企業会員 B（ベンチャー） プレスリリース一覧（2020 年 1-2 月分）
【五十音順】
株式会社アクティベートラボ（URL）
（株）AGS コンサルティングの資本参加による(株)アクティベート ...（2020/1/23 (木)）
株式会社アクティベートラボ（URL）
【先着５０社様限定】（株）アクティベートラボが障害当事者視点で開発した「障害者採用サイト構築サポートツール」リ
リース記念割引キャンペーン！（2020/2/4 (火)）
株式会社アクティベートラボ（URL）
障害者雇用コンサルティング事業を展開する（株）アクティベートラボ、（株）フジクラを引受先とする第三者割当増資に
て資金調達を実施（2020/2/17 (月)）
アジアクエスト株式会社（URL）
アジアクエストが AI-OCR サービス「DX OCR with AI inside」を開始しました（2020/1/16 (木)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
アスタミューゼとアカデミストが有望な研究開発への研究費獲得支援で業務提携（2020/1/10 (金)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
技術職や研究職、専門人材の採用を支援するアスタミューゼ、プロジェクト単位で人材を雇用する「SCOPE スポットアクセ
ラレーター」を開始（2020/2/7 (金)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
理工系人材が転職先に求めるものは、１位 「社会貢献性」（2020/2/10 (月)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
専門人材の採用支援企業アスタミューゼ×神戸市 ～地域企業と首都圏人材をつなぐ実験的取り組みで自治体初の連
携協定～（2020/2/28 (金)）
inaho 株式会社（URL）
NTT 東日本アクセラレータープログラム DemoDay で最優秀賞受賞（2020/1/29 (水)）
株式会社ウェルモ（URL）
ウェルモ、事業拡大に伴い東京オフィスを移転（2020/1/22 (水)）
株式会社エーアイスクエア（URL）
AI 要約・分類システム QuickSummary と CRM システムが連携（2020/1/14 (火)）
Hmcomm 株式会社（URL）
Hｍcomm、「VRobot」を改良。AWS RoboMaker と連携した“産業ロボット向け VUI 事業”を強化（2020/1/22
(水)）
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Hmcomm 株式会社（URL）
Hmcomm、AI 音声自動応答システム「Terry」の Salesforce 連携を推進（2020/1/29 (水)）
Hmcomm 株式会社（URL）
東日本電信電話株式会社神奈川事業部及び一般社団法人神奈川県養豚協会と実証実験開始（2020/2/13
(木)）
Hmcomm 株式会社（URL）
Hmcomm、音による製造業パイプラインのつまり予知・予兆診断システムの開発事業が NEDO の「Connected
Industries 推進のための協調領域データ共有・AI システム開発促進事業」に採択（2020/2/21 (金)）
H2L 株式会社（URL）
世界初！自分の顔に他者の口の動きと表情をリアルタイムに再現する「Face Sharing」を開発（2020/1/10 (金)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
AI ベンチャーのエクサウィザーズ、FAQ 検索エンジン「Qontextual」を提供開始（2020/1/16 (木)）
エリー株式会社（URL）
世界初の「蚕」専門の昆虫食スタートアップが「シルクフードラボ」を表参道にオープン！（2020/1/17 (金)）
株式会社クォンタムオペレーション（URL）
クォンタムオペレーション、第三者割当増資を実施（調達額は非公開）（2020/2/6 (木)）
株式会社 grooves（URL）
導入実績 No.1 人材紹介プラットフォーム「クラウドエージェント」が法人累計導入実績 8,000 社を突破（2020/1/10
(金)）
株式会社 grooves（URL）
5G 元年！クラウドエージェントが動画求人サービスの β 版を 3 月 2 日(月)リリース（2020/1/15 (水)）
株式会社 grooves（URL）
アドベンチャーツーリズムを活用したムスリム観光客の受入拡大に関する実証実験開始（2020/1/15 (水)）
株式会社 grooves（URL）
人材紹介会社向け未経験者・若手求人データベース「クラウドエージェント Lite」1 月 16 日(木)正式リリース！
（2020/1/16 (木)）
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株式会社 grooves（URL）
開発現場を動画で届けよう！Forkwell と crash.academy が IT エンジニア採用動画制作で提携（2020/1/21
(火)）
株式会社 grooves（URL）
人材紹介会社導入実績 No.1「クラウドエージェント」がハイクラス求人サービス「CA エグゼクティブ」を 2 月 3 日（月）リリ
