企業会員B（ベンチャー）主な活動実績

（2019年9月）

■アカデミスト （https://academist-cf.com/pages/press/14?lang=ja）
・琉球大学とアカデミスト、寄付金獲得に向けてクラウドファンディング業務提
携契約を締結 - 松﨑吾朗教授・高江洲義一准教授の研究プロジェクトでサポー
ター募集を開始(2019/9/2)
■アクセルスペース （https://www.axelspace.com/press-release/）
・AxelGlobe地球観測データのアフリカ諸国での利用に関するBroadband
Systems Corporationとの提携(2019/9/13)
・GRUS衛星打ち上げ機数追加のお知らせ(2019/9/12)
■アスタミューゼ （https://www.astamuse.co.jp/information/2019/0905/）
・専門人材の採用を支援するアスタミューゼ、SBIネオファイナンシャルサービ
シーズ株式会社と、地域企業の雇用促進による地域創生で事業連携(2019/9/5)
■inaho （https://inaho.co/category/all/）
・Plug and Play Japan」IOT部門のピッチコンテストで優勝(2019/9/20)
■エーアイスクエア
（https://www.ai2-jp.com/）
・株式会社オプテージの提供するAIチャットボットサービスのQAエンジンとし
て、当社「QuickQA®」が採用されました2019/09/30）
・2019年11月13日(水)～14日（木）に池袋サンシャインシティ・文化会館にて
開催される「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2019 in 東京 」に出
展・登壇（2019/9/26）
・2019年10月17日(木)～18日（金）に新宿京王プラザホテルにて開催される
「HDIアカデミー2019」にゴールドパートナーとして出展・登壇(2019/9/24)
・8月23日 BeSTA FinTech Labにて開催された「コラボレーションDay10」に
出展・登壇した様子が公式サイトに掲載されました(2019/9/20)
・2019年10月9日(水)～11日（金）に東京ビッグサイトにて開催される日経
xTECH EXPO 2019内「人工知能ビジネスAI 2019」に出展(2019/9/18)
・京都電子計算株式会社が提供するシェアリングクラウドサービス「Cloud
PARK」上で、「自治体向けAI要約サービス」の提供を開始(2019/9/12)
■Hmcomm （http://hmcom.co.jp/）
・Hmcomm、証券業界におけるコンプライアンスチェック強化に音声認識AI
「VBox」を提供(2019/09)
・三菱ケミカルホールディングス及び宮崎大学との共同研究(2019/09)
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■AC Biode Ltd. （https://www.facebook.com/ACBiode/）
・広州天英匯国際イノベーションスタートアップコンテスト２０１９東京予選で
優勝し、中国に招待されました(2019/9/21)
・Asia Hardware Battle 2019日本予選にてInnovative賞を受賞(2019/9/11)
■ H2L
（http://h2l.jp/）
・「日経クロストレンド」にBodySharing技術掲載(2019/9/11)
■エクサウィザーズ（https://exawizards.com/archives/category/news/event）
・Hitachi Social Innovation Forum 2019 TOKYOに代表取締役社長 石山が登
壇(2019/9/17)
・リンクトイン「TOP COMPANIES」スタートアップ版ランキングで1位を獲得
(2019/9/5)

■エルピクセル （https://lpixel.net/news/）
・「第15回中四国放射線医療技術フォーラム」に エルピクセル緒方が登壇
（2019/09/26）

・「第51回日本臨床分子形態学会総会・学術大会」に エルピクセル代表取締役
島原が登壇(2019/9/24)
・東京大学広報誌「淡青 vol.39」にエルピクセル代表取締役 島原のインタ
ビューが掲載されました(2019/9/20)
・「スタートアップのためのAI・データビジネスの知財戦略・契約の極意」に
エルピクセル代表取締役 島原が登壇(2019/9/12)
・「第9回レギュラトリーサイエンス学会学術大会」に エルピクセル代表取締役
島原が登壇(2019/9/9)
・ダイヤモンド社「NEXT THE FIRST 46 次世代を担う市場の開拓者」にエルピ
クセル代表取締役 島原のインタビューが掲載されました(2019/9/6)
・「RINK第1回公開フォーラム 遺伝子治療＆IT・再生医療」にエルピクセル代
表取締役 島原が登壇(2019/9/5)
・「SCANTECH 2019 SEM新時代へのプロローグ」にエルピクセル河合が登壇

(2019/9/3)

■ O: (オー） （https://o-inc.jp/business/819）
・「安全と健康(2019年9月)」で「O:SLEEP」特集記事が掲載されました
(2019/9/4)

