企業会員B（ベンチャー）主な活動実績

（2019年6月）

■アカデミスト （https://academist-cf.com/pages/press/14?lang=ja）
・研究費獲得のためのクラウドファンディングサービス「academist」が累計流
通額1億円を突破 - 研究者向けフリーペーパーの制作が完了し、全国の研究室へ
発送(2019/6/17)
■アクセルスペース （https://www.axelspace.com/info/media/）
・AxelGlobeサービス開始のお知らせ(2019/6/3)
■アジアクエスト （https://www.asia-quest.jp/news/23508/）
・「RPA」を別府の新産業にすべく、別府市のRPA導入を開始(2019/6/21)
■ウェルモ （https://welmo.co.jp/news/）
・CTCと最適化AIエンジンによる訪問介護のルート生成について実証実験を実施
（2019/6/6）

■エーアイスクエア
（https://www.ai2-jp.com/）
・株式会社PREDiA、アマゾンジャパン合同会社、株式会社E-リテイリングシス
テムズ株式会社シナブル、株式会社ギークフィード、株式会社未来館と、CRM運
用に関するセミナーを共催 (2019/6/26)
・2019年7月30日(水) UiPath株式会社主催の「UiPath AI EXPO」に出展。同
社が提供するRPAツール「UiPath」と弊社の自然言語処理エンジンの連携デモを
予定 (2019/6/7)
・Plug and Play Japan、アクセラレーションプログラム Summer/Fall 2019
Batch（バッチ）で国内外のスタートアップ69社採択の中に採択（対象テーマ：
IoT-Batch3) (2019/6/3)
・AI対話要約・分類ソリューション「QuickSummary」の正式発売を開始し、
横浜銀行への本格導入が決定 (2019/6/5)
・2019年6月13日(水)～15日（金）幕張メッセで開催される「Interop Tokyo
2019 (インターロップ東京 2019)」の株式会社ブロードバンドタワーブースに
て、自動応答システム「QuickQA」、自動要約・分類システム
「QuickSummary」を出展 (2019/6/3)
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■Hmcomm （http://hmcom.co.jp/）
・Plug and Play Japan、アクセラレーションプログラム Summer/Fall 2019
Batch（バッチ）で国内外のスタートアップ69社採択の中に採択（対象テーマ：
IoT-Batch3) (2019/6/3)
・物語コーポレーションと『音声ＡＩ』を活用した外食初の機器開発を目指し業
務提携 (2019/6/4)
・AWS Summit Tokyo（Startup Talks: 注目のスタートアップによるプレゼン
テーションシアター）にて、常務取締役CTO 上野修が登壇 (2019/6/12)

■エネショウ （https://www.ene-show.co.jp/）
・日本初！農福連携の有機水耕栽培で工賃アップ事例をつくるプロジェクトとし
て、福祉オンラインメディア「ウェルサーチ」に掲載 (2019/6/6)
■エルピクセル （https://lpixel.net/news/）
・画像診断ナショナルデータベース実現に向け、東京大学など７大学にアノテー
ション作成システムを導入 (2019/6/27)
・「新経済サミット（NEST TOKYO 2019）」に当社 島原が登壇 (2019/6/21)
・日スウェーデン「MIRAIプロジェクト」が当社訪問し、当社 湖城が講演
(2019/6/20)

・「第3回 実践に基づく医療イノベーション研究会」にて当社 緒方が登壇

(2019/6/18)
(2019/6/6)

・「第3回人工知能応用医用画像研究会」にて、当社 川口が講演
・「第60回 日本神経学会学術総会2019」にて、当社 副田が講演(2019/6/4)
・アステラス製薬とAIを活用した細胞評価のシステム開発開始(2019/6/3)

■キャリーオン

（https://www.grooves.com/news）

・通販新聞にて、中古子供服のEC事業に関する記事掲載

■grooves

(2019/6/27)

（https://corp.carryonmall.com/news/index.html）

・「転職透明化らぼ」にForkwell 事業責任者 赤川朗が登壇（2019/6/12）
■ゲイト （http://gateinc.jp/info）
・地域おこし人サミット2019にて、昨年開催の初回、熊本ミニサミットに続き
今回も代表 五月女が登壇 (2019/6/29)
・ぐるなび通信 特別企画「考察 魚と外食PART1」にて、代表 五月女の対談記事
掲載(2019/6/25)
・産経新聞に、三重県尾鷲市須賀利町での漁業体験の取組記事が掲載(2019/6/8)
・YAHOO!ニュースにて、三重県熊野市で女子チームが取り組む小型定置網漁と
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加工場の様子が紹介(2019/6/2)

