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株式会社アートローグ（URL） 

万博 EXPO PLL Talks スタート！ 初回ゲストは平田オリザ × 南條史生「アート ＆ インパクト：イノベーターと共に考

えるアフター万博の世界」 by 万博協会 × ARTLOGUE（2022/5/26 (木)） 

 

株式会社アイデミー（URL） 

AI エンジニアに役立つ情報をお届け！「AI TECH GUILD」がスタート!! 5/27（金）無料セミナー「次世代エンジニアに

必要なキャリア形成のポイント」（2022/5/11 (水)） 

 

株式会社アイデミー（URL） 

AIsmiley と Aidemy、リスキリングに役立つ資格・研修サービスカオスマップを公開！（2022/5/11 (水)） 

 

株式会社アイデミー（URL） 

日本の更なる DX 推進に向け「DX 事業立案ワークショップ」講義を法人向けに期間限定で提供開始（2022/5/18 

(水)） 

 

株式会社アイデミー（URL） 

DX プロジェクト内製化を支援する「Modeloy」にて提供中の研修サービスをパッケージ化し提供を開始（2022/5/19 

(木)） 

 

株式会社アイデミー（URL） 

「事例で学ぶ！DX事業立案」や「カーボンニュートラルの全体像」など 4 つのコースを新規公開（2022/5/30 (月)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

アカデミスト、Sysmex R&D Center Europe のマッチングファンドプロジェクトを公開（2022/5/17 (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」の企業賞発表イベントを 5 月 27 日に開催

（2022/5/20 (金)） 

 

株式会社アクティベートラボ（URL） 

障がい者に役立つポータルサイト「ゆうゆうゆう」にてオープンゲートが紹介されました。 | 全ての障害者の応援企業

（2022/5/17 (火)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

5 月 17 日（火）17:00-18:00 ウェビナー開催！「サステナビリティ経営の基本と企業価値向上～サステナビリティ経営

実現において最初にやるべき事～」（2022/5/11 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000028825.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002447.000003670.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000053344.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000231.000028316.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000232.000028316.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000233.000028316.html
https://www.corp.academist-cf.com/post/press220517
https://www.corp.academist-cf.com/post/press220519
http://activatelab.co.jp/2022-05-17/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000224.000007141.html
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アスタミューゼ株式会社（URL） 

【アスタミューゼ】国立研究開発法人科学技術振興機構 未来社会創造事業（大規模プロジェクト型）における研究課

題「クラウド光格子時計による時空間情報基盤の構築」に参画決定 （2022/5/12 (木)） 

 

株式会社アルファドライブ（URL） 

AlphaDrive と NTT ドコモが高校生向けオンラインキャリア教育サービス「はたらく部」を共創。「AlphaDrive アクセラレーシ

ョンプログラム」第 1 号案件として提供を開始（2022/5/16 (月)） 

 

株式会社アルファドライブ（URL） 

AlphaDrive（ユーザベースグループ）が、脆弱性管理クラウド「yamory」を導入（2022/5/23 (月)） 

 

ICHI COMMONS 株式会社（URL） 

『東北の社会起業家インパクトレポート』を ICHI COMMONS(株)が制作【リンクより全文 DL 可能】（2022/5/9 

(月)） 

 

株式会社 ELYZA（URL） 

マイナビと ELYZA が大規模言語 AI を活用した実証実験を開始（2022/5/30 (月)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

ミルモネットのユーザー事業所数が 2万件を突破（2022/5/31 (火)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

「空の移動革命」に向けて前進、隣接エリアの観光拠点をヘリコプターで結ぶ実証を行います（2022/5/25 (水)） 

 

Hmcomm 株式会社（URL） 

Hmcomm、進研ゼミ小学講座 お客様窓口(コンタクトセンター)の電話受付業務に AI 音声認識システム「Terry」を導

入（2022/5/17 (火)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

【人材エージェント様・採用担当者向け】「急成長スタートアップが求める人材やスタートアップのパートナーとしての人材エー

ジェントのあり方」をテーマに、5/25(水)18:00 よりウェビナーを開催（2022/5/17 (火)） 

 

