企業会員B（ベンチャー）主な活動実績

（2019年7月）

■アカデミスト （https://academist-cf.com/pages/press/14?lang=ja）
・神奈川県とアカデミスト、2件のクラウドファンディングプロジェクトを公開
(2019/7/9)

■アクセルスペース （https://www.axelspace.com/info/media/）
・融資による総額5.5億円の資金調達(2019/7/17)
■アジアクエスト （https://www.asia-quest.jp/news/23508/）
・KT48握手会アプリをリリース『Handshake Foto2 Reli』(2019/7/18)
・アイドル×IoT インドネシアの人気アイドルグループJKT48握手会でIoTコラ
ボレーション(2019/7/11)
■アスタミューゼ （https://www.astamuse.co.jp/information/archives/2019/）
・転職決心のきっかけ、「夢」、「やりがい」が「給与」を上回る(2019/7/24)
・アスタミューゼ、Beyond Next Ventures、ローランド・ベルガーの3社が世
界中の有望な技術シーズ発掘と事業化支援で協力～第１弾として九州大学発の
KOALA Techを支援開始～(2019/7/1)

■アスタミューゼ （https://www.astamuse.co.jp/information/archives/2019/）
・転職決心のきっかけ、「夢」、「やりがい」が「給与」を上回る(2019/7/24)
・アスタミューゼ、Beyond Next Ventures、ローランド・ベルガーの3社が世
界中の有望な技術シーズ発掘と事業化支援で協力～第１弾として九州大学発の
KOALA Techを支援開始～(2019/7/1)
■アスタミューゼ
（https://www.astamuse.co.jp/information/archives/2019/）
・「MIZUHO INNOVATION AWARD」を受賞(2019/7/31)
・自動野菜収穫ロボットが「めざましテレビ」で紹介されました(2019/7/12)
・自動野菜収穫ロボットが「BBC News(UK)」で紹介されました(2019/7/8)
■ウェルモ （https://welmo.co.jp/news/）
・乾敏郎 京都大学名誉教授、UNICO学術顧問就任（2019/7/10）
■エーアイスクエア
（https://www.ai2-jp.com/）
・総務省における、音声認識技術による自動文字起こし及び自動要約に関する当
社との実証実験(2019/7/31)
・コールセンターや会議録を中心としたビジネス領域への拡大を狙い、株式会社
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フュートレックと業務提携契約締結(2019/7/17)

企業会員B（ベンチャー）主な活動実績

（2019年7月）

■AMI＆I （http://ami-i.jp/）
・代表の溝口博重が、デジタルハリウッド大学で登(2019/7/10)
■Hmcomm （http://hmcom.co.jp/）
・九州工業大学と「音声認識 × 読唇術」の共同研究実施の公表(2019/7/31)
・イノベーション・ジャパン2019 ～大学見本市&ビジネスマッチングに出展
(2019/7/24)

・NTTPCCOMMUNICATIONSによるディープラーニング向けAI研究開発発展・
浸透を目的とした「InnovationLAB」にて取組パートナーとして紹介されました

(2019/7)

・日本アバイアコールセンターセミナーにおけるプロフェショナルサービス新製
品にて当社ソリューションVContactが紹介されました(2019/7)
・ディノス・セシール社との取組がカタログ販促のIT投資事例として日経MJに
掲載されました(2019/7)
・首都圏トップレベルのICTベンチャーが集う「TECH BEAT Shizuoka」に参加

(2019/7/24)

・当社の音声認識・自然言語処理技術を利用して、丸紅情報システムズ様と業務
効率ソリューションの提供開始(2019/7)
■エクサウィザーズ （https://exawizards.com/archives/category/news）
・CEATEC 2019に代表取締役社長 石山が登壇(2019/7/30)
・シンポジウム「２０２５年大阪・関西万博は、未来社会をデザインする都市実
験」に代表取締役社長 石山が登壇(2019/7/24)
・AIベンチャーのエクサウィザーズ、パーソルグループと資本業務提携

