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株式会社アートローグ（URL） 

2025 年大阪・関西万博と同時に世界最大規模の「大阪関西国際芸術祭」が開幕！ 150 カ国のアーティストが参加！ 

アートフェアには世界のトップギャラリーが集結します。【April Dream】（2022/4/1 (金)） 

 

iSurgery 株式会社（URL） 

最優秀賞は、骨粗鬆症のスクリーニング用 AI を開発する『iSurgery 株式会社』が受賞：MedTech に特化したピッチイ

ベント「MedTech Angels Demo Day 2021」（2022/4/6 (水)） 

 

株式会社アイデミー（URL） 

東京大学の木下准教授が技術アドバイザーに就任（2022/4/5 (火)） 

 

株式会社アイデミー（URL） 

カーボンニュートラル達成に向け「GX リーダー」を創出するため Aidemy Business 該当コースを無償にて提供開始

（2022/4/7 (木)） 

 

株式会社アイデミー（URL） 

「カーボンニュートラルと DX」など 3 つのコースを新規公開（2022/4/25 (月)） 

 

株式会社アイデミー（URL） 

AI/DX・GX 人材を育成する「Aidemy」累計ユーザー数 15 万人を突破（2022/4/27 (水)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

東海旅客鉄道（株）共同寄稿。小型ドローンを用いた狭隘部調査施行内容を土木学会へ論文提出（2022/4/1 

(金)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

海外進出へ布石、ニューヨークの投資家向けピッチ大会に招待され登壇しました（2022/4/8 (金)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

スタートアップ、世界で攻勢 物流・インフラ点検に好機－羽ばたく日の丸ドローン（2022/4/26 (火)） 

 

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「数理で読み解く科学の世界 

2022」を 4 月 24 日に開催（2022/4/7 (木)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

Acompany、秘密計算スタートアップから「プライバシーテックカンパニー」へ（2022/4/1 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000028825.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000059971.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000227.000028316.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000228.000028316.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000229.000028316.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000230.000028316.html
https://www.irobotics.jp/post/jrtoukai-1
https://www.irobotics.jp/post/kgap-ny
https://webreprint.nikkei.co.jp/r/1CA78AAE17C14F1FBD390BF39EEBD016/
https://www.corp.academist-cf.com/post/press220407
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000046917.html
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株式会社 Acompany（URL） 

Acompany、データ利活用をサポートするプライバシーテックサービス「AutoPrivacy」をリリース（2022/4/13 (水)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

スタートアップの中南米進出支援！01Booster×ブラジル VC が共催イベントを開催！（2022/4/22 (金)） 

 

株式会社アクセルスペース（URL） 

アクセルスペース、日本初となる小型衛星量産体制を 活用した新サービス「AxelLiner」を発表 （2022/4/26 (火)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

【4 月 13 日（水）16 時開催】 ローランド・ベルガー×アスタミューゼ 共催ウェビナー「変革するモビリティ領域で求められる

両利きの経営」 （2022/4/6 (水)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

【5 月 12 日（木）16 時～】アスタミューゼ主催ウェビナー「ESG の「機会」に投資するための知財スコア」（2022/4/20 

(水)） 

 

株式会社 APTO（URL） 

3,000 枚の顔画像データが無料！【ご好評につきデータ提供再開のお知らせ】株式会社 APTO、商用可能なアノテーショ

ンデータを無償提供（2022/4/12 (火)） 

 

株式会社 APTO（URL） 

【データ作成完全無料！】株式会社 APTO、AI 開発・データ活用の共創 R&D トライアルを 5 月 11 日-13 日の AI・人

工知能 EXPO 内で期間限定案内。（2022/4/25 (月)） 

 

株式会社 ELYZA（URL） 

元 ZOZO NEXT 取締役 CAIO 野口竜司氏、東大松尾研発 ELYZA の取締役 CMO に就任（2022/4/1 (金)） 

 

