企業会員B（ベンチャー）主な活動実績

（2018年12月）

■アクセルスペース （https://www.axelspace.com/info/media/）
・シリーズB投資ラウンドにおける資金調達、約25.8 億円の第三者割当増資を
実施。（2018/12/7）
・「GRUS」の運用に向けた地上局サービス関する契約を締結。（2018/12/12）
・「GRUS」打ち上げ・初期動作確認のお知らせ。(2018/12/27)
■アジアクエスト （https://www.asia-quest.jp/news-list/）
・後藤秀宣氏がアジクエストの技術顧問に就任。（2018/12/3）
・スターティアホルデング株式会社との資本業務提携及び第三者割当増に資金調
達。（2018/12/14）
・アジクエストが電通国際情報サービと アジクエストが電通国際情報サービス
とRPA ツール 「UiPath UiPath UiPath」のリセールパートナー契約を締結。
（2018/12/14）

■ANEW Holdings （http://www.anew.holdings/jp/news/）
・米国における新会社「Sunkaku, LLC.」設立のお知らせ（2018/12/17）

■Institution for a Global Society （http://www.i-globalsociety.com/index.html）
・『労政時報』第 3963 号の「10 年後の人事部」にて、弊社代表福原のインタ
ビュー記事が掲載。（2018/12/4）
■エーアイスクエア （https://www.ai2-jp.com/）
・株式会社 LIXIL LIXIL の問合せ対応における AI チャットボット活用について
～ 自動応答システム「QuickQA」を用いたお問合せ対応の「ノンボイス化に向
け」～。（2018/12/3）
■Hmcomm （http://hmcom.co.jp/）
・Hｍcommが、異音検知プラットフォーム（ FASTFAST FAST-D）を活用し、
養豚における豚の健康管理・感染病検知の実証験を開始。（2018/12/4）
・AI 音声認識プラットフォーム「営業日報・務告書自動作成システム～ VCRM
～」を協和発酵キリンにて本格導入開始。（2018/12/10）
■エルピクセル （https://lpixel.net/news/）
・「第一回ファイザー ヘルスケア・ハブ・ジャパン」にて「ベスト・テクノロ
ジー賞」を受賞。（2018/12/5）
・2018年12月3日放映 NHK「クローズアップ現代＋」にてエルピクセルの技術
が紹介された。（2018/12/12）
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■キャリーオン （https://corp.carryonmall.com/news/index.html）
・「日本経済新聞」に掲載。子育て世代に広がるシェア 知育玩具や服、割安
■grooves （https://www.grooves.com/news）
・エンジニアの転職意識調査を発表。 (2018/12/12)
・「みらいの働き方 ～先進企業インタビュー～」に掲載。

（2018/12/22）

(2018/12/17)

■ゲイト （http://gateinc.jp/）
・中京テレビ「真夜中のドキュメンタリー」にて特集された。 (2018/12/2)
・ヤフー株式会社が運営するメディア「Gyoppy!」にて、水産事業への取り組み
が紹介された。 (2018/12/5)
・「NHK 首都圏情報ネタどり！」にて、IDS 様との飲みニケーション制度の取
り組みが特集された。 (2018/12/7)
・「NHK ニュース おはよう日本」に飲みニケーション制度利用の場として「く
ろきん田町本店」が登場。(2018/12/10)
■コンシェルジュ （https://www.conciergeu.com/news?locale=ja）
・イノベーションズアイ、フジサンケイビジネスアイ主催のビジネスコンテスト
「革新ビジネスアワード２０１８」にて大賞を受賞。 (2018/12/4)
・日本初のAI 特化型アクセラレータープログラム「AI.Accelerator」第7 期
（2018 年12月～2019 年02 月）採択企業8 社に選ばれた。 (2018/12/14)

■昆虫食のentomo （https://entomo.jp/blog）
・12/8,9 京都環境フェスティバル2018 で昆虫食講演と出展。（2018/12/11)
・当社のSDGs達成に向けた取組みが外務省のホームページで紹介。(2018/12/30)
■セツロテック （https://www.setsurotech.com/）
・株式会社阿波銀行、阿波製紙株式会社のCVC ファンド「イノベーション創出
投資事業有限責任組合」、既存株主であるSBI インベストメント株式会社、合同
会社テックアクセルベンチャーズが運用するファンド並びに個人を引受先とする
資金調達を実施。（2018/12/21）

■ZEROBILLBANK JAPAN （http://www.zerobillbank.com/）
・eiicon にブロックチェーン技術を活用した「ジェロントロジ×YumeCoin」に
ついて掲載。
・日本経済新聞に、全国保証様、ナレッジコミュニケーション様との協業につい
て掲載。(2018/12/11)
・全国保証、ZBB、ナレコムが、AIとブロックチェーンを活用した住宅ローン
審査手法について研究を開始。（2018/12/12）
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■それいけシステムコンサルティング （http://soreike.jp/info）
・”Sakuya” エアプランツ用活力液販売開始。（2018/12/10）
■知能技術 （http://www.chinou.co.jp/）
・日経新聞関西版の特集ページで2018 年に注目されたベンチャー27 社の1 社
として取り上げられた。（2018/12/18）
・経済産業省「地域未来牽引企業」に大阪市の推薦により選定。（2018/12/25）
■チャレナジー （https://challenergy.com/news/）
・COP24 ジャパン・パビリオンに出展。(2018/12/19)
・ NHK の国際放送「NHK ワールドJAPAN」にチャレナジーが出演。
(2018/12/12)

