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株式会社アイデミー（URL） 

オンライン AI 人材育成サービス受講者数 No.1 『Aidemy Premium』が PickUp を導入～導入の決め手は、新規顧

客獲得に特化した LINE 運用～（2022/6/7 (火)） 

 

株式会社アイデミー（URL） 

DX 人材育成サービス「Aidemy Business」が産総研職員のデジタルスキル知識習得支援として採用（2022/6/9 

(木)） 

 

株式会社アイデミー（URL） 

Skyland Ventures、AI/DX・GX 人材を育成する「Aidemy Business」を提供する投資先アイデミーと Web3 分野の

コンテンツ提供において提携（2022/6/16 (木)） 

 

株式会社アイデミー（URL） 

アイデミーが日本企業初の CDP 教育＆トレーニングパートナーに認定（2022/6/16 (木)） 

 

株式会社アイデミー（URL） 

GX 関連コースや「IT パスポート対策」など 7 つのコースを新規公開（2022/6/29 (水)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

ＥＮＥＯＳとアイ・ロボティクス、アイ・ロボティクス特有技術による石油タンクのドローン塗装の有効性を根岸製油所内で確

認（動画あり）（2022/6/8 (水)） 

 

株式会社アイ・ロボティクス（URL） 

国産技術により完全データセキュリティを実現した「インテグリティ・ドローン」を開発、ネクストウェア、ZenmuTech、アイ・ロボ

ティクス（2022/6/13 (月)） 

 

アカデミスト株式会社（URL） 

静岡県とアカデミスト、研究資金獲得による研究推進を目的とした業務委託契約を締結（2022/6/29 (水)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

プライバシーテックスタートアップ Acompany、顧問弁護士に個人情報保護法の専門家ひかり総合法律事務所パートナー

弁護士の板倉陽一郎氏が就任（2022/6/3 (金)） 

 

株式会社 Acompany（URL） 

プライバシーテックスタートアップ Acompany、技術顧問に暗号分野の専門家 九州大学教授の縫田光司氏が就任

（2022/6/3 (金)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000070295.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000234.000028316.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000008324.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000235.000028316.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000236.000028316.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000022548.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000022548.html
https://www.corp.academist-cf.com/post/press220629
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000046917.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000046917.html
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アスタミューゼ株式会社（URL） 

【アスタミューゼ】サステナビリティ活動としてのインパクト投資を支援「インパクトファンド調査レポートサービス」を開始

（2022/6/2 (木)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

【6 月 23 日（木）16 時～】アスタミューゼ主催ウェビナー「脱炭素社会における企業価値評価～技術ポテンシャルをデー

タで捉える～」（2022/6/6 (月)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

6 月 22 日（水）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

実現に向けたインパクト評価の重要性～」（2022/6/20 (月)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

法人融資向け「脱炭素戦略・評価支援サービス」を開始~融資判断に非財務情報に基づいた戦略評価を導入し、企業

の成長ポテンシャルを発掘~（2022/6/23 (木)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

「事業会社向けインパクト評価サービス」を開始 （2022/6/24 (金)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

6 月 27 日（月）17:00-18:00 ウェビナー開催！「不安定な未来に立ち向かうヒントを～未来推定と萌芽探索～」

（2022/6/24 (金)） 

 

アスタミューゼ株式会社（URL） 

「環境クレジット動向に関するレポートサービス」開始 ~サステナビリティ部門ご担当者様が知っておくべき情報・分析をまとめ

てご提供します~（2022/6/28 (火)） 

 

株式会社 APTO（URL） 

【マスク着用有無の印象分析結果と顔画像データセットの無償提供】株式会社 APTO と AMBL 株式会社、3,000 枚の

マスク着用顔画像アノテーションデータを 7 月末まで無償提供開始（2022/6/16 (木)） 

 

ICHI COMMONS 株式会社（URL） 

広島県委託事業「令和 4 年度 ひろしま版里山エコシステム構築事業」の寄附対象団体を公開、支援企業の募集を開

始（2022/6/8 (水)） 

 

