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1 

 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

「2022 国際ロボット展オンライン」に出展（2022/3/1 (火)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

Story Design house、「オンラインイベント事例 10 選」を公開（2022/3/23 (水)） 

 

株式会社アクティベートラボ（URL） 

【2022/2/27】livedoor NEWS に弊社代表のインタビュー記事掲載 | 全ての障害者の応援企業｜Activatelab

（2022/3/2 (水)） 

 

株式会社アクティベートラボ（URL） 

【2022/3/29】令和三年度東京都「心のバリアフリー」サポート企業登録 | 全ての障害者の応援企業｜Activatelab

（2022/3/29 (火)） 

 

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 4 回 技術領域別炭素削減インパクトランキングと有

望な技術のご紹介（2022/3/2 (水)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

3 月 9 日（水）12:00-13:00 ウェビナー開催！ 「カーボンニュートラル社会実現に向けた攻めの事業展開と注目プレ

イヤーの探索」 （2022/3/4 (金)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

【アスタミューゼ】データ解析による「未来予測」の新手法の提供を開始 （2022/3/17 (木)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

【4 月 7 日（木）16 時? ウェビナー開催！】水素領域における課題や課題解決に挑むプレイヤーを学ぶ ?水素ビジネス

入門編? （2022/3/30 (水)） 

 

ICHI COMMONS 株式会社（URL） 

社会貢献のアイディアとヒントを届ける新しい情報発信メディア『 ICHI. PRESS』をリリース（2022/3/12 (土)） 

 

inaho 株式会社（URL） 

オイシックス・ラ・大地の CVC ファンド FutureFoodFund、食領域の社会課題の解決に向けてアグリテックと代替シーフード

開発の 2 社に投資実行（2022/3/1 (火)） 

 

https://www.irobotics.jp/post/2022kokusairobotten
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000029167.html
https://activatelab.co.jp/%e3%80%902022-2-27%e3%80%91livedoor-news%e3%81%ab%e5%bc%8a%e7%a4%be%e4%bb%a3%e8%a1%a8%e3%81%ae%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%e8%bc%89/
https://activatelab.co.jp/%e3%80%902022-3-29%e3%80%91%e4%bb%a4%e5%92%8c%e4%b8%89%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd%e3%80%8c%e5%bf%83%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%80%8d%e3%82%b5/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000218.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000219.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000220.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000221.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000080764.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000608.000008895.html
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株式会社 ELYZA（URL） 

国内初。キーワードから約 6 秒で文章生成ができる 日本語の文章執筆 AI ”ELYZA Pencil”を一般公開

（2022/3/28 (月)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

「High-Growth Companies Asia-Pacific 2022」 219 位 ランキングのお知らせ ｜NEWS｜ IGS - Institution 

for a Global Soc（2022/3/22 (火)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

ウェルモ、人道的支援のため 在日ウクライナ大使館へ寄付｜ニュース｜Welmo INC. - 株式会社ウェルモ（2022/3/5 

(土)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

ウェルモ、東京都北区の地域資源情報の一元管理と活用に向けて連携協定を締結 ―「ミルモネット」による情報・サービ

スの提供により、高齢者の生活支援・地域活動促進を目指す―｜ニュース｜Welmo INC. （2022/3/17 (木)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

伊勢志摩上空から英虞湾や伊勢市市街などを楽しめるヘリコプター遊覧プランを株式会社 AirX が期間限定で販売します

（2022/3/15 (火)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

「ＳＬ大樹」と日光・鬼怒川エリアの絶景をヘリコプターから楽しめる特別プランを限定発売！ （2022/3/17 (木)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

AirX 、初島エリアで期間限定ヘリコプター遊覧実施！（2022/3/19 (土)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

日光江戸村のヘリコプター遊覧-2022 春-販売開始（2022/3/23 (水)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

東京上空からお花見できる遊覧プラン販売！（2022/3/23 (水)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

AirX、西伊豆プロジェクトと業務提携（2022/3/23 (水)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

【AirX×カメラブ】カメラレンタルとフライトがセットになった空撮プランを販売開始！（2022/3/31 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000047565.html
https://i-globalsociety.com/news/20220322/
https://welmo.co.jp/news/archives/1390
https://welmo.co.jp/news/archives/1393
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000028531.html
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H2L 株式会社（URL） 