株式会社 ELYZA（URL） 

”ELYZA Pencil”、公開 11 日間で 11 万人が利用。キーワードから約 6 秒で生成できる文章執筆 AI（2022/4/8 

(金)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

GROW Academy 導入校の 8 割で、思考力・表現力・判断力が成長。GROW Academy を無償導入できる、

EdTech 導入補助金 2022 の申請校募集を開始（2022/4/15 (金)） 

 

Institution for a Global Society 株式会社（URL） 

湘南ゼミナール×IGS「総合型選抜入試の出願書類のポイント」に関するセミナーを、先生向けに 5 月 31 日開催

（2022/4/27 (水)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000046917.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000459.000016550.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000066150.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000222.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000223.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000053927.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000053927.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000047565.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000047565.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000054457.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000054457.html
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株式会社ウェルモ（URL） 

ケアテックで「持続可能な少子高齢社会の実現」を目指すウェルモ、白金高輪にオフィス移転（2022/4/28 (木)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

AirX、ジャパンフライトサービス、福島県いわき市と「災害時におけるヘリコプターを活用した緊急輸送等の実施に関する協

定」を締結（2022/4/21 (木)） 

 

株式会社エイシング（URL） 

エイシング、ファクトリーサイエンティスト協会と AI 活用講座を開講（2022/4/19 (火)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

9 割以上の精度で議事録が自動入力される時代に？！人の声だけを届ける「ノイズリダクションヘッドセット」と音声を自動

でテキスト化する「ZMEETING」が効果検証を実施（2022/4/25 (月)） 

 

株式会社エーアイスクエア（URL） 

【4/26(火)開催ウェビナー】次世代コールセンターの新常識！（2022/4/6 (水)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

第 5 期MURC アクセラレータ LEAP OVER 5 月20 日に最終成果発表会「LEAP DAY」を開催（2022/4/19 (火)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

AC Biode と志恩、カザフスタン企業 2 社から灰アップサイクルの基礎調査を連続受注（2022/4/29 (金)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

胸部 CT 画像の読影を支援する EIRL Chest CT の販売を開始 - エルピクセル株式会社（2022/4/4 (月)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

医用画像解析ソフトウェア EIRL Brain Aneurysm、 富士フイルムメディカル社の読影ビューワ SYNAPSE SAI viewer

との連携機能を提供開始 - エルピクセル株式会社（2022/4/6 (水)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

医療機器の特性に応じた変更計画の事前確認制度（IDATEN 制度）を活用し、EIRL Chest Nodule の変更計画

確認申請を実施 - エルピクセル株式会社（2022/4/8 (金)） 

 

エルピクセル株式会社（URL） 

シオノギテクノアドバンスリサーチとエルピクセルによる共同研究の開始について ～感染症等に対する創薬研究において、AI

を活用した技術確立に向けて提携～ - エルピクセル株式会社（2022/4/14 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000018462.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000026145.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000331.000026881.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000104.000053344.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000020489.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000084759.html
https://lpixel.net/news/press-release/2022/10535/
https://lpixel.net/news/information/2022/10545/
https://lpixel.net/news/press-release/2022/10553/
https://lpixel.net/news/press-release/2022/10560/


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2022 年 4 月分） 

【五十音順】 

4 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

OnBoard 株式会社、2022 年度 新シリーズセミナー開催を決定（2022/4/7 (木)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

カーネギー国際平和財団 櫛田健児登壇「日本を DX する～クラウド時代の価値づくり～」無料オンラインイベント開催

（2022/4/18 (月)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

【オンラインセミナー開催】今企業に求められる ESG のグランドデザイン ー取組・開示・表示の勘所ー（2022/4/22 

(金)） 

 

KAICO 株式会社（URL） 

カイコでつくる「食べるワクチン」で、ノロウイルスで命を落とすアフリカの子供たちを救う！（2022/4/1 (金)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

ニューノーマル対応 4 月だからこそやり直し広報講座：広報宣伝スキルアップセミナー（2022/4/6 (水)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

現場 DX プラットフォーム『カミナシ』が、第 34 回 中小企業優秀新技術・新製品賞 ソフトウェア部門において優秀賞を受

賞（2022/4/15 (金)） 

 