(2019/7/18)
・労働政策審議会労働政策基本部会の報告書が発表されました(2019/7/1)

■エネショウ （https://www.ene-show.co.jp/）
・障害者就労を「室内農業」で拡充を！しんよこはま地域活動ホームで画期的な
挑戦(2019/7/4)
■エルピクセル （https://lpixel.net/news/）
・「欧州消化器病週間（UEGW2019）」にて大腸内視鏡AIの開発成果を発表
(2019/07/31)

・「第52回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会」にて「人工知能による骨
肉腫X線診断ツール」の研究成果を発表(2019/7/12)
・経産省主催「Healthcare Innovation Hub 開設記念フォーラム」にエルピク
セル 島原が登壇(2019/7/9)
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企業会員B（ベンチャー）主な活動実績

（2019年7月）

■CUVEYES （https://spoby.jp/）
・1日1,000歩の運動量増を実現したウォーキングアプリ『SPOBY』のキューヴ
アイズ社が「Sport in Life」に認定(2019/7/30)
・デフフットサル日本代表をアプリで“歩いて”応援『SPOBY』と『中外製薬』が
日本代表サポートキャンペーンを実施(2019/7/25)
■グッドフェローズ （https://www.goodfellows.co.jp/news/）
・1日1,000歩の運動量増を実現したウォーキングアプリ『SPOBY』のキューヴ
アイズ社が「Sport in Life」に認定(2019/7/30)
・デフフットサル日本代表をアプリで“歩いて”応援『SPOBY』と『中外製薬』が
日本代表サポートキャンペーンを実施(2019/7/25)

■grooves （https://corp.carryonmall.com/news/index.html）
・Forkwell Jobs、Forkwell Portfolioにフリーランスエンジニア向け検索機能を
追加(2019/7/26)
・「人材紹介応援ブログ」リニューアル(2019/7/11)
・ロシアで初の日系ハッカソンイベント 「HANABI HACK」を開催(2019/7/10)
・恵那市で「副業による関係人口創出プロジェクト」を開始（2019/6/12）
■ゲイト （http://gateinc.jp/info）
・名古屋テレビのニュース・情報番組アップ！にて、特集されました(2019/7/29)
・KDDIとの共同実証実験について日刊みなと新聞に掲載されました(2019/7/24)
・KDDIとの共同実証実験についてNHKぷらっとみえ、ニュース845東海で放送
されました(2019/7/22)
・スマート漁業の実現に向けた三重県での実証実験についてKDDI総合研究所と
共同発表(2019/7/22)
・漁業に取り組む須賀利町で、三重県 地方創生コンソーシアムが開催(2019/7/21)
■コンシェルジュ （https://www.conciergeu.com/news?locale=ja）
・京葉ガスに弊社のチャットボットが導入（2019/7/1）
■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）
■KOMPEITO （https://www.officedeyasai.jp/info/）
・「週刊ダイヤモンド」に弊社代表川岸のインタビューが掲載されました
（2019/6/8）
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企業会員B（ベンチャー）主な活動実績

（2019年7月）

■セツロテック （https://www.setsurotech.com/news/）
・NEURO2019出展のご案内(2019/7/19)
・株式会社セツロテック・愛媛大学の産学連携協定を締結（2019/7/5)
■知能技術 （http://www.chinou.co.jp/）
・日経コンストラクション主催の「建設現場と職場を変える生産性革命、鍵とな
る技術はこれだ！」に登壇（2019/7/1）
■チャレナジー （https://challenergy.com/news/00337.html）
・量産機販売に向けた総額約6億円の資金調達完了及び事業連携強化（2019/7/23）
■T-ICU
（https://t-icu.co.jp/jpn/index.php）
・Beyond Next Venturesなどから総額1.38億円の資金調達(2019/7/31)
■デジタルグリッド （http://www.digitalgrid.com/）
・代表取締役社長交代のお知らせ(2019/7/2)
・「エルネオス」2019年7月号 「早川和宏のベンチャー発掘 (連載第239回)
デジタルグリッド株式会社［前編］」に当社の記事が掲載されました
(2019/7/1)