体験を電子データ化し、SNS で共有できる時代へーーひとりの体験が人類の体験になる未来（2022/3/25 (金)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

【オンライン座談会】元外資コンサルのシニアコンサルタントが登壇「Rethink Career Path ?スタートアップキャリアの形成

術?」オンラインセミナーを 3/9 開催（2022/3/4 (金)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

3/9 開催「コンタクトセンターにおけるサポート DX の進め方」【モビルス×エーアイスクエア共催、オンラインセミナー】

（2022/3/2 (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約 15%高い容量を得て、電動バ

イクにて 10km 超の試験走行（2022/3/31 (木)） 

 

NUProtein 株式会社（URL） 

アジア有数のコスメ産業集積地を目指す佐賀県主催アクセラレータープログラム、成果発表会デモデイを実施！〈実施レポ

ート〉（2022/3/8 (火)） 

 

NUProtein 株式会社（URL） 

ESG 系スタートアップ 130 社の頂点が決定！ESG TECH BATTLE 2022 powered by NEDO 優秀者 7 者発表！

（2022/3/23 (水)） 

 

エリー株式会社（URL） 

スタートアップ企業との協業で健やかな未来に貢献。2021 年 10 月からアクセラレーションを開始した「明治アクセラレータ

ー」、今後の協業可能性にむけた最終成果発表 Demo Day を開催（2022/3/17 (木)） 

 

KAICO 株式会社（URL） 

「J-Startup KYUSHU」３３社を選定しました （2022/3/14 (月)） 

 

KAICO 株式会社（URL） 

カイコを利用した発現システムを用いて、組換えスパイクタンパク質の大量生産に成功。新型コロナウイルスへの効率的な防

御免疫の誘導を示す研究結果を確認しました（2022/3/22 (火)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

ノンデスクワーカーの働き方を変革する株式会社カミナシ、SmartMeeting を導入（2022/3/1 (火)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

急成長企業カミナシのバックオフィス改革から学ぶセミナー！?スタートアップの組織や運営のあり方?（2022/3/4 (金)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000363.000033602.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000087353.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000140.000031387.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000084759.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000061880.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000063842.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000448.000016550.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000047196.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000308.000036462.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000046395.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000030365.html
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株式会社カミナシ（URL） 

カミナシ、「BOXIL SaaS AWARD 2022」にて「SaaS トレンド大賞 ノーコード・ローコードトレンド 2022」を受賞

（2022/3/4 (金)） 

 

株式会社グッドフェローズ（URL） 

Think!Act!～未来のエネルギーを考える会～環境エネルギーフォーラム 2022 を開催（2022/3/31 (木)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

コーポレートロゴ・コーポレートサイト リブランディングのお知らせ（2022/3/2 (水)） 

 

株式会社 Crossdoor（URL） 

Crossdoor オンラインストアをオープン（2022/3/15 (火)） 

 

株式会社ゲイト（URL） 

FullDepth とゲイト、クリ“ミエ”イティブ実証サポート事業で水中ドローンに高圧洗浄機を搭載し定置網の清掃に成功

（2022/3/29 (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 ENEOS 根岸製油所が導入。社内問い合わせ自動対応を実現

（2022/3/15 (火)） 

 

株式会社 KOMPEITO（URL） 

KOMPEITO、シリーズ C で約 13 億円の資金調達を完了（2022/3/3 (木)） 

 

株式会社 KOMPEITO（URL） 

ちゅうぎんインフィニティファンドによる株式会社ＫＯＭＰＥＩＴＯに対する投資決定について（2022/3/4 (金)） 

 

株式会社 sustainacraft（URL） 

サステナクラフト｜ESG 投資ファンド「ICJ2 号ファンド」から資金調達を実施（2022/3/8 (火)） 

 

サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

2 月 17 日(木)に開催致しました『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）の結果発表（2022/3/9 (水)） 

 

サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

ESG/SDGs データバンク「TERRAST（テラスト）」β版を展開するサステナブル・ラボ、ジャフコ グループ株式会社より

Pre-A 資金調達を実施（2022/3/9 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000054269.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000025653.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000134.000005321.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000053819.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000024434.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000017833.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000015058.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000162.000068743.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000097343.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000063513.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000052578.html
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サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

【速報：本日決勝戦！】特許取得済み「鑑定証明システム（R）」発明企業：cryptomall japan 株式会社が、フィン

テックサミット 2022 で開催される「インパクトピッチ」決勝戦へ出場！（2022/3/31 (木)） 

 