株式会社 CUVEYES（URL） 

CUVEYES、人の移動で二酸化炭素排出抑制を実現できるアプリ「SPOBY 脱炭素ウォーク」を提供開始

（2022/4/21 (木)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

IT エンジニア総合満足度 No.1 キャリア支援サービス「 Forkwell（フォークウェル）」が HR 業界日本最大の展示会 

HR EXPO に出展（2022/4/20 (水)） 

 

株式会社 KG PLANNING OFFICE（URL） 

約 7 万件の海外最新スタートアップ情報が簡単・安価に（2022/4/27 (水)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

新サービス「KUZEN for 自治体 DX」を提供開始、行政手続オンライン化普及を支援。AI 搭載型チャットボット

\u200b\u200b が自治体ホームページや LINE 公式アカウントに寄せられる質問に自動対応（2022/4/20 (水)） 

 

株式会社昆虫食の entomo（URL） 

予約受付中 5/5 親子向けに昆虫食試食イベントを開催！ - 昆虫食の entomo（2022/4/9 (土)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000080227.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000099676.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000002894.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000054891.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000060077.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000054269.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000031367.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000135.000005321.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000031174.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000017833.html
https://entomo.jp/blog/edibleinsects-event20220505.html
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株式会社 sustainacraft（URL） 

スタートアップの中南米進出支援！01Booster×ブラジル VC が共催イベントを開催！（2022/4/22 (金)） 

 

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、日経×金融庁イベントで受賞

（2022/4/5 (火)） 

 

サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

サステナブル・ラボと乾汽船、国際海運分野の ESG/SDGs 価値の見える化に向けた基本合意のお知らせ（2022/4/19 

(火)） 

 

株式会社 SHIFT PLUS（URL） 

高知県の豊富なひとり親家庭支援情報を LINE で届ける！（2022/4/1 (金)） 

 

株式会社 SHIFT PLUS（URL） 

高知県の IT 企業「SHIFT PLUS」が群馬県に初の県外拠点を開設（2022/4/25 (月)） 

 

株式会社 Smart119（URL） 

Smart119、日本放送協会（NHK）、千葉大学と共同で、災害情報を可視化し防災・減災を目指す社会実証を開

始（2022/4/8 (金)） 

 

株式会社 Smart119（URL） 

集中治療後症候群（PICS）の実態を調査する『JPICS データベースアンケート調査システム』を日本集中医療学会へ

導入（2022/4/11 (月)） 

 

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 5 月20 日に最終成果発表会「LEAP DAY」を開催（2022/4/19 (火)） 

 

ZEROBILLBANK JAPAN 株式会社（URL） 

【4/20(水)11 時～】DX 時代における企業のプライバシーガバナンス構築方法 をオンラインセミナー開催（2022/4/14 

(木)） 

 

Social Healthcare Design 株式会社（URL） 

日本初のインタープレナーシップ実践プログラム「BEYOND BORDERS」を 2022 年 5 月開講（2022/4/8 (金)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

4 月 1 日より「育児・介護休業法」が改正。男性が育休を取得する時に重要なのは『家事に主体的に携わること』。

（2022/4/5 (火)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000459.000016550.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000052578.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000052578.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000021487.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000021487.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000056624.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000056624.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000020489.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000021034.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000046109.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000020281.html
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株式会社タスカジ（URL） 

5 月 4 日「みどりの日」に、緑がイメージカラーの 6 社が協力。自然に感謝し、環境について考える『グリーン・クリーン・プロジ

ェクト 2022』を実施（2022/4/20 (水)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

【資産づくりデビュー月間】ワット定期購入でおトクに資産形成をはじめよう！ 「スマホで買える太陽光発電所CHANGE(チ

ェンジ)」（2022/4/1 (金)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

【ANA のマイルキャンペーン 2022 春】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)」（2022/4/1 (金)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