■T-ICU （https://t-icu.co.jp/jpn/）
・書籍『ICU・集中治療室物語－プロフェッショナルたちの静かな闘い－』発売。
(2018/12/11)

・12/4-5 にファイナリストとして参加した「Health 2.0 Asia – Japan2018
Pitch Final」について記事が掲載。(2018/12/14)

■テンアップ （http://www.zerobillbank.com/）
・2018 年12 月09 日発行の日経MJ にて、「VR school」 が紹介。（2018/12/9）
■toor （https://www.toor.jpn.com/）
・TIS、サイバネットシステムとビッグデータ可視化ツールの販売代理店契約を
締結。 (2018/12/20)
■ Nextremer
（http://nextremer.com/）
・AI を活用した農作物の生産予測モデルを構築、高知県・富士通と共同でシス
テムの実証開始。 （2018/12/3）
■ファーメンステーション （http://www.fermenstation.jp/）
・「JR 東日本スタートアッププログラム2018」協業発表会にて青森市長賞受賞。
（2018/11/30）

・第三者割当増資による資金調達を実施。（2018/12/5）
・第三者割当増資による資金調達を実施。（2018/12/19）
・米穀新聞に記事掲載「ベンチャーキャピタル出資－AKOMEYA で販売」。
・読売新聞に記事掲載「いまこの人 岩手由来の資源で化粧品」。

（2018/12/20）
（2018/12/24）
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■MICIN
（https://micin.jp/news）
・規制のサンドボックス制度の認定を取得（医療分野で第一号）、インフルエン
ザのオンライン受診勧奨サービスを提供。 (2018/12/26)
・日本経済新聞朝刊で、脳梗塞の因子を解析する取り組みが紹介。(2018/12/11)
■MAMORIO （https://company.mamorio.jp/index.html）
・北海道初、函館朝市にてMAMORIO 社のIoT 技術を活用したお忘れ物自動通
知サービスの運用を開始。（2018/12/5）
・テクノロジー企業成長率ランキング「デロイト 2018 年 アジア太平洋地域テ
クノロジー Fast 500」 で≪152≫位を受賞。（2018/12/6）
・世界最小クラスの紛失防止タグMAMORIO が『Amazon ランキング大賞
2018（年間）』のAmazon Launchpad 部門で2 年連続受賞。（2018/12/11）
・ゆりかもめは新交通システムの駅として初めて「IoT お忘れ物自動通知サービ
ス」の提供を開始。（2018/12/12）
・紛失防止IoT デバイス「MAMORIO」が3 周年、インフォグラフィック・ビ
ジュアライゼーションマップを公開。（2018/12/14）
・東海地方初、名古屋鉄道にてMAMORIO Spot を活用したお忘れ物自動通知
サービスの運用を開始。 （2018/12/17）
・森ビルとMAMORIO が「IoT お忘れ物自動通知サービス」の実証実験を開始。
六本木ヒルズや虎ノ門ヒルズなど6 施設でMAMORIO Spot を設置。
(2018/12/27)

■ユカイ工学 （https://www.ux-xu.com/#news）
・＜ユカイ工学とNTT ドコモが共同開発＞XMOS ボイス・テクノロジーを採用
した、開発者向け音声対話開発キット「codama（こだま）」を12 月21 日より
発売予定。（2018/12/3）
・NHK「おはよう日本」にて、Qoobo が取り上げられた。（2018/12/13）
・テレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」にて、Qoobo が取り上げられた。
（2018/12/13）

・Ruby biz Grand prix 2018 にてBOCCO がDevice Technology Award を受
賞。（2018/12/13）
・発売1 ヶ月で出荷台数6000 台突破！しっぽのついたクッション型セラピーロ
ボット「Qoobo」米国・Amazon で12 月13 日（木）より発売開始予定。

（2018/12/14）

・東京電力ベンチャーズの見守りサービス「tepcotta」とユカイ工学のコミュニ
ケーションロボット「BOCCO」の共同プロジェクト“地域の子どもを見守る”新
たな実証実験スタート。（2018/12/18）
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■リトルソフトウェア （http://www.littlesoftware.jp/）
・ 感性選曲アプリ「感性選曲」を来年1 月に再リリース。（2018/11/30）
・「脳年齢チェッカー」で弊社アプリ紹介動画がアップされた。（2018/12/11）
・Gakken 社「GetNavi」年末年始特大号（2 月号）の「2019 年当確ヒットラ
ンキング」脳波ガジェットで感性選曲アプリが紹介された。（2018/12/25）
・Pepperとリトルソフトウェア技術の医療現場での取り組みが紹介された。
(2018/12/29)

■レッツ （https://letsmaruta.jp/）
・ 2019 年1 月30 日(水)～2 月1 日(金)まで、東京ビッグサイトで開催される
「ENEX2019：第43 回地球環境とエネルギーの調和展」に出展（出展ブース :
岐阜県次世代エネルギー産業創出コンソーシアム）。（2018/12/3）
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