■ CUVEYES （https://spoby.jp/news/20190905_press.html）
・市民の運動習慣の改善へ―地元企業も協力体制―1日1,000歩の運動量増を実
現したアプリ『SPOBY』帯広市で市民の運動習慣改善に向けて活用開始
(2019/9/5)
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■グッドフェローズ （https://www.goodfellows.co.jp/news/）
・市民の運動習慣の改善へ―地元企業も協力体制―1日1,000歩の運動量増を実
現したアプリ『SPOBY』帯広市で市民の運動習慣改善に向けて活用開始
(2019/9/5)

■ゲイト （http://gateinc.jp/info）
・スーパーJチャンネルに連携している「たべるーぷ」が紹介され、熊野灘の美
味しい鮮魚の予約販売が紹介されました(2019/09/28）
・ソトコトオンライン「デジタル地方創生記 くじラボ！」： 活動させていただ
く中で考える、いま必要なこととは(2019/9/20)
・地域とはぐくむ しごとづくり講座 in三重に代表 五月女が講師として登壇
(2019/9/19)

・共同プロジェクトパートナー プラトンホテル四日市が漁村ホテルを三重に展
開、漁業へ参入(2019/9/7)
・ソトコトオンライン「デジタル地方創生記 くじラボ！」にて水産事業の取り
組みが2回に渡り紹介されます(2019/9/6)
・ソーシャル＆エコマガジン ソトコトの「未来をつくる働き方特集」に桑名オ
フィスのメンバーが紹介されました(2019/9/5)
■コンシェルジュ （https://www.conciergeu.com/news?locale=ja）
・新興出版社啓林館様の店売教材用公式LINEに弊社のチャットボットが導入さ
れました(2019/9/19)
・東京都青梅市様のごみ分別案内に弊社のチャットボットが導入されました

(2019/9/10)

■昆虫食のentomo （https://entomo.jp/）
・10/27(日) 昆虫食弁当を食べよう！昆虫食ランチ会(専門家の講演付き)
@大阪・梅田（2019/9/14)）
■KOMPEITO （https://www.officedeyasai.jp/info/）
・オフィスに“置き野菜”に加え、”置き肉”?！ ～吉野家×OFFICE DE YASAIのコ
ラボコースが開始(2019/09/25)
・「Beyond Health」に弊社創業者・川岸のインタビューが掲載されました
(2019/09/05)

・「高齢者住宅新聞」にOFFICE DE YASAIサービスが掲載されました(2019/9/4)
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■セツロテック （https://www.setsurotech.com/news/）
・BioJapan2019/再生医療JAPAN2019のご案内(2019/09/27)
・第78回日本癌学会学術集会出展のご案内(2019/9/19)
・第92回日本生化学会大会附設展示会出展のご案内(2019/9/2)
■知能技術 （http://www.chinou.co.jp/）
・知能技術株式会社は東日本電信電話株式会社（NTT東日本）様が行われている
アクセラレータープログラム NTT EAST ACCELERATOR PROGRAM LIGTnIC
に採択されました(2019/9/21)
■チャレナジー （https://challenergy.com/news/）
・米メディア Bloombergで紹介されました(2019/9/6)
■T-ICU
（https://t-icu.co.jp/jpn/index.php）
・T-ICU Microsoft Innovation Lab Award 2019で最優秀賞その他受賞
(2019/9/2)

■デジタルグリッド
（http://www.digitalgrid.com/）
・WiL FundⅡ, L.P.、株式会社FD、 株式会社フーバーブレイン、三菱商事株式会
社、川崎重工業株式会社、株式会社鶴電工業、合同会社OTS、株式会社東 芝、伯
東株式会社の9社を引受先とする第三者割当増資により、総額約5億9,000万円の
資金調達を実施(2019/9/30)

■テンアップ
（https://www.10up.co.jp/news/）
・世界初！「VR進路相談会」を10月7日に開催。 東大生などが、VR空間で高校
生の進路や勉強の悩みを解決！ VR空間で東京・一橋・早慶大のオープンキャン
パスも実施(2019/9/25)
■トライリングス（https://trirings.co.jp/news/trirings/1333）
・シニアライフ・イノベーション・チャレンジ2019にて、トライリングスが最優
秀賞を受賞(2019/9/26)
■バカン（http://www.vacancorp.com/）
・AIとIoTを活用して空席情報配信サービスを行う株式会社バカンは、2019年9
月26日よりスマートオフィスのためのサービス「VACAN FOR OFFICE」を開始
(2019/09/26）

・IoT（モノのインターネット）とAI（人工知能）を活用して空席情報配信サー
ビスを行う株式会社バカンは、2019年10月1日に大阪に関西営業所を設立
(2019/09/26）

