企業会員B（ベンチャー）主な活動実績

（2019年2月）

■アクセルスペース （https://www.axelspace.com/info/media/）
・農業データ活用による農業改革に向けた協業合意のお知らせ(2019/2/14)
■アジアクエスト （https://www.asia-quest.jp/news-list/）
・IoTで栽培環境を徹底管理した 国産バナナのEC機能を公開(2019/2/7)
・アジアクエストが農業ICTによる農作業の働き方改革セミナーを合同で開催
(2019/2/15)

・アジアクエストがSmart CUBEシリーズを活用した工数管理ソリューションの
提供開始(2019/2/19)
・アジアクエストが九州産交バスの入力業務軽減システムの開発を開始

(2019/2/21)

・アジアクエストと大分トリニータが地域イノベーションパートナー契約を締結

(2019/2/26)

■inaho （https://inaho.co/category/all/）
・MURCアクセラレータ LEAP OVER 第2期にて最優秀賞を受賞(2019/2/1)
・ ICCサミット「スタートアップ・カタパルト」にて優勝しました！(2019/2/20)
■ウェルモ （https://welmo.co.jp/news/）
・介護のニュースサイトJOINTーウェルモが優秀賞
鹿野CEO「ケアマネの不安を取り除くAIを作りたい」 (2019/2/1)
・横浜市、札幌市の両都市にオフィスを開設しました(2019/2/1)
・西日本新聞―介護計画作成ＡＩが支援 福岡市のベンチャーが事業化 ケアマ
ネの負担軽減 (2019/2/3)
・ケアマネジメント・オンライン―ケアプランAIの実証実験の参加事業所を募集
・高齢者住宅新聞2/20号―ケアプラン作成AIが優秀賞 (2019/2/20)

(2019/2/8)

■Hmcomm （http://hmcom.co.jp/）
・人の発話から感情を認識する感情認識エンジン“VecMe”を新たにリリース
・『EY Innovative Startup 2019』を受賞(2019/2/28)

(2019/2/28)

■H2L （http://h2l.jp/）
・H2Lとドコモ、「BodySharing技術」と5Gを活用した新サービスの創出に向
け連携。（2019/1/9）
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■エルピクセル （https://lpixel.net/news/）
・米マサチューセッツ州ケンブリッジにて北米事業の拠点を開設(2019/2/1)
・大阪市立大学大学院医学研究科放射線診断学・IVR 学と研究範囲を、脳動脈
瘤、乳がん、肺がんまで拡大した 包括的な研究契約を締結(2019/2/12)
・キャリア情報サイト「理系ナビ2020」に弊社代表島原のインタビュー記事が
掲載されました(2019/2/27)
■O：（オー） （https://o-inc.jp/news/）
・「生産性低下と休退職のキーは睡眠だった」世界初、睡眠データから休退職率
と生産性低下をO:がAIで高精度に予測(2019/2/8)
・日本経済新聞と日経産業新聞本誌で「O:SLEEP」の休退職予測機能が紹介され
ました(2019/2/22)
■キャリーオン （https://corp.carryonmall.com/news/index.html）
・中古子供服の法人販売を開始 (2019/2/28)
■グッドフェローズ （https://www.tainavi-soken.com/pressrelease/index.html）
・グッドフェローズ、国際航業社と業務提携のお知らせ(2019/2/12)
・タイナビ総研、脱FIT×卒FIT自家消費型太陽光・蓄電池販売入門講座を開催
(2019/2/13)
(2019/2/19)

・タイナビ総研、太陽光発電と卒FITに関するアンケート調査を実施
・タイナビNEXT、「自家消費型太陽光発電」への問い合わせ対応を開始

■grooves （https://www.grooves.com/news）
・YMFG ZONEプラニングとグルーヴス、包括連携協定を締結(2019/2/20)
・神戸のスタートアップ企業とエグゼクティブ候補人材のマッチングイベントを
開催！(2019/3/5)
■昆虫食のentomo （https://entomo.jp/blog）
・◆告知◆3/12『昆虫は美味い！ 昆虫食まつり大阪』 ～昆虫食の見果てぬ夢～
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■KOMPEITO （https://www.officedeyasai.jp/info/）
・ 「農経新聞」に、弊社サービスをご紹介いただきました。(2019/2/4)
・「LIG BLOG」に、弊社サービスをご紹介いただきました。(2019/2/7)
・弊社代表の川岸が、桐朋学園小学校にて登壇させていただきました。
(2019/2/8)