企業会員B（ベンチャー）主な活動実績
■ゴイク電池

（2019年6月）

（http://goiku.com/）

・日刊工業新聞にて、ConciergeUを掲載（2019/5/21）
■コンシェルジュ （https://www.conciergeu.com/news?locale=ja）
・株式会社 Orchestra Investmentおよびエンジェル投資家複数名を引受先とし、
総額約2億円の資金調達実施（2019/6/17）
■昆虫食のentomo （https://entomo.jp/）
・6/27(木)昆虫食で朝活！第67回ウメキタ朝ガク「昆虫食は古代から来た未来
食?!」@グランフロント大阪開催（2019/6/25）

■SHIFT PLUS （https://shift-plus.jp/）
・2019年高知大学「地域キャリア論」に登壇（2019/6/7）
■セツロテック （https://www.setsurotech.com/news/）
・金沢医科大学研究推進センター主催セミナーに登壇（2019/6/14）
・創薬分野向け最新ゲノム研究会に弊社社長が登壇（2019/6/14）
・弊社の技術で点変異マウスが作製されました（2019/6/11）
・第46回日本毒性学会学術年会出展（2019/6/6)
■昆虫食のentomo （https://entomo.jp/）
・6/27(木)昆虫食で朝活！第67回ウメキタ朝ガク「昆虫食は古代から来た未来
食?!」@グランフロント大阪開催（2019/6/25）
■知能技術 （http://www.chinou.co.jp/）
・NHKのサラメシでAIロボットを紹介していただきました(2019/6/25)
・日経新聞に油漏れセンサーが掲載（2019/6/14）
■チャレナジー （https://challenergy.com/news/00337.html）
・G20イノベーション展出展（2019/6/18）
■T-ICU
（https://t-icu.co.jp/jpn/index.php）
・T-ICUがMBSの取材を受け、6/12(水)テレビ放送（2019/6/13）
・T-ICU、取締役に大嶽浩司教授就任（昭和大学病院副院長兼eICU室長） 早田
和哲取締役CMO、ニック・バルア取締役も就任（2019/6/12）
・「ＡＩ・ロボットの活用によるホスピタル・医療産業訪問団」にて講演
(2019/6/10)
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■トリプル・ダブリュー・ジャパン
（https://www-biz.co/news/）
・～世界的な排泄に関する啓発週間に合わせた調査～「死ぬまで自分でトイレに
行きたい」96.5%にも関わらず、排尿機能の低下を予防するセルフケアの実施
率は3%以下 製品プレゼント付きモニターも募集！(2019/6/17)
・
医療従事者向けセミナーを初めて開催、参加者募集（6月18日含む4日程）
排尿リズムが見える化できるウェアラブルデバイス「DFree」を用いた退院に向
けた排尿トラブルへのアプローチ(2019/6/4)
■Nextremer（http://nextremer.com/）
・2019年8月からJR東日本が実施する「案内AIみんなで育てようプロジェクト
（フェーズ2）」に参画(2019/6/20)
・日経XTECHの「ウェザーテック」特集にて、農作物の生産予測システムに関
する高知県・富士通との取り組みについて記事掲載：AIで野菜の生産量を3週先
まで予測、富士通やNextremerなど(2019/6/5)
■バカン（http://www.vacancorp.com/）
・2019年8月からJR東日本が実施する「案内AIみんなで育てようプロジェクト
（フェーズ2）」に参画(2019/6/20)
・日経XTECHの「ウェザーテック」特集にて、農作物の生産予測システムに関
する高知県・富士通との取り組みについて記事掲載：AIで野菜の生産量を3週先
まで予測、富士通やNextremerなど(2019/6/5)
■ファーメンステーション（http://www.fermenstation.jp/）
・FERMENSTATION meetup! のお知らせ(2019/06/26)
・経済産業省が選定する「J-Startup」に選定(2019/6/25)
・弊社が東京オフィスを構えるセンターオブガレージについてリバネスグループ
丸幸弘CEOが語る「日経STARTUP X」が日経新聞のWEBサイトで紹介されまし
た(2019/6/24)
・フジテレビ系夜のニュース番組「LIVE NEWS α」にて、環境に配慮した取組
の一環が紹介されました(2019/6/21)
・「WWD BEAUTY Vol.552」次世代ビジネスモデルを生む 新興ビューティ企
業特集、BeautyTech・矢野編集長のインタビュー内でご紹介いただきました
（2019/6/14）