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、賢者の選択リーダーズ倶楽部主催『第 7 回日本アントレプ

レナー大賞』にて「大賞」を受賞（2022/5/26 (木)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

「第 5 期 MURC アクセラレータ LEAP OVER」審査結果発表（2022/5/23 (月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000226.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000135.000010548.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000350.000034075.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000080764.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000047565.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000018462.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000033941.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000081.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000020489.html
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AC Biode 株式会社（URL） 

AC Biode と志恩、豪州の電力会社等から基礎調査を受注（2022/5/31 (火)） 

 

株式会社エスケア（URL） 

ウェルナス、フードテック官民協議会 「ヘルス・フードテック WT」の 2022 年度第 1 回目となるカンファレンスを 2022 年 5

月 31 日（火）に開催（2022/5/24 (火)） 

 

株式会社 O: (オー）（URL） 

日経ヴェスペリア(2022/4/24)「眠れ日本 スリープテック最前線」にて弊社が特集されました（2022/5/19 (木)） 

 

株式会社カミナシ（URL） 

デザインリサーチ・UX リサーチをテーマとした日本発のカンファレンス「RESEARCH Conference」初開催（2022/5/9 

(月)） 

 

株式会社グッドフェローズ（URL） 

第 6弾：発電量のシミュレーション機能がますます便利に！（2022/5/31 (火)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

5 月 25 日開催！コンシェルジュ×KDDI エボルバ共催セミナー ～事例から学ぶ！チャットボットで自動化する、エフォート

レスな顧客接点（2022/5/12 (木)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

【6/15(水)共催ウェビナー】『EC 販促最前線！LINE 活用×物流での販促支援で LTV 最大化』を開催します！

（2022/5/25 (水)） 

 

株式会社昆虫食の entomo（URL） 

予約受付中 6/27 ビジネスパーソン向けの昆虫食セミナーを情報機構で開催！ - 昆虫食の entomo（2022/5/23 

(月)） 

 

株式会社 sustainacraft（URL） 

「MUFG ICJ ESG アクセラレーター」大賞受賞企業２社を発表（2022/5/10 (火)） 

 

サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

単独“初”！サステナブル・ラボ、エン・ジャパンと共に「ソーシャルインパクト採用プロジェクト」開始（2022/5/25 (水)） 

 

株式会社 SHIFT PLUS（URL） 

デジタル技術活用で高知の地域課題から新事業を創出（2022/5/10 (火)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000084759.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000062426.html
https://o-inc.jp/news/1088
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000101001.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000025653.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000184.000019180.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000020864.html
https://entomo.jp/blog/seminar20220627.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000064719.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000052578.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000021487.html
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株式会社 SHIFT PLUS（URL） 

「SHIFT PLUS」が高知 IT 企業初の札幌拠点を開設（2022/5/25 (水)） 

 

株式会社 Smart119（URL） 

「Smart119」が世界的位置情報アプリと連携。住所や目印がない場所でも 119 番通報者の位置特定が容易に

（2022/5/10 (火)） 

 

株式会社 Smart119（URL） 

Smart119、救急時に脳卒中、心筋梗塞等の急性疾患を予測する AI アルゴリズムの実用化研究課題が、AMED の

「令和 4年度医工連携イノベーション推進事業」に採択（2022/5/10 (火)） 

 

株式会社 Smart119（URL） 

【イラストで解説】妊婦さんの正しいシートベルト着用方法（2022/5/31 (火)） 

 

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」審査結果発表（2022/5/23 (月)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

【参加無料】6/9 ミーバイオ×セツロテック コラボ Web セミナー開催決定！ | 株式会社セツロテック（2022/5/19 

(木)） 

 

