企業会員 B（ベンチャー） プレスリリース一覧（2020 年５月分）
【五十音順】
アジアクエスト株式会社（URL）
アジアクエストが「AWS ソリューションプロバイダー」に認定されました（2020/5/1 (金)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
【アフターコロナで必要とされる人材を、企業の事業・採用動向から読み解く】約 60 万件の求人票から採用ニーズの高い職
種をランキング（2020/5/19 (火)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
5 月 25 日（月）14:00～15:00／アスタミューゼ 特別 Web セミナー（ウェビナー）「Beyond COVID-19 新しい世
界を創り出す企業のいま Vol.1 」（2020/5/20 (水)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
アスタミューゼ 、ドリームインキュベータおよび東大 IPC と提携 カーブアウトベンチャーの支援を強力に推進（2020/5/28
(木)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
【緊急事態宣言解除で見える企業活動】経済活動の本格的な再スタートへ。企業が最も積極的に行いたい活動は“新規
事業”“営業活動”“中途採用”。（2020/5/29 (金)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
アスタミューゼ、ドリームインキュベータ、 東大 IPC の 3 社提携によりカーブアウトベンチャー の支援を強力に推進
（2020/5/29 (金)）
Hmcomm 株式会社（URL）
Hmcomm、アドバイザリーに 世界銀行・ロックフェラー財団等での活動歴を持つ印国立医療研究機関教授で医師のスニ
ル・チャコ氏が就任（2020/5/13 (水)）
Hmcomm 株式会社（URL）
Hmcomm の AI 音声認識プロダクト「VContact」と日本アバイア「Agent MAP」との連携が正式リリース、在宅エージェ
ントも見える化（2020/5/22 (金)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
6 割の企業が「新型コロナの会社への影響は 1 年以上続く」業務のリモート化は進むが「本格的な DX 推進・AI 活用は 2
割」にとどまる（2020/5/11 (月)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
ソフトバンクの新卒採用選考における動画面接の評価をエクサウィザーズ共同開発の AI システムでサポート（2020/5/25
(月)）
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株式会社エクサウィザーズ（URL）
コロナ禍で約 7 割の企業が「売上高 2～4 割減」、9 割が「営業活動に遅れ」、3 割強が「経営戦略の見直しに着手」「積
極投資を計画」するも、DX 推進できている「DX 先行派」企業はわずか 3%にとどまる（2020/5/28 (木)）
KAICO 株式会社（URL）
KAICO、第三者割当増資を実施 シリーズ A ラウンドにて 2 億 6 千万円を調達（2020/5/25 (月)）
株式会社 CUVEYES（URL）
展示会はアプリをつかった「リモートメッセ」へ（2020/5/11 (月)）
株式会社 CUVEYES（URL）
展示会 もリモート へ。第 一 弾「 ヘルス フードメッ セ」 の開 催が 決定 。外出 自粛 の 背 景で健康 食品 への 需要高 ま る
（2020/5/28 (木)）
株式会社 grooves（URL）
グルーヴス、ジェネシア・ベンチャーズと提携（2020/5/1 (金)）
株式会社 grooves（URL）
求人プラットフォームを活用した求人流通支援モデル「CA アライアンス」のパートナー企業を、有料職業紹介事業者へ拡大
（2020/5/18 (月)）
株式会社 grooves（URL）
Forkwell Jobs がエンジニア特化型人材プラットフォームで累計成約人数 No.1 に！企業向け記念キャンペーンを開始
（2020/5/18 (月)）
株式会社 grooves（URL）
IT エンジニア向けオンライン勉強会「Infra Study Meetup」の配信スポンサー・応援スポンサー募集開始（2020/5/20
(水)）
株式会社 grooves（URL）
法人累計導入実績 No.1 求人プラットフォーム「クラウドエージェント」がハイクラス×副業人材紹介サービスを今夏リリース！
β 版先行利用企業を募集（2020/5/26 (火)）
株式会社ゲイト（URL）
農業・漁業との積極的な連携でユニークな居酒屋を経営する株式会社ゲイトが、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた次
世代型の飲食事業を創造するために、Okage シリーズを採用！（2020/5/18 (月)）
株式会社コンシェルジュ（URL）
リモート接客を実現する AI チャットボット「kuzen」、1 ヶ月の無償提供で店舗・窓口業務のテレワーク化を支援
（2020/5/1 (金)）
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株式会社コンシェルジュ（URL）