【東京大学×株式会社チェンジ・ザ・ワールド】営農型太陽光発電における新品種あしたば生育の共同研究を開始

（2022/4/8 (金)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

サポーターの力で J リーグの試合をオフセット！モンテディオ山形とカーボンオフセットマッチを開催します。（2022/4/8 

(金)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

ITmedia SDGs 特集企画「企業が変える未来の社会」に賛同いたしました（2022/4/13 (水)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

アースデイに再生可能エネルギー投資を始めよう！待望の「風力発電所」第 2 弾を販売開始！（2022/4/22 (金)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

「風力発電所」第 2 弾 約 5 時間で完売！（2022/4/22 (金)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

「風力発電所」第 3 弾も即日完売！（2022/4/27 (水)） 

 

株式会社チカク（URL） 

第一生命が「レンタル移籍」を導入。DX を推進する中核人財の育成をめざす。（2022/4/4 (月)） 

 

株式会社チカク（URL） 

「まごチャンネル」を開発・販売するチカクが、第一生命からレンタル移籍の受入開始（2022/4/4 (月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000020281.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000141.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000143.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000146.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000148.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000151.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000153.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000015387.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000162.000015422.html
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株式会社チカク（URL） 

チカクが中小企業庁及び中小企業基盤整備機構の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」に採択

（2022/4/6 (水)） 

 

株式会社チカク（URL） 

「まごチャンネル」を開発・販売するチカクが、ドコモからレンタル移籍の受入開始（2022/4/18 (月)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

公立大学法人神戸市看護大学との協定締結の調印式を行いました。 | 株式会社 T-ICU（2022/4/21 (木)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

T-ICU が西宮市における自宅療養者向け健康観察ならびに緊急時夜間訪問診療手配業務を受託 | 株式会社 T-

ICU（2022/4/25 (月)） 

 

TXP Medical 株式会社（URL） 

TXP Medical が伊藤忠商事・UTEC より約 15 億円の資金を調達（2022/4/5 (火)） 

 

TXP Medical 株式会社（URL） 

【4/25 開催ウェビナー】TXP Medical が伊藤忠商事＆UTEC をゲストに迎えウェビナーを開催します！（2022/4/14 

(木)） 

 

TXP Medical 株式会社（URL） 

【5/12 ウェビナー開催！】救急医療情報システムの大本命！NSER mobile による救急医療 DX の成功の鍵

（2022/4/21 (木)） 

 

株式会社データグリッド（URL） 

相鉄ホールディングス株式会社「相鉄アクセラレータープログラム 2021」に採択決定！デジタルヒューマンを用いた実証実験

を開始（2022/4/21 (木)） 

 

デジタルグリッド株式会社（URL） 

再エネ分散電源に適応した GridForming 技術を開発した DG キャピタルグループ 。Looop が進める「協調分散型チャ

ージボックスによるエネプラザ規模拡大システムの技術開発」プロジェクトに参画。（2022/4/29 (金)） 

 

株式会社テンアップ（URL） 

【メタバース調査レポート】通常サイト・動画サイト・メタバースサイトのユーザーテストを実施（2022/4/7 (木)） 

 

株式会社東京ファクトリー（URL） 

東京ファクトリー、株式会社インフォマートと「調達業務のデジタル化」をテーマとしたオンラインセミナーを開催（2022/4/28 

(木)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000161.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000163.000015422.html
https://www.t-icu.co.jp/news/information/2299.html
https://www.t-icu.co.jp/news/press/2309.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000031630.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000031630.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000031630.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000034722.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000075552.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000033608.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000064407.html
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Trim 株式会社（URL） 

mamaro™と花王の共同企画 “母の日プレゼントキャンペーン”（2022/4/1 (金)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

八千代市保健センター（千葉県）に設置型ベビーケアルーム「mamaro 2™」を初設置！（2022/4/5 (火)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

横浜市泉区役所に設置型ベビーケアルーム「mamaro™」を設置！（2022/4/8 (金)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

授乳期の赤ちゃん連れも訪れやすい保育園に（2022/4/20 (水)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

鹿児島空港に設置型ベビーケアルーム「mamaro 2™」を初設置！（2022/4/27 (水)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