ース！（2020/1/27 (月)）
株式会社 grooves（URL）
新型コロナウイルスで中止を検討している IT 勉強会・イベントのオンライン開催を支援（2020/2/18 (火)）
株式会社 grooves（URL）
導入実績 No.1 人材紹介プラットフォーム「クラウドエージェント」が求人企業向け年収査定サービスを 3 月 2 日（月）正
式リリース（2020/2/22 (土)）
株式会社 grooves（URL）
Forkwell 、スタートアップ向けコンシェルジュサービスの提供を開始（2020/2/28 (金)）
株式会社 Crossdoor（URL）
住居の IoT プラットフォーム「MIRAI REMOCON」の法人向けサービスの提供開始（2020/2/27 (木)）
株式会社コンシェルジュ（URL）
東京都 三鷹市のごみ分別案内に、株式会社コンシェルジュの AI チャットボットシステム kuzen が導入されました
（2020/2/6 (木)）
株式会社コンシェルジュ（URL）
高機能 AI チャットボットを提供するコンシェルジュが、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格の認証を取
得（2020/2/17 (月)）
株式会社コンシェルジュ（URL）
AI チャットボット「 kuzen」と RPA グローバルトップベンダー の「 Blue Prism 」 が技術提携パートナー 契約を 締結
（2020/2/28 (金)）
JOINS 株式会社（URL）
JOINS、第三者割当増資を実施 シードラウンドで約 3,000 万円を調達（2020/1/15 (水)）
株式会社チャレナジー（URL）
石垣市×ユーグレナグループ×チャレナジー、災害時応援協定を締結（2020/1/27 (月)）
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株式会社チカク（URL）
チカクとセコムが協働で開発した「まごチャンネル with SECOM」が販売開始（2020/1/8 (水)）
株式会社チカク（URL）
【1 月 31 日は「愛妻の日」】「まごチャンネル」を開発・販売している株式会社チカクが本日より「愛妻の日 Twitter キャンペ
ーン」を開催（2020/1/21 (火)）
株式会社チカク（URL）
大企業からスタートアップにレンタル移籍。チカクがリコーからレンタル移籍者を受け入れスタート（2020/1/22 (水)）
株式会社チカク（URL）
「まごチャンネル with SECOM」が東京都主催「ダイバーシティ TOKYO アプリアワード」最優秀賞受賞（2020/2/13
(木)）
株式会社 T-ICU（URL）
T-ICU とスカイマークが搭乗前後の遠隔医療サポート実証実験開始（2020/2/13 (木)）
株式会社ディーセントワーク（URL）
SDGｓ×ディーセントワークの取り組みの一つとして、コクヨが主催する「MOV 市」にてユニークな経歴を持つ経営者 2 名と
「自分らしいキャリアの作り方」を考えるトークセッションを開催致します！（2020/1/30 (木)）
株式会社 Nextremer（URL）
Nextremer、第三者割当増資を実施 シリーズ B ラウンドでの調達（調達額は非公開）（2020/2/17 (月)）
株式会社ファーストアセント（URL）
ベビーテックベンチャーの株式会社ファーストアセント、第三者割当増資を実施。（2020/1/27 (月)）
株式会社ファーメンステーション（URL）
株式会社ファーメンステーション

国際連合工業開発機関（UNIDO）「サステナブル技術普及プラットフォーム

（STePP）」に登録！（2020/1/10 (金)）
MAMORIO 株式会社（URL）
iOS 版 MAMORIO アプリの紛失検知エンジンを刷新の上、リアルタイム・ビーコンモニタリングを搭載し、より見つかりやすく、
より精度高く紛失防止が可能となりました。（2020/2/19 (水)）
株式会社 MICIN（URL）
【新型コロナウイルス感染症の流行への対応】オンライン診療/医療相談の実施医療機関等を示す特設ページを開設
（2020/2/28 (金)）
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株式会社 Moff（URL）
Moff、第三者割当増資を実施 総額 7.6 億円を調達（2020/1/14 (火)）
ユカイ工学株式会社（URL）
「Qoobo」のこども!?好奇心旺盛な小さなしっぽロボット「Petit Qoobo（プチ・クーボ）」、1/7 開幕の「CES2020」で初
公開！（2020/1/6 (月)）
ユカイ工学株式会社（URL）
ユカイ工学のエデュケーション事業が本格始動！子どもも大人も、プロも。初めてのロボット作りから、プログラミング学習まで、
楽しいチャレンジ体験を提案（2020/2/5 (水)）
ユカイ工学株式会社（URL）
柏の葉 蔦屋書店にて「HUG ME Qoobo」初開催！しっぽのついたクッション型セラピーロボット「Qoobo」と触れ合える体
験（2020/2/18 (火)）
ユカイ工学株式会社（URL）
自作ロボットを簡単プログラミングで無線操作できる「ココロキット」3 月 1 日(日)発売＆ロボット制御用の無料で使える専
用プログラミング環境を 3 月 1 日(日)提供開始（2020/2/28 (金)）