・ 「Trend Map」にて、弊社サービスが紹介されました。(2019/2/13)
・ ＼導入数1,000拠点突破！／ 独自の電子決済システム「YASAI PAY」をリ
リース、 テストマーケティング事業拡大へ(2019/2/26)
・ 「瓦版」にて、弊社サービスが紹介されました。(2019/2/28)
・ 「日経新聞 電子版」にて、弊社サービスが紹介されました。(2019/3/1)

■JOINS （https://joins.co.jp/company/?click=header-navi）
・週刊東洋 2019年2月23日号「【特集】地方反撃 ――稼ぐ街は何が違うのか
――」に当社の事業が紹介されました。（2019/2/23）
■スペースエンターテインメントラボラトリー （http://www.selab.jp/）
・食品保管庫管理システム “HACCP パワー” 掲載のお知らせ ～フードケミカ
ル/2019.2月号発行～(2019/2/12)
■それいけシステムコンサルティング （http://soreike.jp/info）
・R操作自動化サービス” 掲載のお知らせ～フードケミカル/2019.1月号発～。
（2019/1/16）

■知能技術
（http://www.chinou.co.jp/）
・経済産業大臣名の「地域未来牽引企業」選定証が届きました(2019/2/12)

■T-ICU （https://t-icu.co.jp/jpn/）
・ ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2019にてビジネスコンテスト部門
優秀賞を受賞しました！(2019/2/28)
・ ICCサミット FUKUOKA 2019 「STARTUP niteCATAPULT スタートアップ
の登竜門」にて、第2位に選ばれました！(2019/2/28)
■Nextremer
（http://nextremer.com/）
・ 【お知らせ】導入事例インタビュー公開：株式会社すかいらーくホールディ
ングス様にチャットボット構築サービス「minarai CS Chat」の導入の経緯に
ついてお話を伺いました。(2019/2/18)
・オープンイノベーション事例配信メディア「eiiconlab」にて、代表向井のイ
ベント登壇レポートが掲載されました(2019/2/18)
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■ノーニューフォークスタジオ
（https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/20411）

・マートフットウェアを開発するno new folk studio、総額2億5000万円の資金
調達を実施しました (2019/2/26)
■バカン （http://www.fermenstation.jp/）
・「第53回 スーパーマーケットトレードショー2019」にて 「空席状況等」を
一括表示する取組みをご紹介致します(2019/2/12)
・成田国際空港の新開設トイレ「experience TOTO」における 専用タブレット
リモコンおよびIoTを活用した混雑状況表示サービスの提供について

(2019/2/26)