丸森町役場に設置型ベビーケアルーム「mamaro™」を初設置！（2022/4/27 (水)） 

 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

愛猫家の 70%以上が愛猫の泌尿器疾患リスクを認識しているにも関わらず、その内の 84.9%が泌尿器系疾患の病気

発症を見分けられない｜猫の疾患に関するインターネット調査を実施(トレッタキャッツ)（2022/4/25 (月)） 

 

株式会社トレッタキャッツ（URL） 

猫のトイレデータから体調の変化を AI が飼い主と動物病院に同時に通知「動物病院アラート連携システム」自動化を 4 月

25 日より開始｜カメラ付きねこトイレ「Toletta（トレッタ）」から新機能（2022/4/25 (月)） 

 

株式会社 Nextremer（URL） 

上田市の魅力を紹介する多言語案内システムを４月より運用開始（2022/4/1 (金)） 

 

株式会社 Nextremer（URL） 

Nextremer、金沢市に新たな開発拠点を開設、AI 教育普及にも貢献（2022/4/12 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

東京都と共同でバリアフリートイレの混雑を可視化し、高齢者や障害者などあらゆる利用者の利便性向上を目指す

（2022/4/1 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000021881.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000021881.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000690.000010686.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000017379.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000248.000018933.html
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株式会社バカン（URL） 

東海道・山陽新幹線車内において試験的に導入するビジネスブースに、ブースの空き可視化/予約サービスを提供開始。

（2022/4/7 (木)） 

 

株式会社バカン（URL） 

渋谷駅西口タクシー乗り場の混雑可視化に取り組み、円滑な配車環境の実現を目指す（2022/4/18 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

マーケティングセミナーイベント「第 6 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！（2022/4/25 (月)） 

 

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）」が最終成果発表会（デモデイ）を開

催（2022/4/27 (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 | 株式会社バカン-VACAN-（2022/4/27 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

AI と IoT を活用し、丸井でリテール DX を推進！トイレの長時間利用の抑制サービス「AirKnock Ads」を提供開始 ～

館内の回遊性やお客様満足度の向上を目指す～ | 株式会社バカン-VACAN-（2022/4/27 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

AI と IoT を活用し、施設内のあらゆる混雑を解消へ。横濱ゲートタワーに混雑抑制・管理プラットフォーム「VACAN」を提

供開始 | 株式会社バカン-VACAN-（2022/4/27 (水)） 

 

PJP Eye 株式会社（URL） 

【OPIE'22】日本とドイツの光学技術の専門家が集結「量子通信技術＆バッテリー研究・製造のためのレーザー技術」

（2022/4/18 (月)） 

 

株式会社ビーワンカレッジ（URL） 

Scale Cloud、AI ファイナンスの H.I.F.が提供する SaaS・サブスク型の収益モデル企業向けサービス「リカーリング債権流

動化（仮）」との提携を開始（2022/4/20 (水)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

女性医療×AI の vivola、不妊治療データ検索アプリ「cocoromi（ココロミ）」を活用した広島県特設ページを開設

（2022/4/25 (月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000249.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000251.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000005365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000460.000016550.html
https://corp.vacan.com/news/vacan-nikkoshi.html
https://corp.vacan.com/news/vacan-marui.html
https://corp.vacan.com/news/vacan-yokohama-gatetower.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000086299.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000058025.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000058605.html
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株式会社ファーストアセント（URL） 

赤ちゃんの睡眠を支援するベビーテックデバイス「ainenne（あいねんね）」レンタル開始のお知らせ（2022/4/8 (金)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

【4/27(木)無料開催】男性育休って本当に必要？Part2 「イクメンの星」が話す「#安心して子育てできる社会」「＃仕

事と育児の共存」とは（2022/4/25 (月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

オーガニックタオルブランド「Hippopotamus」よりハンドリフレッシュナーが新登場。（2022/4/15 (金)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

ファーメンステーションが展開する、未利用資源を活用した「りんごのアップサイクルシリーズ」がスーパーマーケット・ライフの旗艦

店「セントラルスクエア恵比寿ガーデンプレイス店」内の BIORAL にて展開開始（2022/4/22 (金)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