株式会社 SHIFT PLUS（URL） 

高校生に地方で働く魅力を伝える！高知の IT 企業が県外流出の課題解決を目指しオンライン交流会を開催

（2022/3/4 (金)） 

 

株式会社 SHIFT PLUS（URL） 

福山市内企業の課題を全国のデジタル人材と DX アイデアで解決へ（2022/3/17 (木)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

【参加無料】3/11 に弊社 CTO 竹本による Web セミナーが開催決定 | 株式会社セツロテック（2022/3/1 (火)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

【展示会情報】セツロテックの春の学会・展示会出展のご案内 | 株式会社セツロテック（2022/3/1 (火)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

【タスカジ×育休スクラ】『なぜこんなに両立が大変なのか』トークイベント開催?しなやかに生きるための両立の処方箋／3 月

22 日(火)12-13 時、無料・オンライン? | 株式会社タスカジ（2022/3/11 (金)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

地球にエコな投資型クラウドファンディング 『SOLMINA』にて「CHANGE 再エネファンド 1 号」が目標金額を達成しました

（2022/3/1 (火)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

勇者採用開始！世界を変える「勇者」求む。（2022/3/9 (水)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

東日本大震災がきっかけで生まれたスマホで買える太陽光発電所「CHANGE(チェンジ)」、たくさんの"ひとり"の力で 100

基目となる太陽光発電所を販売開始（2022/3/11 (金)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

【気候が穏やかなこの時期がチャンス！】春の分散投資キャンペーン「スマホで買える太陽光発電所 CHANGE(チェンジ)」

（2022/3/14 (月)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

経済産業省「GX リーグ基本構想」への賛同を表明（2022/3/25 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000044818.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000021487.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000021487.html
https://www.setsurotech.com/news/4939/
https://www.setsurotech.com/news/4950/
https://corp.taskaji.jp/information/release/2022/03/11/event_ikukyuschoola/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000136.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000138.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000137.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000139.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000140.000034887.html
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株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

【新成人応援コラボ企画】「18 才からはじめられる資産運? 超??編」を YouTube で Live 配信（2022/3/31 (木)） 

 

株式会社チカク（URL） 

【事後レポート】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！

（2022/3/9 (水)） 

 

株式会社チカク（URL） 

チカクの高齢者向けテレビ電話 携帯電話ショップ「もしもしモンキー」でテスト販売開始（2022/3/14 (月)） 

 

株式会社チカク（URL） 

【事後レポート】株式会社ソラコム主催の【SPS パートナー総会】のトークセッションにチカク代表・梶原健司が登壇！

（2022/3/17 (木)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

株式会社 T-ICU が人道支援としてウクライナ赤十字社へ寄付を致しました | 株式会社 T-ICU（2022/3/2 (水)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

株式会社 T-ICU 代表取締役社長/医師中西が、第 27 回日本災害医学会総会・学術集会にて登壇しました? | 株式

会社 T-ICU（2022/3/14 (月)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

「第 49 回日本集中治療医学会学術集会」出展のお知らせ 〈3 月 18 日（金）～3 月 20 日（日）仙台国際センタ

ー〉※完全 WEB 開催に変更 | 株式会社 T-ICU（2022/3/17 (木)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

分散電源に適応した新たな電力変換技術と統合型自律分散制御(GridForming-CellGrid 技術)開発した DG キャピ

タルグループ 。デジタルグリッドルータ Helios(プロトタイプ)完成を発表。（2022/3/26 (土)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

ＬＣＣＭ賃貸集合住宅で創出した再生可能エネルギーを事業所で自家消費（2022/3/29 (火)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

ウフル、環境省事業（令和３年度ブロックチェーン技術を活用した再エネ CO2 削減価値創出モデル事業）に参加しまし

た（2022/3/31 (木)） 

 

株式会社テンアップ（URL） 

【メタバース調査レポート】人事部新卒採用での活用結果（2022/3/29 (火)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000156.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000158.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000160.000015422.html
https://www.t-icu.co.jp/news/press/2154.html
https://www.t-icu.co.jp/news/press/2178.html
https://www.t-icu.co.jp/news/information/2196.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000075552.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000574.000035668.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000158.000019297.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000033608.html
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株式会社東京ファクトリー（URL） 