ZEROBILLBANK JAPAN 株式会社（URL） 

【東芝デジタルソリューションズ株式会社様との協業事例】エンタープライズ向けブロックチェーン「DNCWARE 

Blockchain+」を提供開始～簡単にアプリケーションが作成できる、プライベートブロックチェーンを開発～（2022/5/10 

(火)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

ミドルマン、デジタルプラットフォーム上のトラブルを法的に解決する、新しい紛争解決サービス「Teuchi(テウチ) for デジプ

ラ」をローンチ。家事代行マッチングサービスのタスカジが正式導入。｜ミドル（2022/5/2 (月)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

社会実験事業「タスカジ研究所」、パナソニック株式会社と東京都「DX 推進実証実験プロジェクト」での共同実験を実施

（2022/5/9 (月)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

サッカーチームを応援しながら環境貢献！「 第 1 回 カーボンオフセットマッチ supported by チェンジ・ザ・ワールド」実施

のご報告（2022/5/13 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000021487.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000056624.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000074.000056624.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000056624.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000020489.html
https://www.setsurotech.com/news/5124/
https://zerobillbank.com/news/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9-13/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000054128.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000020281.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000156.000034887.html
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株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

東京駅に参上！DMM主催 地方創生をテーマにした共創型広告に弊社代表 池田が参加（2022/5/30 (月)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

4 基連続で即日完売！約 6500 万円の風力発電所 第 4 弾も大好評で完売【スマホで買える再エネ発電所「ワットスト

ア」】（2022/5/31 (火)） 

 

株式会社チカク（URL） 

チカクが積水ハウスと業務提携。積水ハウスのオーナー様向け生活サービス紹介サイト「スイート コンシェル」にて「まごチャン

ネル」を提供開始（2022/5/9 (月)） 

 

株式会社チカク（URL） 

チカク、虹の街（秋田市）のショートステイ入所者と家族間のオンライン面会の実証実験を開始（2022/5/11 (水)） 

 

株式会社チカク（URL） 

チカク、アマゾン ウェブ サービス（AWS）の AWS Startup Ramp に採択（2022/5/17 (火)） 

 

株式会社チカク（URL） 

チカク、豊資会グループ（福岡県）の4つの介護施設で家族間のオンライン面会の実証実験を一斉開始（2022/5/20 

(金)） 

 

株式会社チカク（URL） 

チカク、世田谷区内でオンライン訪問介護の実証実験を開始（2022/5/23 (月)） 

 

株式会社チャレナジー（URL） 

チャレナジー、アストモスエネルギーとの事業連携を開始 （2022/5/10 (火)） 

 

株式会社 T-ICU（URL） 

T-ICU が静岡県における新型コロナウイルス感染症自宅療養者向け医療相談窓口業務を受託（2022/5/10 (火)） 

 

TXP Medical 株式会社（URL） 

【5/19 ウェビナー開催！】救急医療プラットフォームを支える FileMakerR と開発組織（2022/5/10 (火)） 

 

TXP Medical 株式会社（URL） 

TXP Medical がインドネシアにおいて、病院前救急診療の実証事業を開始（2022/5/26 (木)） 

 

株式会社データグリッド（URL） 

データグリッド、京阪ホールディングス社とデジタルヒューマンを活用したPRに関する実証実験を実施（2022/5/12 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000163.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000162.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000165.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000167.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000168.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000164.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000043827.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000033988.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000031630.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000031630.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000034722.html
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株式会社データグリッド（URL） 

データグリッド、「Google for Startups Growth Academy Tech 2022」に採択（2022/5/16 (月)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

イオンモール土浦 スペースの有効活用で子育て支援！（2022/5/6 (金)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

静岡県内の神社で初導入！三嶋大社に設置型ベビーケアルーム「mamaroTM」を設置（2022/5/17 (火)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

授乳室検索アプリ「mamaro GOTM」の展示（2022/5/17 (火)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