ファーメンステーションが発酵技術を活用したナチュラル処方のヘアケア製品 OEM・ODM を本格開始、開発を担当した ura

のシャンプー・コンディショナーが発売開始（2022/4/27 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

中部電力の従業員に対する福利厚生として、妊活コンシェルジュ「ファミワン」の特典付き提供を開始（2022/4/1 (金)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

副業でスタートアップの経営幹部に！「複業 CxO」プロジェクトを Anycrew が開始（2022/4/13 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

杉山産婦人科新宿院長 中川浩次先生を講師にお迎えし、保険適用に関する無料オンラインセミナーを 4/30 に開催

（参加登録者にはアーカイブ配信あり）（2022/4/13 (水)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

青森県東北町の『妊活・不妊治療 LINE サポート事業』として妊活コンシェルジュ「ファミワン」を提供開始（2022/4/15 

(金)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

フェムテックをテーマにした eiicon meetup!! にて、ファミワン代表の石川が登壇します（2022/4/16 (土)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

100 名から 300 名へ大幅増席！4/30 無料開催「有名クリニック院長が答える！不妊治療保険適用 最前線」

（2022/4/22 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000023831.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000023831.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000041178.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000051332.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000051332.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000053257.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000120.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000121.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000014333.html
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株式会社ファミワン（URL） 

北海道民間社会福祉事業職員共済会に対し、妊活コンシェルジュ「ファミワン」の福利厚生の提供開始（2022/4/25 

(月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

不妊治療がより身近に！ 4 月から開始された不妊治療の保険適用を専門家が解説 - FASHION BOX

（2022/4/26 (火)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

宮崎県立看護大学の講座に、ファミワン代表看護師西岡と臨床心理士の戸田が登壇しました（2022/4/27 (水)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

ベスプラ、京都大学経営管理大学院にブレインヘルスケア・ビジネスエコシステム寄附講座を開設（2022/4/14 (木)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

『脳にいいアプリ』渋谷区実証実験事業にて健康ポイント付与を開始・歩いてためた”健康”ポイントを PayPay ポイントや地

元電子マネーに変換可能に（2022/4/15 (金)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

推定 BHQ を用いた「脳の健康」と運動習慣の関係性検証の実証研究開始（2022/4/21 (木)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

浜松市にて脳と体の健康維持/促進に向けて脳の健康管理アプリの効果検証を開始（2022/4/28 (木)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

ヘラルボニーとハイアット セントリック 銀座 東京の初コラボレーション（2022/4/12 (火)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

アートラッピングピアノで空間を彩る 成田国際空港第 3 ターミナルに「Brillia Art Piano」が登場（2022/4/19 (火)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

ヘラルボニーが、4 月 21 日より盛岡市のカワトクに出店中の「HERALBONY」の店舗を 1 階に移設オープン。

（2022/4/21 (木)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

ヘラルボニーが、小岩井農場と共創プロジェクトを始動観光コンテンツ開発の中心となるシンボルロゴマークを発表

（2022/4/21 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000125.000014333.html
https://fashionbox.tkj.jp/archives/1687096
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000126.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000007987.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000007987.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000007987.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000007987.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000140.000039365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000129.000052843.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000141.000039365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000039365.html
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株式会社ヘラルボニー（URL） 

PwC Japan グループのメタバース入社式で、ネイキッドがメタバースに本格進出（2022/4/22 (金)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

「HERALBONY」、松屋銀座出店（2022/4/26 (火)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