株式会社 ELYZA（URL） 

一般社団法人金融データ活用推進協会の顧問として、取締役野口が就任（2022/6/22 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000229.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000230.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000231.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000233.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000234.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000232.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000235.000007141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000053927.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000080764.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000047565.html
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株式会社 ELYZA（URL） 

まとめる/書く/読む/話す AI シリーズ「大規模言語 AI イライザ」を発表（2022/6/22 (水)） 

 

株式会社ウェルモ（URL） 

「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」に、IT 学習中心の放課後等デイサービス「UNICO NEXT 博多」開設

（2022/6/1 (水)） 

 

株式会社 AirX（URL） 

AirX は航空会社と提携し、機体販売とリース運用システムがセットになったヘリコプターの共同所有プログラムの参加者を募

集します！（2022/6/29 (水)） 

 

H2L 株式会社（URL） 

伊藤超短波と H2L、PossessedHand や BodySharing 技術を活用したリハビリテーション機器を共同開発

（2022/6/9 (木)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

日本最大規模の招待制カンファレンス「B Dash Camp 2022 Summer in Sapporo」の Pitch Arena にて、サイバー

セキュリティ SaaS 提供の AironWorks が準優勝（2022/6/10 (金)） 

 

Aniwo 株式会社（URL） 

Aniwo、欧州最大規模のスタートアップ & テックカンファレンス「Viva Technology 2022」にイスラエルのデリゲーションと

して参加（2022/6/15 (水)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

Alliance to End Plastic Waste（廃棄プラスチックを無くす国際アライアンス）プログラムにおいて国内外スタートアップ

11 社を採択（2022/6/23 (木)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

AC Biode 株式会社、Alliance to End Plastic Waste(廃棄プラスチックを無くす国際アライアンス)プログラムと Plug 

and Play に採択（2022/6/26 (日)） 

 

AC Biode 株式会社（URL） 

Future City Tech：都心での実装を目指す環境エネルギー分野のスタートアップの募集開始（2022/6/27 (月)） 

 

NUProtein 株式会社（URL） 

【無料・6/2(木)】ディープテックスタートアップ向け海外展開イベント「Deep tech で世界を目指せ」 を開催（2022/6/1 

(水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000047565.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000018462.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000028531.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000006831.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000012729.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000129.000028153.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000084759.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000079418.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000071241.html
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エルピクセル株式会社（URL） 

日本画像医療システム工業会（JIRA） 常任理事就任のお知らせ - エルピクセル株式会社（2022/6/3 (金)） 

 

株式会社 Opening Line（URL） 

Opening Line、ラックとブロックチェーン技術分野で業務提携（2022/6/13 (月)） 

 

株式会社 OsidOri（URL） 

夫婦の共有家計簿・貯金アプリ「OsidOri（オシドリ）」が、住宅購入相談サービス『OsidOri おうちの相談窓口』を

2022 年 7 月より開始（2022/6/23 (木)） 

 

株式会社 OsidOri（URL） 

夫婦の共有家計簿・貯金アプリ「OsidOri（オシドリ）」、ＵＩ銀行とサービス提供に関する業務提携契約を締結

（2022/6/29 (水)） 

 

OnBoard 株式会社（URL） 

OnBoard 株式会社、2022 年 7 月開催セミナーを決定（2022/6/10 (金)） 

 

株式会社 CUVEYES（URL） 

北海道帯広市/歩数に応じてスポーツ団体への基金 「第二回とかちご縁マラソン」開催 ７月１日から（2022/6/30 

(木)） 

 

株式会社 KINCHAKU（URL） 

“次世代のおもてなし”はウォレットにつながるパスプラットフォーム「KINCHAKU」とスマートロック「RemoteLOCK」の連携で

（2022/6/8 (水)） 

 

株式会社グッドフェローズ（URL） 

太陽光投資売買サイト『タイナビ発電所』×税理士＜無料レポート公開＞（2022/6/8 (水)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