栃木県内初導入！おやまゆうえんハーヴェストウォークに設置型ベビーケアルーム「mamaroTM」を設置（2022/5/20 

(金)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

四国の神社で初導入！金刀比羅宮に設置型ベビーケアルーム「mamaroTM」を設置（2022/5/27 (金)） 

 

株式会社バカン（URL） 

災害時に避難所 44 カ所の混雑可視化に活用。神奈川県綾瀬市に、開設・混雑状況をリアルタイムに伝える「VACAN」

を提供開始（2022/5/9 (月)） 

 

株式会社バカン（URL） 

約 80%のホテルがコロナ後の人員不足に不安を持つ。フロントや朝食会場などの待ちや混雑への課題感も顕著に

（2022/5/11 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

人気カフェチェーン「タリーズコーヒー」での展開を加速！スマホからすぐに”空いている席”を予約可能に（2022/5/17 

(火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

渋谷ヒカリエ ShinQs に、AI と IoT を活用したトイレの長時間利用抑制サービス「AirKnock Ads」を提供開始

（2022/5/18 (水)） 

 

株式会社 public dots & Company（URL） 

Public dots & Company と unerry、環境省の「データ駆動型脱炭素まちづくり」を支援 富山市、加古川市、小田原

市の移動をデータで「見える化」し、脱炭素社会に向けた施策効果を検証（2022/5/20 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000034722.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000016859.html
https://corp.vacan.com/news/vacan-ayaseshi.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000253.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000254.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000255.000018933.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000016301.html
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PIAZZA 株式会社（URL） 

横浜市磯子区と PIAZZA が連携協定を締結、共助のコミュニティツールとして地域 SNS を活用（2022/5/16 (月)） 

 

PIAZZA 株式会社（URL） 

～ご近所さん同士でフードロス削減に取り組む～クラダシと PIAZZA が連携し、共同購入の実証実験を開始

（2022/5/31 (火)） 

 

株式会社ビーワンカレッジ（URL） 

ビーワンカレッジ、KPI プラットフォーム SaaS「Scale Cloud」に「会議支援機能」を追加（2022/5/13 (金)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

女性の活躍推進企業を応援！企業向けセミナー（2022/5/18 (水)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

明治とのコラボで妊活に必要な栄養レシピを提案 フェムテックアプリ「cocoromi」  | Fashion Tech News

（2022/5/18 (水)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

【5/31(火)無料開催：フェムテック（FemTech）×ベビーテック（BabyTech）が目指す社会について】mederi・坂梨

社長/ファーストアセント・千葉 CMO/メディアインキュベート・浜崎登壇（2022/5/24 (火)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

生産実務の一気通貫サポートと 1 社あたり最大 1000 万円規模の支援 カラーコスメ受託製造国内シェア No.１の株式

会社トキワによるアクセラレータープログラム「2022 TOKIWA Lab.」実施決定（2022/5/12 (木)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

【天然由来成分 100%】髪から頭皮までケアできる国産のオーガニックヘアオイルを『Be』が 5 月新発売～JOCA・エコサー

トコスモス認証取得～（2022/5/13 (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のアップサイクル原料「ヒエヌカオイル」がアクティブオーガニックブランド「Be」の新商品オーガニックヘアオイ

ルに採用（2022/5/13 (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フェムケア製品 OEM・ODM を本格開始：バッグメーカー・エ

ース社の新セルフケアブランド「pace」のデリケートケアミストの開発を担当（2022/5/23 (月)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

5/24 掲載：NIKKEI DESIGN 6 月号 （2022/5/24 (火)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000016981.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000295.000014485.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000058025.html
https://www.vivola.jp/seminar
https://fashiontechnews.zozo.com/business/cocoromi
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000355.000018590.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000060850.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000055483.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000051332.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000051332.html
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/5-24%e6%8e%b2%e8%bc%89%ef%bc%9anikkei-design-6%e6%9c%88%e5%8f%b7/
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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欧州最大級のテックカンファレンス「VIVA TECHNOLOGY 2022」に出展（2022/5/31 (火)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