みちのくコカ・コーラボトリングとヘラルボニーによる共同キャンペーンを岩手県・秋田県・青森県のスーパーマーケット等で実施

（2022/4/28 (木)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

ショールーム型店舗「Meetz STORE」がオープン！記念すべきオープン時に展開する約 60 ブランドを紹介（2022/4/29 

(金)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

MICIN として初となる、医療機器プログラムの承認申請を提出 ～ オンライン診療での呼吸音の活用を目指す～ | 株

式会社 MICIN（2022/4/5 (火)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

富国生命の保険加入者専用サービスに、オンライン診療サービス「curon」導入 | 株式会社 MICIN（2022/4/13 

(水)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

テレ東 BIZ「松丸友紀のテレ東子育てシリーズ」番組に、MICIN 少額短期保険 代表の笹本が出演しました | 株式会

社 MICIN（2022/4/14 (木)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

治験における説明同意の遠隔化を可能にする「MiROHA eConsent」機能をリリース | 株式会社 MICIN

（2022/4/22 (金)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

Forbes JAPAN にて、弊社代表・原のインタビュー記事が掲載されました | 株式会社 MICIN（2022/4/26 (火)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

MICIN 代表 原聖吾が語る「MICIN のめざす世界」－「MICIN Online Meetup #12」5/10 開催 ー | 株式会社

MICIN（2022/4/26 (火)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000764.000008210.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000143.000039365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000077174.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000099940.html
https://micin.jp/news/6716
https://micin.jp/news/6824
https://micin.jp/news/6833
https://micin.jp/news/6874
https://micin.jp/news/6904
https://micin.jp/news/6911
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株式会社ミツカリ（URL） 

【23 万人以上の適性検査結果を対象にした適職診断分析レポート】営業職に向いているは誤解？性格・価値観に適し

た職種分析（2022/4/27 (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。当社が資本参加する十六 FG の「カンダまちおこし」について、各局で紹介されました。（2022/4/6 (水)） 

 

株式会社 Moff（URL） 

オンライン型認知症予防・健康増進プログラム「e コグニケア powered by Moff」に関して JA 共済連と協業開始 | 株

式会社 Moff（モフ）（2022/4/5 (火)） 

 

株式会社 Moff（URL） 

株式会社エクシングが提供する新サービス「健康王国 DX」との連携を開始しました | 株式会社 Moff（モフ）

（2022/4/16 (土)） 

 

株式会社 Moff（URL） 

愛知県豊田市にてフレイル予防・生活習慣病予防を目的とし、医療機関の健診と連動した「スマホで健康応援プロジェク

ト」を開始 | 株式会社 Moff（モフ）（2022/4/16 (土)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

【二子玉川 蔦屋家電】蔦屋家電＋ 2022 年 4 月の新規プロダクトを発表（2022/4/1 (金)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

暮らしに馴染むロボットでデマンドタクシーを気軽に音声予約。宇都宮市の地域交通課題解決の実証実験に「BOCCO 

emo」が採用（2022/4/21 (木)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

やみつき体感ロボット「甘噛みハムハム」の予約販売受付開始!<クラウドファンディング 2297%!1 千 100 万円を超え、支

援者数 2267 名で達成終了>（2022/4/25 (月)） 

 

株式会社 Lightblue Technology（URL） 

うるるが、東京大学発テクノロジー開発のスタートアップ企業、「株式会社 Lightblue Technology」へ出資

（2022/4/18 (月)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

Liquitous、大阪府河内長野市と「DX を通した市民の行政参加促進に関する連携協定」を締結（2022/4/18 

(月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000030921.html
https://www.securite.jp/news/release?a=176
https://jp.moff.mobi/news/ecog_ja-kyosai/
https://jp.moff.mobi/news/kenkou-oukoku-dx/
https://jp.moff.mobi/news/toyota_city_project/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000973.000009848.html
https://www.ux-xu.com/news/20220421
https://www.ux-xu.com/news/20220425
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000049287.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000054692.html


ベンチャー会員 プレスリリース一覧（2022 年 4 月分） 

【五十音順】 

14 

 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

仕事と育児の「両立の壁」に悩む人をひとりでも減らすため、「子どもを持ちながら働く」を当たり前の社会にするための仲間を

増やします（2022/4/1 (金)） 

 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

NewsPicks の動画シリーズ「NewStudy」にワークシフト研究所 代表の小早川が出演 | 経営学で「はたらく」を幸せに

する：ワ ークシフト研究所（2022/4/12 (火)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000046194.html
https://workshift.co.jp/2022/04/3549/