Crowd Agent（クラウドエージェント）1本15万円から制作できる、採用動画制作サービスの提供を開始（2022/6/1 

(水)） 

 

株式会社 grooves（URL） 

元 Amazon 世界最年少事業責任者（当時 26 歳）で現役起業家大越隆行がトレードワルツの執行役員として参画

（2022/6/1 (水)） 

 

株式会社 cotree（URL） 

日本最大級のカウンセリングプラットフォーム『cotree（コトリー）』をサービスとして提供する「株式会社 cotree」と「foriio」

が業務提携！（2022/6/10 (金)） 

https://lpixel.net/news/information/2022/10589/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000097604.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000047164.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000047164.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000080227.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000031367.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000096978.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000025653.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000136.000005321.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000069451.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000037238.html
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株式会社コンシェルジュ（URL） 

スプリームシステム株式会社、株式会社コンシェルジュとの共催ウェビナーを開催（2022 年 6 月 23 日）（2022/6/17 

(金)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

【企業 LINE 公式アカウント調査】約 6 割の利用者が 1 社以上の LINE 公式アカウントを「友だち追加」。サービス利用に

必須で有益な情報が届くアカウントは高評価（2022/6/22 (水)） 

 

株式会社コンシェルジュ（URL） 

シルバーエッグ・テクノロジー、ｗ２ソリューション主催の EC マーケティングウェビナーに登壇（2022/6/29 (水)） 

 

株式会社昆虫食の entomo（URL） 

【新商品情報】昆虫食の大本命！ 食用に特化したアメリカミズアブの幼虫。販売開始！（2022/6/14 (火)） 

 

株式会社昆虫食の entomo（URL） 

昆虫食のバイブルであり予言の書、初めての現代語訳！ 『昆虫食のはじめ』と『昆虫サプリのすすめ』を発刊！

（2022/6/14 (火)） 

 

株式会社昆虫食の entomo（URL） 

書籍で紹介されました！（『みんなで調べよう・考えよう!小学生からの SDGs 丸わかり BOOK 』）（2022/6/27 

(月)） 

 

株式会社 sustainacraft（URL） 

サステナクラフト | 2022 年度 NEDO「研究開発型スタートアップ支援事業／地域に眠る技術シーズやエネルギー・環境

分野の技術シーズ等を活用したスタートアップの事業化促進事業」への採択が決定（2022/6/9 (木)） 

 

株式会社 sustainacraft（URL） 

Future City Tech：都心での実装を目指す環境エネルギー分野のスタートアップの募集開始（2022/6/27 (月)） 

 

サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

ジャフコグループ、スタートアップ×大手企業の“協業”にこだわった「マッチングカンファレンス」を本格始動！（2022/6/6 

(月)） 

 

サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

サステナブル・ラボ、BusinessTech と共に金融機関による中堅中小企業向け ESG/SDGs 支援を加速（2022/6/20 

(月)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000091540.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000087.000017833.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000085146.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000091477.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000091477.html
https://entomo.jp/blog/sdgs-book-20220604.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000097343.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000079418.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000057515.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000052578.html
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サステナブル・ラボ株式会社（URL） 

非財務情報可視化システム SX サーベイのライト版「SX サーベイ LITEβ」のサービス提供開始（2022/6/30 (木)） 

 

株式会社笑下村塾（URL） 

投票率が低い上位 3 県にお笑い芸人が無料で出張授業をします！（2022/6/17 (金)） 

 

株式会社 Smart119（URL） 

救急隊の「現場滞在時間の短縮」をテーマに『次世代救急医療シンポジウム Vol.2』をオンライン開催（2022/6/2 

(木)） 

 

株式会社 Smart119（URL） 

【救急集中治療医がマンガで解説】注意！ こどもの溺水（2022/6/15 (水)） 

 

株式会社 Smart119（URL） 

Smart119 が救急搬送における AI 活用で川崎市と連携（2022/6/15 (水)） 

 