東京ファクトリー、株式会社クアンドと「海外工場の品質管理と人材育成」をテーマとしたオンラインセミナーを開催

（2022/3/15 (火)） 

 

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（URL） 

【オンライン開催】第１期 TRY! YAMANASHI! 実証実験サポート事業成果報告会を開催します！（2022/3/5 

(土)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

横浜市鶴見区役所に設置型ベビーケアルーム 「mamaro 2?」導入（2022/3/3 (木)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

子育てを助ける新スマートフォンアプリ「mamaro GO」をリリース（2022/3/29 (火)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

Trim、横浜市経済局「横浜知財みらい企業」に認定（2022/3/31 (木)） 

 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

カメラつきねこトイレ『トレッタ』初のテレビ CM を 4 月 15 日より放映開始。「ねことの毎日に、最先端の安心を。」

（2022/3/30 (水)） 

 

BionicM 株式会社（URL） 

「Extreme Tech Challenge (XTC)」日本予選にて優勝しました - BionicM（2022/3/25 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

マーケティングセミナーイベント「メディアレーダーEXPERT WEBINAR WEEK」１周年。3/14（月）からの第５回開催も

申込受付中！（2022/3/3 (木)） 

 

株式会社バカン（URL） 

1 年半で全国 200 以上の自治体が導入。空き情報配信プラットフォーム「VACAN」を通して、13,000 箇所以上の避難

所の空きをマップ上に可視化 | 株式会社バカン-VACAN-（2022/3/17 (木)） 

 

株式会社バカン（URL） 

女性個室トイレを活用して、女性特有の健康問題を啓発。「ウェルビーイングチャンネル」を「ウーマンズ」と共同開発・配信

開始 | 株式会社バカン-VACAN-（2022/3/17 (木)） 

 

株式会社バカン（URL） 

トイレの混雑抑止サービス「VACAN AirKnock」をサービスメニューへラインアップ?入居テナントの利用満足度とビルオーナ

ーの情報発信力向上をともに実現? | 株式会社バカン-VACAN-（2022/3/17 (木)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000064407.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000082267.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000021881.html
https://www.bionicm.com/2022/03/11/xtc/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000005365.html
https://corp.vacan.com/news/200cities.html
https://corp.vacan.com/news/womans.html
https://corp.vacan.com/news/frontierconsulting.html
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株式会社バカン（URL） 

共用スペースの待ちを解消！栃木県東京学生寮および学生向け賃貸住宅「スタイリオネスト駒場東大前」にリアルタイム

混雑情報配信プラットフォーム「VACAN」を提供（2022/3/23 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

日光市の観光 DX を推進。混雑情報プラットフォーム「VACAN」を用いて世界遺産「日光の社寺」エリアの混み具合をリア

ルタイムに可視化（2022/3/28 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

トイレで心地いい「ほんのひと休み」を。個室内でトイレ利用者の体験を向上させるコンテンツを配信開始（2022/3/29 

(火)） 

 

株式会社ハタプロ（URL） 

京都新聞に「ZUKKU」が紹介されました。｜ハタプロ（2022/3/17 (木)） 

 

株式会社ハタプロ（URL） 

東京工業大学 地球インクルーシブセンシング研究機構 成果発表会｜ハタプロ（2022/3/17 (木)） 

 

株式会社ハタプロ（URL） 

「ＺＵＫＫＵ」が福岡ヘルス・ラボより認証を付与されました｜ハタプロ（2022/3/25 (金)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

女性医療×AI の vivola が運営する不妊治療データ検索アプリ「cocoromi（ココロミ）」、株式会社 明治とコラボし、妊

活のための美味しいレシピ特集ページを開設（2022/3/4 (金)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

【オンライン開催】第１期 TRY! YAMANASHI! 実証実験サポート事業成果報告会を開催します！（2022/3/5 

(土)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

スタートアップ企業との協業で健やかな未来に貢献。2021 年 10 月からアクセラレーションを開始した「明治アクセラレータ

ー」、今後の協業可能性にむけた最終成果発表 Demo Day を開催（2022/3/17 (木)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

ファーストアセント、国立成育医療研究センターとの共同研究の成果が、米国医学雑誌『The Journal of Pediatrics』

でオンライン公開（2022/3/2 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000244.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000243.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000246.000018933.html
https://hatapro.co.jp/news/210527media/
https://hatapro.co.jp/news/20220301_coi/
https://hatapro.co.jp/news/220325zukku/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000058605.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000082267.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000448.000016550.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000023831.html
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株式会社ファーストアセント（URL） 