・キャッシュレスお弁当お取り置きサービスQUIPPA、「９・１８ クイッパの
日」を記念して、 QUIPPA祭りを開催(2019/9/11)
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（2019年8月）

■PLANT DATA
（https://www.plantdata.net/）
・9月10日付の愛媛新聞に、プラントデータの農業での実用化は世界初となる
「光合成計測システム」についての紹介記事が掲載されました(2019/9/12)
・9月10日付の日本経済新聞にて、プラントデータの開発した植物の光合成をリ
アルタイムで把握できる「光合成計測システム」についてご紹介いただきました
(2019/9/10)

・9月9日（月）に愛媛県内のNHK総合にて放送されました「ひめポン!」（NHK
松山放送局）の番組内で、プラントデータが開発した農業での実用化は世界初と
なる「光合成計測システム」についてご紹介いただきました(2019/9/10)
・プラントデータが開発した、植物の光合成をリアルタイムで把握できる「光合
成計測システム」について、共同通信社様に記事を掲載いただきました
(2019/9/10)

■Payke（ペイク）
（https://payke.co.jp）
・「増える訪日外国人！旅マエ・旅ナカ・旅アトのプロモーション戦略とは？」
(2019/9/17)

・インバウンド対策プラットフォームのPaykeが、 訪日外国人向けアンケート調
査サービス「Payke Research」をリリース。 訪日外国人へのアンケートが可能
に！(2019/9/12)
・Vpon JAPAN 設立5周年記念イベント「インバウンドデータサミット」に登壇
(2019/9/10)

・弊社代表古田が「観光戦略実行推進会議(第32回)」にて政策提言を実施

(2019/9/4)

■ベスプラ
（http://www.bspr.co.jp/）
・運転が主業務の企業様向けに認知機能テストサービスを開始（2019/9/26）
・TAKENAKAアクセラレーターで特別賞を受賞(2019/9/19)
■ミライセルフ
（https://mitsucari.com/news）
・ミツカリが三菱UFJリサーチ＆コンサルティング様のスタートアップ・アクセ
ラレータ・プログラムで採択されました(2019/9/24)
・導入企業が2,500社を超えました(2019/9/18)
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■ユカイ工学 （http://www.ux-xu.com/）
・コミュニケーションロボット「BOCCO」が、 KDDI総合研究所とふじみ野市
のICTを活用した住民参加型実証実験に採用されました(2019/9/30)
・中国の国際インダストリアルデザイン賞 「DIA」にてしっぽのついたクッショ
ン型セラピーロボット「Qoobo」が入賞(2019/9/20)
・9月18日発売の、自作派のためのコンピュータ技術情報誌「I/O」2019年10
月号に、「ユカイな生きものロボットキット」が掲載されました(2019/9/18)
・「CEATEC 2019」に出展します！不動産、小売、教育、シニアライフなど、
様々な領域でロボティクスを活用したい協業企業を募集(2019/9/17)
・［4コマストーリー］心を動かす「動くしっぽ」ロボットの効果を実証実験 ソルバ！(2019/9/6)
・しっぽ付きロボ、高齢者介護施設で効果確認 ユカイ工学 -日刊工業新聞
2019年9月6日号(2019/9/6)
・シニアの心を動かすロボット、Qooboの「動くしっぽ」高齢者介護施設で実証。
ポジティブ反応効果が長期間継続(2019/9/3)
・ユカイ工学の「Qoobo」は高齢者の心を動かし、行動を促し、参加を促す 高
齢者介護施設での実証実験で明らかに -ロボスタ(2019/9/3)
・シニアの心を動かすロボット、Qooboの「動くしっぽ」高齢者介護施設で実証
実験、ポジティブ反応効果を確認！ -ROBOT MEDIA(2019/9/3)
■リトルソフトウェア （http://www.littlesoftware.jp/）
・弊社技術顧問萩原先生の研究報告が掲載されました(2019/9/21)
・技術顧問就任のお知らせ(2019/9/8)
・東京ゲームショウ2019にてリトルAI搭載製品展示(2019/9/4)
■Lily MedTech （http://www.lilymedtech.com/）
・資金調達に関するお知らせ(2019/9/13)
■ワークシフト研究所 （https://workshift.co.jp/2019/）
・新・研修プログラム提供開始 男性育休社員/上司向け育休プチ
MBA🄬(2019/9/12)
・9月6日付の下野新聞に、育休プチMBA@宇都宮 第1回目開催の案内記事が掲
載されました(2019/9/11)
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