株式会社 Smart119（URL） 

【救急集中治療医が教える】こどもの転落で気を付けるべき 8 つのポイント（2022/6/21 (火)） 

 

株式会社 Smart119（URL） 

【イラストで解説】こどものための正しい火傷の応急措置と予防方法（2022/6/28 (火)） 

 

株式会社 Smart119（URL） 

Smart119 が「救急隊の現場滞在時間短縮」を考えるシンポジウムを開催（2022/6/30 (木)） 

 

株式会社セツロテック（URL） 

【展示会情報】セツロテックの夏の学会・展示会出展のご案内 | 株式会社セツロテック（2022/6/29 (水)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

家事代行マッチングプラットフォーム「タスカジ」、iOS・Android アプリのリリースおよび LINE 公式アカウントを開設。6 月 1

日より初回限定キャンペーンを実施！（2022/6/1 (水)） 

 

株式会社タスカジ（URL） 

タスカジ、家事のプロ「タスカジさん」が集結して家事を楽しく学ぶ祭典、「タスカジさんフェス 2022」を開催！（2022/6/16 

(木)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

【JAL のマイルプレゼントキャンペーン】ワットストアに新規登録＆購入で最大 1,500 マイルプレゼント「スマホで買える再エネ

発電所 ワットストア」（2022/6/1 (水)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000033366.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000028753.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000056624.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000056624.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000056624.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000056624.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000081.000056624.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000056624.html
https://www.setsurotech.com/news/5390/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000020281.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000020281.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000164.000034887.html
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株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

～再エネ発電所の更なる普及へ～ 友達招待プログラムを開始「スマホで買える再エネ発電所 ワットストア」（2022/6/1 

(水)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

【20,000 名突破記念】オリジナル T シャツをプレゼント！（2022/6/2 (木)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

J リーグ公式戦の CO2 を削減！たくさんの"ひとり"の力で実現するカーボンオフセットマッチ 結果のご報告【株式会社チェン

ジ・ザ・ワールド】（2022/6/7 (火)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

6 月 21 日をきっかけにみんなで再エネを普及！「太陽光発電の日 333 チャレンジ」【スマホで買える再エネ発電所 「ワッ

トストア」】 （2022/6/21 (火)） 

 

株式会社チェンジ・ザ・ワールド（URL） 

電力ひっ迫の中、国内電力自給率向上に貢献する「ワットストア」にて 5 基連続で約 5000 万の風力発電所が完売

（2022/6/29 (水)） 

 

株式会社チカク（URL） 

【まごチャンネル】新サービス「写真プリント」サービス提供開始（2022/6/3 (金)） 

 

株式会社チカク（URL） 

チカク、東みよし町、東みよし町社会福祉協議会、セコムが高齢者の見守りサービスの実証実験を開始（2022/6/14 

(火)） 

 

株式会社チカク（URL） 

チカク、兵庫県たつの市、セコムが独居高齢者の外出促進と家族の自助意識強化の実証実験を開始（2022/6/21 

(火)） 

 

TXP Medical 株式会社（URL） 

令和４年度 Hamamatsu ORI-Project（浜松市データ連携基盤活用モデル事例創出事業）の事業構想支援の

支援先が決定！（2022/6/7 (火)） 

 

TXP Medical 株式会社（URL） 

【6/16 開催ウェビナー】院内モバイル活用が起こす 医療の情報革命と病院 DX とは（2022/6/7 (火)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000161.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000165.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000167.000034887.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000170.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000169.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000171.000015422.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000188.000049248.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000031630.html
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株式会社データグリッド（URL） 

データグリッド、オンワードグループ公式通販サイト『ONWARD CROSSET』にバーチャル試着サービス「kitemiru」のトライ

アル導入をスタート（2022/6/20 (月)） 

 

株式会社データグリッド（URL） 

メタバース空間のアート展をデジタルヒューマンがご案内、WebXR コマースを運営する palan とデジタルヒューマンを生成する

データグリッドが協業（2022/6/21 (火)） 

 

