて

開催（2022/2/18 (金)） 

 

株式会社 Moff（URL） 

GovTech 先進都市・神戸の最新事例発表＆豪華審査員とのピッチバトル「SESSA -KOBE STARTUP DEMODAY-」

開催（2022/2/21 (月)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

STEAM 教育領域のロボット教材を、ワンダーラボとユカイ工学がコラボで開発（2022/2/2 (水)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

エモテク座談会 Vol.1 未来のファミリーロボット BOCCO emo のエモテクを探る!（2022/2/2 (水)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

STEAM 教育領域のロボット教材を、ワンダーラボとユカイ工学がコラボで開発（2022/2/2 (水)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

伊勢丹新宿店にオープンする『bouncy Store』に、BOCCO emo や Qoobo、kurikit シリーズなどの製品を出品

（2022/2/2 (水)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

住友生命とユカイ工学、業務提携。「夫婦の明るい子育て応援サービス」取組み始動（2022/2/22 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

住友生命とユカイ工学、モシーモ、三菱総研による「夫婦の明るい子育て応援サービス」取組み始動（2022/2/22 

(火)） 

 

株式会社 Lightblue Technology（URL） 

空間 DX による行動の見える化！約 10% の作業効率向上余地を見出した事例が月刊ボデーショップレポート（2022

年 2 月号）に掲載されました。 （2022/2/2 (水)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

Liquitous、東京都市大学 総合研究所 未来都市研究機構と協働し、高知県土佐町で地域参画に関する住民アンケ

ート調査を実施（2022/2/18 (金)） 

 

株式会社レスキューナウ（URL） 

レスキューナウ、24 時間稼働する危機管理情報センターＥＡＳＴ（ＲＩＣ２４－ＥＡＳＴ）のオフィス電力に再生可

能エネルギーを採用（2022/2/8 (火)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000023145.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000078202.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000156.000015618.html
https://www.ux-xu.com/news/20220201
https://www.ux-xu.com/news/20220202
https://www.ux-xu.com/news/20220202-2
https://www.ux-xu.com/news/20220222
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000004795.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000038247.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000054692.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000080052.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2022 年 2 月分） 

【五十音順】 

17 

 

 

株式会社割符サービス（URL） 

最新の国際的なサイバーセキュリティ情報や改正個人情報保護法、電子帳簿保存法等に対する GFI 電子割符(R)の有

用性等を、有識者様が分かり易く解説くださいます。（2022/2/10 (木)） 

 

One Concern 株式会社（URL） 

One Concern、気候変動レジリエンスを分析するための初のデジタルツインを構築（2022/2/24 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000095810.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000064380.html