専門家監修の育児ショート動画が 100 本以上閲覧できる新サービス「babaycare+ch（ベビケアプラスチャンネル）」を

提供開始（2022/3/8 (火)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

企業向けの子育て支援サービス「ベビケアプラス for Business」の限定 30 社の先行トライアル受付を開始

（2022/3/29 (火)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

プレミアアンチエイジングと未利用資源 再生・循環パートナーシップ：メンズコスメ市場への参入に合わせ未利用資源をアッ

プサイクルした化粧品原料「ヒエヌカオイル」を活用 | 株式会社ファーメンステーション （2022/3/1 (火)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

POP-UP SHOP at NERGY 開催中 | 株式会社ファーメンステーション  (FERMENSTATION Co., Ltd.)

（2022/3/9 (水)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

3/14 発売 書籍掲載：「スタートアップス 日本を再生させる答えがここにある」 | 株式会社ファーメンステーション 

(FERMENSTATION Co., Ltd.)（2022/3/14 (月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

オーガニック認証 発酵化粧品原料がユーグレナ社のライフスタイル新ブランド「lavita ORGANICS(ラビタオーガニクス)」で

全面採用 2022 年 5 月より発売開始 | 株式会社ファーメンステーション（2022/3/23 (水)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

雑誌掲載：anan | 株式会社ファーメンステーション (FERMENSTATION Co., Ltd.)（2022/3/28 (月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

薬王堂グループと共同開発のスキンケアシリーズ 「and OHU（アンオフ）」よりオールインワンジェルが登場 | 株式会社フ

ァーメンステーション (FERMENSTATION Co., Ltd.)（2022/3/29 (火)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

プライバシーポリシー改定のお知らせ | 株式会社ファーメンステーション (FERMENSTATION Co., Ltd.)（2022/3/31 

(木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

国際女性デーにあわせ、フェムテック推進 EXPO アンバサダー46 名がダイバーシティ社会の実現を目指し東京駅 28 面をジ

ャックする企画に協力しました（2022/3/8 (火)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000023831.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000023831.html
https://fermenstation.co.jp/news_jp/pressrelease_jp/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9f%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%a8%e6%9c%aa%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%b3%87%e6%ba%90-%e5%86%8d%e7%94%9f%e3%83%bb%e5%be%aa/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/pop-up-shop-at-nergy%e3%80%80%e9%96%8b%e5%82%ac%e4%b8%ad/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/3-14%e7%99%ba%e5%a3%b2-%e6%9b%b8%e7%b1%8d%e6%8e%b2%e8%bc%89%ef%bc%9a%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%b9%e3%80%80%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%82%92%e5%86%8d/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/pressrelease_jp/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%ac%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e8%aa%8d%e8%a8%bc-%e7%99%ba%e9%85%b5%e5%8c%96%e7%b2%a7%e5%93%81%e5%8e%9f%e6%96%99%e3%81%8c%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%8a%e7%a4%be/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/%e9%9b%91%e8%aa%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%ef%bc%9aanan/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/pressrelease_jp/%e8%96%ac%e7%8e%8b%e5%a0%82%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%81%a8%e5%85%b1%e5%90%8c%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/etc_jp/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%90%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%bc%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000014333.html
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株式会社ファミワン（URL） 

Fem Care Project オンラインイベント「意外に知らない『女性のカラダ』のこと －家庭や職場で役立つ思いやりの基礎知

識ー」開催 | metropolitana.tokyo [メトロポリター（2022/3/8 (火)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

「TBS 厚生会」への福利厚生サポートの一環で、TBS グループユニバーシティ（TGU）の一般講座にて「不妊治療の保

険適用と PMS・生理痛への理解を深める」を開催します（2022/3/14 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

川崎市教育委員会主催、高津市民館実施の妊活・不妊治療に関する市民講座の運営に、ファミワンが協力しました

（2022/3/24 (木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

アフターコロナで変わる妊活事情 自宅でできる「おうち妊活」とは？ - FASHION BOX（2022/3/24 (木)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

『脳にいいアプリ』を使うだけで脳の健康状態を表示できるように（2022/3/9 (水)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

フィットネスや糖尿病と脳の健康に関する研究結果をサービス学会にて報告（2022/3/31 (木)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