株式会社データグリッド（URL） 

AI を活用した動画学習の視聴・習得への影響を調査（2022/6/27 (月)） 

 

株式会社デジタルグリッド（URL） 

#2050 年カーボンニュートラルに向けて菅義偉元総理大臣が登壇（2022/6/1 (水)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

交通の要所 JR 新横浜駅直結キュービックプラザ新横浜に設置型ベビーケアルーム「mamaroTM」を設置（2022/6/10 

(金)） 

 

Trim 株式会社（URL） 

病院で過ごす時間を安心に 済生会兵庫県病院 小児科診察室前に設置型ベビーケアルーム「mamaroTM」を設置

（2022/6/21 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

【いよいよ来週開催】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」のご案内

（2022/6/1 (水)） 

 

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（2022/6/21 (火)） 

 

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（2022/6/21 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

日田市の観光 DX を推進。混雑情報プラットフォーム「VACAN」を用いて、「日田川開き観光祭」で駐車場の混み具合を

リアルタイムに可視化（2022/6/21 (火)） 

 

株式会社バカン（URL） 

トイレを利用すればするほど、NGO/NPO の支援に。サービスの導入企業、協力団体と連携し”優しい世界”の実現を目指

す（2022/6/21 (火)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000034722.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000034722.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000034722.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000073012.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000016859.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000128.000005365.html
https://corp.vacan.com/news/sibuya_taxi.html
https://corp.vacan.com/news/tari-zu.html
https://corp.vacan.com/news/hitasi.html
https://corp.vacan.com/news/wateraid.html
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株式会社バカン（URL） 

50 自治体に導入決定！参院選で投票所の混雑状況を、空き情報配信プラットフォーム「VACAN」を用いてリアルタイム

に可視化（2022/6/22 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

トイレの個室内メディア「AirKnock Ads」、サービス提供開始から 1 年半で 5,000 箇所超へ設置拡大を見込む

（2022/6/22 (水)） 

 

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

（2022/6/22 (水)） 

 

株式会社バカン（URL） 

テレシー、「トイレ内デジタルサイネージ広告」に自社広告の掲載開始！（2022/6/29 (水)） 

 

PIAZZA 株式会社（URL） 

渋谷区と PIAZZA が、LGBTQ コミュニティグループを共同で開設。渋谷区全域で展開を開始。（2022/6/13 (月)） 

 

vivola 株式会社（URL） 

ビボラ、医療データを解析 不妊治療の負担少なく: 日本経済新聞（2022/6/29 (水)） 

 

株式会社ファーストアセント（URL） 

企業向け子育て支援サービス「ベビケアプラス for Business」 受講者の 96%がセミナーの内容に満足と回答、男性育

休の必要性も高いことがわかる結果（2022/6/2 (木)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

最大 3 千万円支援規模。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.」6 月 1 日より募集開始（2022/6/1 (水)） 

 

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岩手県一関市の館ヶ森アーク牧場とハーブティー用乾燥ラベンダーの余剰をエキス化し、原料として

アップサイクルしたフレグランスミストを共同開発 （2022/6/3 (金)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

POP UP JRE MALL Cafe 開催中  環境に配慮された商品などを集めた「Social Good Gallery」が 6 月 3 日(金)よ

り JR 横浜駅の JRE MALL Cafe にて展開スタート！（2022/6/8 (水)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000259.000018933.html
https://corp.vacan.com/news/vacan-airknock-ads.html
https://corp.vacan.com/news/subuyahikarie.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000115.000076049.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000100.000016981.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC030I70T00C22A5000000/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000023831.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000060850.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000051332.html
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/pop-up%e3%80%80jre-mall-cafe-%e9%96%8b%e5%82%ac%e4%b8%ad/
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株式会社ファーメンステーション（URL） 

ホテルメトロポリタン仙台イースト開業 5 周年特別宿泊プランに採用いただきました（2022/6/15 (水)） 

 