自治体・医療機関向けに厚生労働省の Q&A をベースに自動応答する「コロナ対策支援」AI チャットボットを期間限定で
無償提供開始（2020/5/2 (土)）
株式会社コンシェルジュ（URL）
三菱電機インフォメーションシステムズとコンシェルジュが業務効率化ソリューションの構築・販売で協業～RPA と AI チャット
ボットが連携した、テレワーク向け業務効率化ソリューションを提供～（2020/5/26 (火)）
株式会社 KOMPEITO（URL）
株式会社 KOMPEITO が 4 億円の資金調達を実施。“置き野菜”の「オフィスでやさい」に惣菜が充実し“野菜をしっかり摂
れる置き社食”へリニューアル！（2020/5/14 (木)）
株式会社 KOMPEITO（URL）
“野菜をしっかり摂れる置き社食”の「OFFICE DE YASAI」がオフィス内でサンプリングや動画配信ができるビジネスパーソン
特化型の広告メディア事業を開始（2020/5/26 (火)）
株式会社 KOMPEITO（URL）
オフィスワーカーの健康を支援する KOMPEITO とプロデュースカンパニーadot が協業 ビジネスパーソン特化型広告メディ
ア「OFFICE DE MEDIA」にクリエイティブを掛け合わせさらなる訴求を（2020/5/28 (木)）
株式会社チカク（URL）
“オンライン帰省”ができる「まごチャンネル」が Amazon 売れ筋ランキング１位（2020/5/9 (土)）
株式会社チカク（URL）
【緊急実態調査】「オンライン帰省」って実際どうだったの？ オンライン帰省の実践は約 4 割 実家とのオンライン帰省「楽し
かった」約 7 割（2020/5/12 (火)）
株式会社 Nextremer（URL）
AI チャットボットとオペレーター対応による問い合わせ対応支援サービス「AI コンタクトセンター」を提供開始（2020/5/1
(金)）
株式会社バカン（URL）
飲食店などの空席情報と感染症対策情報を発信し「安心」を届ける九州経済復興プロジェクトが発足（2020/5/22
(金)）
株式会社ファーメンステーション（URL）
米もろみ粕エキスがエコサートのオーガニック認証を取得クリーンビューティー原料として活用（2020/5/29 (金)）
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株式会社ファミワン（URL）
【全国初の自治体導入】神奈川県横須賀市の『妊活 LINE サポート事業』として妊活コンシェルジュ「ファミワン」を自治体
への提供を開始（2020/5/13 (水)）
株式会社 MICIN（URL）
メディカルノートと MICIN、病院へのオンライン診療導入支援、医療メディアでの患者向け情報提供を開始（2020/5/11
(月)）
MAMORIO 株式会社（URL）
MAMORIO、ソーシャルディスタンスの啓蒙を目的としたディスタンスレベル表示機能と企業内での新型コロナウィルス感染
者発生時の濃厚接触度測定レポート機能の無償提供を開始（2020/5/11 (月)）
MAMORIO 株式会社（URL）
アプリ「MAMORIO」で新型コロナ対策！ ソーシャルディスタンスに関する新機能が追加（2020/5/12 (火)）
MAMORIO 株式会社（URL）
MAMORIO Biz へ新機能「スマートフォンチェック機能」を追加！ランニングコスト 0 円キャンペーンも実施します。
（2020/5/14 (木)）
MAMORIO 株式会社（URL）
MAMORIO 株式会社 株式会社ジェネシスホールディングスと資本業務提携を締結（2020/5/22 (金)）
株式会社ミツカリ（URL）
オンライン面接でもカルチャーフィットをジャッジする！ミツカリの適性検査の無償提供期間も 5 月末まで延長（2020/5/12
(火)）
株式会社ミツカリ（URL）
新規事業に適した人材やチームの発掘・組成コンサルティングサービスを提供開始（2020/5/13 (水)）
株式会社ミナカラ（URL）
大正製薬とオンライン薬局「minacolor（ミナカラ）」が実証実験を開始（2020/5/27 (水)）
ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL）
ミュージックセキュリティーズ、第三者割当増資を実施（調達額は非公開）（2020/5/14 (木)）
ユカイ工学株式会社（URL）
「#誰かと喋ろう」外出自粛で深刻化、高齢者の「話し相手不足」の一助に。家族をつなぐロボット「BOCCO」と声かけサー
ビス、2 ヶ月無償提供開始（2020/5/7 (木)）
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ユカイ工学株式会社（URL）
目標金額を大きく超え、2671%でクラウドファンディング達成！まるで生きものみたいな小さなしっぽロボット「Petit Qoobo」
（2020/5/12 (火)）
ユカイ工学株式会社（URL）
作品大募集！おうちでロボットを作ろう。ユカイ工学のエデュケーションシリーズ「kurikit」が『#うちロボ』コンテストを初開催
（2020/5/14 (木)）
ユカイ工学株式会社（URL）
ディズニーシリーズ「マリー」デザインが新登場。しっぽのついたクッション型セラピーロボット「Qoobo」初！（2020/5/28
(木)）
株式会社 Lily MedTech（URL）
女性に優しい乳がん検査装置を開発する東大発ベンチャーの Lily MedTech が、シリーズ C でアルフレッサ株式会社から
資金調達を実施（2020/5/12 (火)）