■テンアップ
（https://www.10up.co.jp/index.html#media）
・2019年7月19日(金)放送の読売テレビ「朝生ワイド す・またん！」にて、当
社のVRschoolが紹介されました(2019/7/19)
■トライリングス
（https://trirings.co.jp/news/trirings）
・スポルテック2019出展報告(2019/7/22)
・陸上メダリスト・朝原宣治考案「ヒップアンカー」新発売(2019/7/9)
・トライリングス取扱商品の紹介ページを公開(2019/7/8)
■トリプル・ダブリュー・ジャパン
（https://www-biz.co/news/）
・法人向け排尿予測サービス「DFree Professional（ディー・フリー・プロ
フェッショナル）」通信機器・タブレット端末とのパッケージ提供開始(2019/7/2)

■Nextremer（http://nextremer.com/）
・AIスタートアップ支援プログラム 「NVIDIA Inception Program」パート
ナー企業にNextremerが認定されました(2019/7/9)
■Nextremer（http://nextremer.com/）
・スマートフットウェアORPHE TRACK、神戸三宮RUN JOURNEYで7月31日よ
り取扱スタート(2019/7/31)
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・ORPHEシリーズのリブランディング実施(2019/7/1)

企業会員B（ベンチャー）主な活動実績

（2019年7月）

■バカン（http://www.vacancorp.com/）
・日経産業新聞2019年7月30日の１面特集記事でバカンの会議室のリアルタイ
ム空き情報を配信サービスが紹介されました(2019/7/30)
・＜Chinese follows Japanese＞ バカンの中国現地法人「空探科技（上海）有
限公司」が中国最大の国営小売グループが主催するニューリテール業者交流イベ
ントに参加(2019/7/29)
・バカンのサービスについて、株式会社 日本・社会システムラボラトリーが発
行する『大型ディスプレイ＆デジタルサイネージ総覧2019 』 に寄稿(2019/7/26)
・『TOTO通信』2019年夏号で、バカンも企画開発に参画した成田空港の最先
端おもてなしトイレ「experience TOTO」が紹介されました(2019/7/22)
・阪急うめだ本店でご導入いただいているバカンの空き状況配信サービスが、
2019年7月16日、関西テレビの報道番組「報道ランナー」で紹介されました
(2019/7/19)

・バカンの空き状況配信サービスが7月15日（月）BSテレ東のニュース番組「日
経プラス１０」で紹介されました(2019/7/16)
・中国のテック系スタートアップの話題を配信する大手Webメディア 36氪で、
バカンの中国法人の空探科技（上海）有限公司が取り上げられました(2019/7/15)
・バカン、中国不動産デベロッパー主催イベントでThe Best Creativity Award
受賞 (2019/7/2)
■ファーメンステーション（http://www.fermenstation.jp/）
・東奥日報で、青森りんごでできたアロマディフューザーとルームスプレーが紹
介されました(2019/7/14)
・ファーメンステーションによる地域循環モデルから生まれた岩手県雫石町の
「ジャー黒牛」の牛肉が、2019年7月6日（土）から9月29日（日）までの3ヶ
月間、ＪＲ東日本が運行する東北レストラン鉄道「TOHOKU EMOTION」にお
いて、ホテルメトロポリタン盛岡が監修するランチコースの特選素材として採用
（2019/7/5）

■Payke（ペイク）
（https://payke.co.jp/news）
・「NewsPicks」に掲載されました(2019/7/26)
・インバウンド対策プラットフォームのPaykeが、アプリ内で広告配信やクーポ
ン配信ができる「Payke Ad」をリリース。～訪日前から訪日後まで、商品と訪
日外国人の接点を創出～ (2019/7/25)

■ベスプラ
（http://www.bspr.co.jp/）
・開業医のコミュニティサイト「DOC TOKYO」に、脳にいいアプリが掲載され
ました(2019/7/23)
・脳にいいアプリに糖尿病予防機能が搭載されました(第一弾：服薬管理)
（2019/7/18）
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・高齢者住宅新聞社に「脳にいいアプリ」に関する記事が掲載されました