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ニチレイフーズと未利用資源 再生・循環パートナーシップ：焼おにぎりの規格外ごはんをアップサイク

ルした発酵エタノール配合の「焼おにぎり除菌ウエットティッシュ」を開発し展開開始（2022/6/16 (木)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

6/22 登壇：在日フランス大使館と駐日欧州連合代表部による開催「サーキュラー・エコノミー・セミナー 」（2022/6/20 

(月)） 

 

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オーガニック原料「オーガニックライス・エタノール」が「龍泉洞シリーズ」に採用：新たに新製品「龍泉

洞の化粧ミスト」に採用され発売開始（2022/6/22 (水)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

6/29 登壇：青森県アップサイクルフォーラム（2022/6/23 (木)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

POP-UP 7/1~「エシカルアイテム工場見学 vol.4」（2022/6/23 (木)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

スタートアップ企業として国内初、ファーメンステーションが国際認証「B Corp」を取得。実験的な新プロジェクト

「PUKUPUKU POTAPOTA」もスタート。（2022/6/24 (金)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

掲載および優勝報告：ジェトロ「ビバ・テクノロジー」で 4 年ぶりにリアルの日本ブース設置（2022/6/24 (金)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

B Corp 認証ブランド FERMENSTATION が「サステナブル★セレクション」一つ星を獲得（2022/6/28 (火)） 

 

株式会社ファーメンステーション（URL） 

6/28 発売：WORK MILL with Forbes JAPAN（2022/6/30 (木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

【妊活・不妊治療サポート ファミワン】住友生命、キャナルベンチャーズからシリーズ A の資金調達を実施し、累計資金調達

額が 3.1 億円に（2022/6/1 (水)） 

 

https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%9d%e3%83%aa%e3%82%bf%e3%83%b3%e4%bb%99%e5%8f%b0%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e9%96%8b%e6%a5%ad5%e5%91%a8%e5%b9%b4%e7%89%b9%e5%88%a5/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000051332.html
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/6-22%e7%99%bb%e5%a3%87%ef%bc%9a%e5%9c%a8%e6%97%a5%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%a4%a7%e4%bd%bf%e9%a4%a8%e3%81%a8%e9%a7%90%e6%97%a5%e6%ac%a7%e5%b7%9e%e9%80%a3%e5%90%88%e4%bb%a3%e8%a1%a8/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000051332.html
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/6-29%e7%99%bb%e5%a3%87%ef%bc%9a%e9%9d%92%e6%a3%ae%e7%9c%8c%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0/
https://fermenstation.co.jp/news_jp/event_jp/pop-up-7-1%e3%80%8c%e3%82%a8%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%86%e3%83%a0%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e8%a6%8b%e5%ad%a6vol-4%e3%80%8d/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000051332.html
https://fermenstation.co.jp/news_jp/media_jp/%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e5%84%aa%e5%8b%9d%e5%a0%b1%e5%91%8a%ef%bc%9a%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%88%e3%83%ad%e3%80%8c%e3%83%93%e3%83%90%e3%83%bb%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8e%e3%83%ad/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000051332.html
https://fermenstation.co.jp/news_jp/etc_jp/6-28%e7%99%ba%e5%a3%b2%ef%bc%9awork-mill-with-forbes-japan/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000137.000014333.html
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株式会社ファミワン（URL） 

妊活ライブ「その男性妊活、ホントに合ってる？」にて胚培養士と心理士による男性不妊のセミナーを開催します

（2022/6/9 (木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

企業で広がる妊活・不妊治療のサポート 不妊治療の保険適用で新たな動き 企業は「女性だけの問題ではない」 | 特

集 | 報道ランナー | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ（2022/6/9 (木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

東京都杉並区の『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」のサービスを今年度も提供を継続

（2022/6/10 (金)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

妊活ライブの人気セミナー企画「質問 1000 本ノック！」にて不妊治療の専門家が多くの疑問・質問にお答えします。

（2022/6/16 (木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

孤独で難しい妊活・不妊治療という課題に寄り添い、日本の未来を福利厚生等を通じて支えるファミワン （2022/6/23 

(木)） 

 