・日経STARTUP Xで、弊社が東京オフィスを構えるセンターオブガレージが紹
介されています。リバネスグループ丸幸弘CEOが弊社のオフィスにも訪問されま
した。後編にて代表の酒井が出演しております（2019/6/10）
・女性ベンチャーのための経営スキルアップ講座に、代表 酒井が登壇

（2019/6/7）
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■Payke（ペイク）
（https://payke.co.jp/news）
・エディオンなんば本店に「Payke Travelers Spot」を設置 ～国内最大規模の
導入、訪日外国人の買い物をサポート～ (2019/6/4)
■ベスプラ
（http://www.bspr.co.jp/）
・保険のアクセラレータプログラム（PlugAndPlayJapan Insurtech）に採択
(2019/6/4)

■ミライセルフ （https://mitsucari.com/）
・昨日第一回ミツカリユーザー会 実施(2019/6/20)
・ACM WebSci 2019にて代表 井上がポスター発表(2019/6/13)
■ユカイ工学 （https://www.ux-xu.com/news/; https://www.ux-xu.com/media/）
・介護福祉施設向け新サービス、4社共同実証実験を7月1日より開始！ 「ＢＯ
ＣＣＯ」を活用 ～高齢化社会の進展に対応し、地域の課題解決に貢献～
(2019/6/28)

・アジア圏でも大反響！ 『Qoobo』韓国でクラウドファンディング、6月27日
（木）本日開始(2019/6/27)
・経済産業省の2019年度「J-Startup企業」に選出されました(2019/6/25)
・私の気持ちにしっぽで応える。クッション型セラピーロボ「Qoobo」hintos(2019/6/24)
・ロボットがいる生活をもっと便利に！webサービスやアプリを連携して自動化
できる『IFTTT（イフト）』とコミュニケーションロボット「BOCCO」が6月
20日連携開始(2019/6/20)
・ユカイ工学と東京ガス、 家庭用ロボットで子育て応援「まかせて！BOCCO」
コミュニケーションロボット「BOCCO」を活用した新サービス 提供開始

（2019/6/13）

・【PlaQuick射出成形】 コミュニケーションロボット『BOCCO emo』試作に
採用 – PlaQuickサービス事例（2019/6/12）
・6月13日（木）に、TOKYO FM（月-木20:00-21:30）の生放送番組「ホメラ
ニアン」に代表青木が出演（2019/6/12）
・アジア地域へ拡大！韓国でクラウドファンディング、6月27日（木）開始
しっぽのついたクッション型セラピーロボット『Qoobo』（2019/6/12）
・デジタルサイネージ ジャパン（DSJ）2019 出展中！ 2019年6月12日(水)～
14日(金)（2019/6/12）
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■リトルソフトウェア （http://www.littlesoftware.jp/）
・のうはめがね販売開始 (2019/6/7)
■Lily MedTech （http://www.lilymedtech.com/）
・官民によるスタートアップ支援プログラム「J-Startup」の 新たな選定企業と
して、Lily MedTechが選定(2019/6/24)
・ 6月19日にタイのバンコクで開催されたGoogle Asia Demo Day 2019の
ファイナリストにLily MedTech選定（2019/6/19）
■レスキューナウ （https://www.rescuenow.co.jp/）
・大阪オフィスの開設 (2019/6/3)
■ワークシフト研究所 （https://workshift.co.jp/2019/）
・大手食品企業、女性営業職向けリーダーシップ研修で登壇（2019/6/7）
・企業と人材：2019年6月号 に代表 小早川の執筆記事掲載 (2019/6/7)
・トレンドnaviに所長 国保のインタビュー記事掲載 (2019/6/6)
■One Concern, Inc. （https://www.oneconcern.com/）
・おカネレコプラスに育休プチMBAコミュニティが協力参画

（2019/5/28）

■ワークシフト研究所 （https://workshift.co.jp/2019/）
・The Index Project names One Concern as 2019 finalist in Design for
Life Awards(2019/6/11)
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