群馬県邑楽郡邑楽町の『妊活 LINE サポート事業』として不妊治療・妊活コンシェルジュ「ファミワン」を今年度も提供を継

続（2022/5/2 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

ウェルビーイングをテーマにした CIC Tokyo のスタートアップピッチに、妊活・不妊ベンチャーのファミワン代表の石川が登壇

（2022/5/3 (火)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

食品スーパー「ベルク」の従業員とパート勤務者に対し、不妊治療・妊活コンシェルジュ『ファミワン』の福利厚生提供を開始

（2022/5/12 (木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

杉山産婦人科新宿院長による不妊治療の保険適用に関するセミナーのアーカイブ動画を 6/9 まで期間限定で無料配信

（2022/5/13 (金)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

「妊活ライブ」のセミナーにて臨床心理士の戸田さやかが不妊治療の保険適用の変更点を解説します（2022/5/19 

(木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

保険適用での変更点 カップルでの受診あり！事前にふたりで話しておきたい事 | 妊活ライブ（2022/5/20 (金)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

不妊治療と仕事の両立に向け「職場へ相談するか」というテーマに関し、「妊活ライブ」のセミナーにて専門家が解説します

（2022/5/23 (月)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

神奈川県横須賀市の『妊活 LINE サポート事業』として妊活コンシェルジュ「ファミワン」のサービス提供継続へ

（2022/5/24 (火)） 

 

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、妊活コンシェルジュ「ファミワン」の提供を継続します（2022/5/27 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000051332.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000128.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000130.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000132.000014333.html
https://famione.com/live/before/220522/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000135.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000136.000014333.html
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株式会社ファミワン（URL） 

～CVC ファンド「SUMISEI INNOVATION FUND」からの出資～株式会社ファミワンとの事業共創を本格化

（2022/5/31 (火)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

健康アプリで写真共有・安心見守り『家族サイト』 - 渋谷区で 5 月より先着 400 家族に提供を開始（2022/5/13 

(金)） 

 

株式会社ベスプラ（URL） 

推定 BHQ を用いた「脳の健康」と運動習慣の実証研究 - 対象協力施設が 12 都道府県、38 施設に拡大

（2022/5/25 (水)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

ヘラルボニーが、岩手ビッグブルズキャプテンの伊藤良太氏を人事責任者として入社することを発表（2022/5/6 (金)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

5 月 20 日は子連れの日○R  もが生きやすい社会をつくりたい！子育て世代発で OTAGAISAMA（おたがいさま）

STORY AWARD を開催します！（2022/5/9 (月)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

障害のある作家の才能を社会に放つ「HERALBONY GALLERY」、第 9 回原画展「藤田望人展」を 5 月 14 日より開

催（2022/5/13 (金)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

ヘラルボニー、楽天イーグルスと初のアートコラボレーション（2022/5/16 (月)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

「HERALBONY」、russet コラボレーションしたアートトートバッグを発売。（2022/5/20 (金)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

「なみえの記憶・なみえの未来」アート第二弾が浪江駅前に出現（2022/5/28 (土)） 

 

マイクロ波化学株式会社（URL） 

マイクロ波を活用した環境負荷の低い革新的な炭素繊維（CF）製造に関する基盤技術確立（2022/5/9 (月)） 

 

マイクロ波化学株式会社（URL） 

「MUFG ICJ ESG アクセラレーター」大賞受賞企業２社を発表（2022/5/10 (火)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000004795.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000007987.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000007987.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000144.000039365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000037949.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000146.000039365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000148.000039365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000039365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000101185.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000076344.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000064719.html
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マイクロ波化学株式会社（URL） 

マイクロ波を用いた軟質ポリウレタンフォームのケミカルリサイクル（2022/5/31 (火)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連）入会に関するお知らせ | 株式会社MICIN（2022/5/20 (金)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