株式会社ファミワン（URL） 

愛知県豊橋市の在住・在勤の方を対象に、愛知県で初となる「働く女性のヘルスケアセミナー」と LINE サポートを提供

（2022/6/29 (水)） 

 

株式会社フィッシュパス（URL） 

【アプリ新機能】さらに使いやすく便利に！4 つの機能が追加になりました！ （2022/6/16 (木)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

ドラッグストアがヘラルボニーのアートを飾るギャラリーに。薬王堂全店舗でヘラルボニーコラボ T シャツ販売開始。

（2022/6/1 (水)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

「HERALBONY」、SUQQU とコラボレーション（2022/6/3 (金)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

ヘラルボニーが「日本スタートアップ大賞 ２０２２ 審査委員会特別賞」を受賞（2022/6/3 (金)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

【6/23（木）20 時】1 億総デザイナー時代到来！ウェビナー「デザインというカードを持とう」開催（2022/6/6 (月)） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000140.000014333.html
https://www.ktv.jp/news/feature/220603-1/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000139.000014333.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000141.000014333.html
https://jp-startup.jp/articles/919/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000143.000014333.html
https://www.fishpass.co.jp/news/archives/21074
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000090658.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000039365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000151.000039365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000180.000006391.html
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株式会社ヘラルボニー（URL） 

長野市の商業施設「ショッピングプラザアゲイン」 展覧会「Brillia Art Gallery in Nagano」開催（2022/6/13 (月)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

「HERALBONY」、CITIZEN L（シチズン エル）10 周年を記念してコラボレーションスカーフを発表（2022/6/15 

(水)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

福祉実験ユニット「ヘラルボニー」の期間限定ショップがなんばマルイにオープン！「ヘラルボニーエポスカード」の店頭即時発

行も同時開催（2022/6/15 (水)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

ヘラルボニー、ソフトバンクホークス、PICFA がコラボレーションし、「ファイト！九州」の取り組みを推進するテーマアートを発

表、6 月 17 日にコラボグッズを発売（2022/6/16 (木)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

ヘラルボニー、金沢２１世紀美術館キュレーター黒澤浩美氏が企画アドバイザー就任（2022/6/29 (水)） 

 

株式会社ヘラルボニー（URL） 

福祉実験ユニット「ヘラルボニー」が‘違うこと’の価値を問う美術展「The Colours!」を 7 月 16 日より ANB Tokyo にて開

催（2022/6/29 (水)） 

 

マイクロ波化学株式会社（URL） 

Alliance to End Plastic Waste（廃棄プラスチックを無くす国際アライアンス）プログラムにおいて国内外スタートアップ

11 社を採択（2022/6/23 (木)） 

 

マイクロ波化学株式会社（URL） 

使用済みプラスチックから基礎化学原料を直接製造するマイクロ波による新たなケミカルリサイクル技術の共同開発を開始

（2022/6/28 (火)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

日経産業新聞にて、当社のオンライン診療サービス「curon」やオンライン診療に関連する取り組みなどについてが報じられま

した（2022/6/2 (木)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

「第 68 回日本不整脈心電学会学術大会」に弊社代表の原が登壇しました（2022/6/11 (土)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000146.000052843.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000152.000039365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002955.000003860.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000153.000039365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000154.000039365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000155.000039365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000129.000028153.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000076344.html
https://micin.jp/news/7197
https://micin.jp/news/7237
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株式会社 MICIN（URL） 

「PHR サービス事業協会（仮称）」を設立します！（2022/6/20 (月)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

メディケア生命のお客さま向けサービスに、オンライン診療サービス「curon」導入 （2022/6/23 (木)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

「地域スマート医療コンソーシアム」第 2 回総会を開催（2022/6/28 (火)） 

 