MICIN、外科手術を受ける患者の周術期をケアするアプリ 「MedBridge（メドブリッジ）」全国ローンチを開始 ～第 52

回日本心臓血管外科学会学術総会に出展～ | MICIN（2022/3/1 (火)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

日刊薬業にて、「MiROHA」オンライン診療の導入事例についてが掲載されました | MICIN,INC. | 株式会社情報医療

（2022/3/24 (木)） 

 

マカイラ株式会社（URL） 

マカイラ、障がい者等によるＡＩ学習データ作成を手掛けるバオバブに資本参加。既存株主の KIBOW 社会投資ファンド

と連携して支援を開始（2022/3/15 (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 3 月 4 日 12:46【NHK】「次世代医療・iPS 細胞治療研究センター基金」について紹介されました 

記事を見る（2022/3/4 (金)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

「フィッシャーマンジャパン・ブルーファンド」を設立。（2022/3/14 (月)） 

https://metropolitana.tokyo/ja/archive/fcp_event_20220303?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=content-text
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000115.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000014333.html
https://fashionbox.tkj.jp/archives/1685171
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000007987.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000007987.html
https://micin.jp/news/6457
https://micin.jp/news/6618
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000044067.html
https://www.securite.jp/news/release?a=171
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000040639.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2022 年 3 月分） 

【五十音順】 

11 

 

 

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 3 月 31 日 10:00 十六フィナンシャルグループが設立する他業銀行業高度化等会社への資本参

加について記事を見る（2022/3/31 (木)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

クラウドファンディング初日で 709%達成!やみつき体感ロボット「甘噛みハムハム」@CAMPFIRE（2022/3/9 (水)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

日本科学未来館特別展「きみとロボット」にユカイ工学が協力（2022/3/17 (木)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

宇都宮市と 01Booster が運営する「宇都宮アクセラレーター2021」、成果発表会を開催。（2022/3/18 (金)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

東急アライアンスプラットフォーム２０２１Ｄｅｍｏ Ｄａｙを開催、最優秀賞は株式会社パンフォーユーが受賞

（2022/3/23 (水)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

全国の小学生 1,500 名が出場のプログラミング大会「ゼログラ」、優勝チームがついに決定！（2022/3/26 (土)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

組み立て式プログラミングロボット「ユカイなピコハンロボットキット」3 月 30 日(水)新発売。全国小学生プログラミング大会

「ゼロワングランドスラム 2021 年度大会」の公式キットとして採用および開発協力（2022/3/30 (水)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

Liquitous、大阪府河内長野市の行政サービスとして、大阪府「大阪スマートシニアライフ事業」実証事業での配布タブレ

ットに Liqlid を搭載（2022/3/24 (木)） 

 

株式会社リクシス（URL） 

3/31(木）J-Startup Hour 第 115 回「経営者・人事は「2025 年問題」をどう乗り越えるか ～仕事と介護の両立に

必要なこと～」を開催します。（2022/3/16 (水)） 

 

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 ＭＡＰ」の新機能「土砂キキクルモード」をリリース（2022/3/10 (木)） 

 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

ワークシフト研究所、イオンレイクタウン kaze 内 フェムテック専門ポップアップストア「byeASU（あしたへ）」に初出展

（2022/3/2 (水)） 

https://www.securite.jp/news/release?a=175
https://www.ux-xu.com/news/20220309
https://www.ux-xu.com/news/20220316
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000450.000016550.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000679.000010686.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000584.000002610.html
https://www.ux-xu.com/news/20220329
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000054692.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000047196.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000080052.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000046194.html
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株式会社ワークシフト研究所（URL） 

開催セミナー「2022 年 AI・DX 時代 チャンスをつかむ人 vs 危機におちいる人」 | 経営学で「はたらく」を幸せにする：

ワ ークシフト研究所（2022/3/4 (金)） 

 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

マミートラックに関する実態を明らかにした調査（21 世紀職業財団） | 経営学で「はたらく」を幸せにする：ワ ークシフト

研究所（2022/3/15 (火)） 

 

One Concern 株式会社（URL） 

One Concern、物理的な気候変動リスクに対するレジリエンスを測定するための機械学習対応の新フレームワークを発表

（2022/3/10 (木)） 

 

https://workshift.co.jp/2022/03/3508/
https://workshift.co.jp/2022/03/3519/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000064380.html