ウェアラブルデバイスによる 1 年間の生活習慣データを取得する共同研究を開始（2022/5/23 (月)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

メンタルデータテックのラフール、『離職防止・定着率向上のための効果的な施策とは』をテーマとした共催セミナーを開催！ 

（2022/5/12 (木)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

部下タイプ別 1on1 シーンの AI 分析による調査報告（2022/5/17 (火)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

登別グランドホテル、宿泊事業者としては日本初となる社会的インパクトを可視化する「社会的リターン」指標を設定した

「鬼サウナファンド」設立 ととのえ親方プロデュースのサウナを新たに設置 （2022/5/26 (木)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

【日本経済新聞】国連「持続可能なブルーエコノミーファイナンスイニシアチブ」加盟について掲載 

記事を見る（2022/5/31 (火)） 

 

株式会社メディカルフロント（URL） 

TIS の地域医療情報連携サービス「ヘルスケアパスポート」の検査値を電子お薬手帳「ポケットファーマシー」へ連携

（2022/5/16 (月)） 

 

株式会社 Moff（URL） 

【お知らせ】本社移転について | 株式会社Moff（モフ）（2022/5/30 (月)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

渋谷・東急百貨店にポップアップストアを期間限定オープン（2022/5/9 (月)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

STEAM教育 EXPO に出展します（2022/5/10 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

東京都主催支援事業『X-HUB TOKYO キックオフイベント』を開催！（2022/5/31 (火)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000076344.html
https://micin.jp/news/7018
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000088.000017806.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000149.000042113.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000012053.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000101745.html
https://www.securite.jp/news/release?a=177
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001144.000011650.html
https://jp.moff.mobi/news/%e3%80%90%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%91%e6%9c%ac%e7%a4%be%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
http://www.ux-xu.com/news/20220509
http://www.ux-xu.com/news/20220510
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000078071.html
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株式会社 Liquitous（URL） 

シビックテックアクセラレータープログラムを始めとした、Okta for Good の支援を受けたシビックテック活動の第一期成果を発

表（2022/5/31 (火)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

フィノバレー、定常的な民意の集約で民主主義の DX を目指す慶応 SFC 発ベンチャー「Liquitous（リキタス）」と業務

提携（2022/5/31 (火)） 

 

株式会社レスキューナウ（URL） 

レスキューナウ、企業・団体向けに防災備蓄品を専門的に扱う EC 会員サイト『レスキューナウ防災備蓄品オンラインショッ

プ』をオープン（2022/5/11 (水)） 

 

株式会社レスキューナウ（URL） 

レスキューナウ、JICA が実施する中小企業・SDGｓビジネス支援事業に採択されたモーリシャス国のサイクロン対策強化の

ための調査を開始（2022/5/12 (木)） 

 

株式会社ワークシフト研究所（URL） 

5/13開催 日本経済新聞社および日経BP社主催 「ジェンダーギャップ会議」に小早川が登壇 | 経営学で「はたらく」を

幸せにする：ワ ークシフト研究所（2022/5/3 (火)） 

 

株式会社割符サービス（URL） 

現在宥恕期間中の電子帳簿保存法は、国内の全事業者が対処必須の法令です。有識者による法令要求事項の理解

と、簡明且つ安全にクリアする手法のご紹介を行う無償のセミナーです。（2022/5/8 (日)） 

 

One Concern 株式会社（URL） 

One Concern とチューリッヒ・ノースアメリカ、気候関連の影響を最小化するソリューション開発で協業（2022/5/19 

(木)） 

 

One Concern 株式会社（URL） 

One Concern、元 JP モルガン役員のネンナ・ノーリを CFO に任命（2022/5/23 (月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000039198.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000326.000011255.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000080052.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000080052.html
https://workshift.co.jp/2022/05/3556/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000095810.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000064380.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000064380.html