株式会社 MICIN（URL） 

7 月 4 日「医療と健康の DX セミナー 」に当社代表の原が登壇予定 （2022/6/28 (火)） 

 

MAMORIO 株式会社（URL） 

リモートワーク勤務中の置き忘れ・紛失経験者は52.2% 会社への報告をおこなったのはわずか 13%のみ（2022/6/24 

(金)） 

 

株式会社ミツカリ（URL） 

マルハニチロがメンター制度設計・運用においてミツカリを導入。工数を 1/5 に短縮し、テレワークにおけるコミュニケーション課

題も解決（2022/6/29 (水)） 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL） 

日本初、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」に加盟    ブルーファンドを設立し、海と経済活動との

共存共栄を目指します。（2022/6/1 (水)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

2022 年度 X-HUB TOKYO キックオフイベントスタートアップのグローバルトレンドとコロナ禍における海外展開成功の秘訣

（2022/6/7 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

eiicon meetup!! -共創につながる出会いが生まれる場-「ロボティクススタートアップー世の中を変えるロボティクスー」

（2022/6/7 (火)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

うんこの生き物「うんこ動物」誕生！もふもふ元気いっぱいな「うんこ動物」に癒されるひと時を（2022/6/8 (水)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

高齢化が進む大阪市森之宮で、防災・見守りサービスの実証実験にコミュニケーションロボット「BOCCO」を活用。セコム・

森之宮病院・ユカイ工学が協力（2022/6/9 (木)） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000082634.html
https://micin.jp/news/7361
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001322.000007676.html
https://micin.jp/news/7396
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000194.000022173.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000030921.html
https://www.securite.jp/news/release?a=178
https://www.ux-xu.com/news/220606
https://www.ux-xu.com/news/220607
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000097635.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000164.000015618.html
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ユカイ工学株式会社（URL） 

IoT・ロボティクスを活用した、選ばれるスマートホームの最新動向（2022/6/13 (月)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

フレイル予防実証事業、更に健康寿命延伸を強化 オンラインの高齢者向け健康プログラム×コミュニケーションロボット×Ａ

Ｉ解析（2022/6/16 (木)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

高齢者向け健康プログラムがオンラインでもフレイル予防に成果。RIZAP・JDSC・ユカイ工学の 3 社合同実証で、体力年

齢マイナス 27 歳の若返りを達成（2022/6/16 (木)） 

 

ユカイ工学株式会社（URL） 

夏休み自由研究のバイブルに！小学生から始められる、かんたんプログラミングで AI ロボットづくりが学べる本登場。

（2022/6/29 (水)） 

 

ユニロボット株式会社（URL） 

大島小松川公園×株式会社日比谷アメニス（2022/6/8 (水)） 

 

株式会社 Lightblue Technology（URL） 

画像認識・画像解析 AI のリアル現場導入を加速する「Lightblue Base」が IT 導入補助金 2022 の対象 IT ツールに

認定【補助率 50%・最大 150 万円まで】（2022/6/3 (金)） 

 

株式会社 Lightblue Technology（URL） 

大好評につき第 3 弾！！事例に学ぶ画像解析 AI の活用法とは（2022/6/10 (金)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

新経済連盟 10 周年記念イベントに Hyperithm 代表のロイド・リーが登壇しました（2022/6/2 (木)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

Liquitous、千葉県木更津市と「DX を通じた市民の行政参加促進に関する連携協定」を締結（2022/6/6 (月)） 

 

株式会社 Liquitous（URL） 

Liquitous、高知県日高村「村まるごとデジタル化事業」を共同で推進する連携協定に参画（2022/6/10 (金)） 

 

株式会社リクシス（URL） 

11 社・団体が参加し「仕事とケアの両立」という社会課題に取り組む業界横断型研究会「Excellent Care Company 

Lab.」を発足（2022/6/13 (月)） 

 

https://www.ux-xu.com/news/20220613
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000040467.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000165.000015618.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000015618.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000102555.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000038247.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000038247.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000079365.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000054692.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000054692.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000038460.html