(2019/6/4)

企業会員B（ベンチャー）主な活動実績

（2019年7月）

■MICIN
（https://micin.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)
■マカイラ
（http://makairaworld.com/topics/）
・日本経済新聞で弊社の松本八治を取り上げられました(2019/7/25)
・Forbes Japanで弊社島をご紹介いただきました(2019/7/10)
・日本経済新聞に弊社安井のコメントが掲載されました(2019/7/3)
・朝日新聞に弊社藤井のインタビューが掲載されました(2019/7/3)
■MAMORIO （https://company.mamorio.jp/press.html）
・MAMORIOのDisney / Pixar Collection展開開始！ (2019/7/11)
■ミライセルフ （https://mitsucari.com/）
・2019年7月度ピープルアナリティクスラボ ピープルアナリティクスのセカン
ドステップ≪プロバイダー観点≫に代表の表が登壇（2019/7/22）
・KEIEISHA TERRACEにて、代表の表のインタビューが掲載されました
（2019/7/17）

・弊社は2019年8月1日より「株式会社ミライセルフ」から「株式会社ミツカ
リ」へ社名変更（2019/7/16）
・あしたのチームと共同で早期離職予防セミナーを開催（2019/7/16）
・導入企業が2,400社を突破(2019/7/12)
■リトルソフトウェア （http://www.littlesoftware.jp/）
・JST主催イノベーションジャパン 大学見本市出展のお知らせ(2019/7/28)

■Lily MedTech （http://www.lilymedtech.com/）
・7月19日（金）に開催されたForbes JAPAN Rising Starのなかで、約300社か
ら応募があったピッチコンテストにおいて、当社が受賞4社中の1社に選ばれま
した(2019/7/21)
・Beyond HealthのKEYPERSONコーナーに、Lily MedTechの記事を掲載して
いただきました（2019/7/15）
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（2019年7月）

■ユカイ工学 （https://www.ux-xu.com/news/; https://www.ux-xu.com/media/）
・「シーマン」がAI会話エンジンとして再始動、BOCCOの次世代モデルに「ロ
ボット言語」搭載へ -Engadget(2019/7/31)
・共感する対話エンジン「ロボット言語」の共同開発プロジェクトを開始
(2019/7/30)

・音声認識技術開発の株式会社フュートレックとロボットベンチャーのユカイ工
学が業務提携契約を締結 (2019/7/29)
・“家族が安心できる暮らし”を最先端のアイテムがサポート！「もしも」の時の
安全対策 特選ギア – GetNavi 2019年9月号 (2019/7/26)
・NHKエンタープライズの「小学生ロボコン」予選向けロボットキットを ユカ
イ工学が開発(2019/7/25)
・『Qooboオリジナル熨斗紙』ができました(2019/7/9)
・ユカイ工学、セラピーロボでクラウドファンディング 韓国で開始 -日刊工業
新聞7月5日号（2019/7/8）
・東京ガスがベンチャーと相次ぎ提携、背景にある危機感とは -日経 xTECH
2019年7月3日号（2019/7/5）
・アメリカのメディア「WIRED」に、BOCCOと開発中のBOCCO emoを取り上
げていただきました（2019/7/5）
・消費者向けロボット市場拡大へ！ 企業と協働『BOCCOパートナープログラ
ム』2019年始動。 次世代版コミュニケーションロボット『BOCCO emo』を活
用(2019/7/3)
・日本ユニシスなど 介護施設でロボット活用の実証実験 -日本経済新聞2019
年7月1日号（2019/7/2）
■ワークシフト研究所 （https://workshift.co.jp/2019/）
・2019年度名古屋商科大学ビジネススクールオンラインMBA入門《女性キャリ
ア支援》を監修(2019/7/22)
■One Concern, Inc. （https://www.oneconcern.com/）
・Building Resilience After the Disaster: One Concern in Kumamoto

(2019/7/2)

・One Concern Named Technology Pioneer by World Economic Forum

(2019/7/1)
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