■ファーメンステーション （http://www.fermenstation.jp/）
・2月12日発売(2月19日号)の週刊エコノミストに ワイドインタビュー問答有
用 「代替エネルギーはあきらめても、循環社会実現の可能性追う」 と題し
て酒井のインタビューが掲載されています。(2019/2/14)
■PLANT DATA （https://www.plantdata.net/news.html）
・2019年2月11日発行の愛媛新聞に、「人工知能未来農業創造プロジェクト」
の紹介記事が掲載されました。(2019/2/13)
■Payke（ペイク）
（https://payke.co.jp/news）
・ 「日経産業新聞」の一面に掲載いただきました(2019/2/1)
・ PaykeとSTARBASE、アジア圏でエンターテインメントを活用した マーケ
ティングプロジェクトをスタート(2019/2/4)
・ 「日経ビジネス」‟世界を動かす日本人 50”に選ばれました(2019/2/4)
・ 「日経産業新聞」のネット・通信欄に掲載いただきました(2019/2/13)
・ 3月7日にPayke × 訪日ラボ 共催セミナーを開催します(2019/2/14)
・ 「日経MJ」の観光・インバウンド欄に掲載いただきました(2019/2/18)
■MICIN
（https://micin.jp/news）
・MICIN、中部ろうさい病院と共同で仕事と治療の両立を支援 糖尿病患者向け、
オンライン診療サービス「クロン」を活用(2019/2/8)
・CEO原聖吾の論文が精神科治療学に掲載されました(2019/2/21)
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■MAMORIO （https://company.mamorio.jp/index.html）
・MAMORIOとJR東日本は共同でIoTを活用したお忘れ物自動通知サービスの本
運用を開始します。(2019/2/6)
・海外にお出かけの皆様を対象に紛失防止タグMAMORIO SをグローバルWiFiカ
ウンターにて通常の49% OFFで販売いたします。(2019/2/14)
・2月18日放送のテレビ朝日「テレ朝news」（18:48～）にて弊社とJR東日本
の取り組みが取り上げられました！(2019/2/18)
・ 2月18日放送のフジテレビ「PRIME news evening」（16:50～）にて弊社
とJR東日本の取り組みが取り上げられました！(2019/2/18)
・ 2月18日放送のテレビ東京「昼サテ」（11:45～）にて弊社とJR東日本の取
り組みが取り上げられました！(2019/2/18)
・ 2月18日放送のテレビ東京「WBS（ワールドビジネスサテライト）」
（23:10～）にて弊社とJR東日本の取り組みが取り上げられました！
(2019/2/18)

・ 2月18日放送の文化放送（ラジオ）「くにまるジャパン 極」（12:04～）に
て弊社とJR東日本の取り組みが取り上げられました！(2019/2/18)
・ 2月18日配信のEngadgetにて弊社とJR東日本の取り組みが取り上げられまし
た！(2019/2/18)

■ユカイ工学 （https://www.ux-xu.com/#news）
・飛躍 NextEnterpriseの平成30年度採択企業に選出されました(今月参加予
定)(2019/2/1)・『VOGUE Japan』にQooboを取り上げていただききました。
・AIで”ユカイ”はつくれるか? – ユカイ工学 CMO 冨永翼氏(【連載】 知りたい!
カナコさん 皆で話そうAIのコト) -ITSearch+ (2019/2/4)
・もふもふ癒やされたい 「ロボ好き」女子増える -日経MJ (2019/2/19)
未来の生活を体験できるストア「adpt」にQooboが展示されます(2019/2/7)
・ロボットスタートさん主催のSEBASTIEN×codamaを使ったハッカソンが開
催されます(2019/2/20)
・ユカイ工学が「Qooboファンミーティング」を開催 当日はワークショップや
開発秘話などを予定 -ロボスタ (2019/2/22)
・朝日新聞のリライフプロジェクトにQooboを取り上げていただきました。
(2019/2/24)

・ネイルサロン「ネイルクイック」にてQooboの展示・販売開始

(2019/2/28)
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■リトルソフトウェア （http://www.littlesoftware.jp/）
・【リトルAIアルゴリズム】基本感情「イライラ」リリースのお知らせ
(2019/2/11)
・
国立大学法人鹿屋体育大学様「笹川スポーツ財団賞」を受賞されました。
(2019/2/26)
■レスキューナウ （https://www.rescuenow.co.jp/）
・セミナーのご案内：レスキューナウ「災害対応ワークショップ」第３期を開催
(2019/2/4)
■レッツ （https://letsmaruta.jp/）
・
2019年2月19日付 読売新聞に『水分含む丸太、丸ごと燃やすバイオマス
発電』として三重県大紀町滝原へ導入予定の丸太燃焼ボイラーが掲載されました
■レッツ （https://letsmaruta.jp/）
・第一生命情報システム株式会社にて女性活躍研修を開催(2019/2/14)
・大手地方銀行 支店長向け ダイバーシティ研修で登壇(2019/2/20)
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