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アジアクエスト株式会社（URL）
アジアクエスト株式会社、基幹業務システムに「ZAC Enterprise」を採用（2020/6/17 (水)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
厚労省の新規求人数が大きく減少するなか、人材ニーズの高まる職種を独自分析。「開発職」「設計職」「フラットパネルデ
ィスプレイ」などで求人が増加。（2020/6/9 (火)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
新型コロナウィルスの影響で温室効果ガスの排出が減少 ～各産業の変化による温暖化・気候変動への影響とは～
（2020/6/15 (月)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
御社の解決できる社会課題を２億件のデータベースから発見する「企業未来診断」をリリース （無料モニター企業・募集
中）（2020/6/22 (月)）
inaho 株式会社（URL）
自動野菜収穫ロボットが日本の農業における課題を解決！inaho が 3 ヵ月連続で実証事業・補助金プロジェクトに採択
（2020/6/23 (火)）
株式会社ウェルモ（URL）
ウェルモのケアプラン作成支援 AI「ケアプランアシスタント」実証結果公開（2020/6/8 (月)）
株式会社ウェルモ（URL）
ミルモネット、つくば市でコロナ禍における地域資源情報の見える化と事業所間の情報共有に活用（2020/6/10 (水)）
株式会社 AirX（URL）
AirX、3 密回避のヘリコプター旅行プランを販売開始 東京から 25 分でプライベートサウナ付きのグランピング場へ
（2020/6/12 (金)）
Hmcomm 株式会社（URL）
Hmcomm の音声認識ソリューション「VContact」とギグワークスクロスアイティのＣＲＭシステム「デコール CC.CRM３」が
連携を推進（2020/6/10 (水)）
Hmcomm 株式会社（URL）
Hmcomm、犬の心雑音検知においてＤＳファーマアニマルヘルスとの実証実験を開始（2020/6/29 (月)）
エースチャイルド株式会社（URL）
「DV・妊娠 SOS・性暴力」3 分野合同の SNS 相談事業を三重県が全国(都道府県)に先駆けて実施（2020/6/22
(月)）
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エースチャイルド株式会社（URL）
エースチャイルド株式会社 「LINE みらい財団 学生こころの相談」をシステム面で支援（2020/6/23 (火)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
FAQ 検索エンジン「Qontextual」、関西健康・医療学術連絡会への無償提供を開始 在宅・福祉施設に向けた新型コ
ロナウィルス関連の情報共有に使用（2020/6/11 (木)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
在宅介護者支援プロジェクト 第四弾 家族介護のお悩みを解決するアプリ「CareWiz(ケアウィズ)」を無償提供開始
（2020/6/18 (木)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
「在宅介護者支援プロジェクト」第三弾 自宅でケアをしている人に向けた無料のオンラインイベント「今日からできる！優し
さを伝えるケア技法」を開催（2020/6/19 (金)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
エクサウィザーズと北原病院グループ、共同開発したオンライン遠隔リハビリサービスの試験導入開始（2020/6/25
(木)）
株式会社カミナシ（URL）
ノンデスクワーカーの業務を効率化する現場管理アプリ「カミナシ」正式に提供開始（2020/6/29 (月)）
株式会社 grooves（URL）
グルーヴス、Archetype Ventures と提携（2020/6/12 (金)）
株式会社 grooves（URL）
グルーヴス、地域金融機関×人材紹介強化を目的とした内閣府「先導的人材マッチング事業」のコンソーシアム一員に採
択決定（2020/6/15 (月)）
株式会社 grooves（URL）
テクノロジーで未来の働き方を創る、アジア最大級のバーチャルイベント「Grooves Work Technology Summit」を
APAC&日本で開催（2020/6/16 (火)）
株式会社 grooves（URL）
IT エンジニア採用のフォークウェルが認定パートナー制度「Forkwell Jobs Partners」開始（2020/6/23 (火)）
株式会社コンシェルジュ（URL）
LINE 公式アカウント×チャットマーケティングオートメーションツール「KUZEN-LINK」、LINE 公式アカウントの新料金体系
に最適化されたプランを提供開始（2020/6/17 (水)）
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株式会社コンシェルジュ（URL）
LINE でカルシウム摂取をアドバイス！？ワダカルシウム製薬の LINE 公式アカウントに、AI チャットボット「kuzen」が導入
（2020/6/24 (水)）
株式会社コンシェルジュ（URL）
3 年連続紅白出場歌手「丘みどり」さんの LINE 公式アカウントに AI チャットボット「kuzen」導入（2020/6/29 (月)）
株式会社 KOMPEITO（URL）
緊急事態宣言解除後も約半数が社外での食事に不安あり…OFFICE DE YASAI が「基本利用料半額キャンペーン」で
オフィスワーカーの食事環境をサポート！（2020/6/11 (木)）
株式会社セツロテック（URL）
セツロテック、第三者割当増資を実施 シリーズ A ラウンドにて 466 百万円を調達（2020/6/2 (火)）
株式会社チカク（URL）
「まごチャンネル」のチカク、コロナ時代のニュータイプ企業として、自治体向け Webinar 登壇決定（2020/6/25 (木)）
株式会社チカク（URL）
まごチャンネル、父の日キャンペーン期間で、前年同期比 380％の出荷を達成（2020/6/26 (金)）
デジタルグリッド株式会社（URL）
デジタルグリッド、第三者割当増資を実施 総額 7.5 億円を調達（2020/6/8 (月)）
Trim 株式会社（URL）
Trim、大日本印刷と資本業務提携 商業施設などで子育て世代が安心して利用できる空間づくりを推進（2020/6/2
(火)）
Trim 株式会社（URL）
大日本印刷<7912>、可動式ベビーケアルーム「mamaro」を展開する Trim と資本業務提携（2020/6/3 (水)）
BionicM 株式会社（URL）
BionicM 株式会社、株式会社 Final Aim との業務提携を実施（2020/6/16 (火)）
株式会社バカン（URL）
センサーなど IoT 技術でホテル・旅館の３密見える化を支援！株式会社バカンが館内の混雑情報配信サービス「VACAN
for Hotel」を提供開始（2020/6/19 (金)）
株式会社バカン（URL）
いま空いているお店が 1 秒でわかるマップ「VACAN（バカン）」掲載店舗が 200 店を突破！（2020/6/23 (火)）
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株式会社バカン（URL）
行列に並ばず順番待ちができる web 整理券サービス「VACAN Noline」東京駅八重洲口商業施設「グランルーフ」での
実証実験を開始（2020/6/23 (火)）
株式会社バカン（URL）
リアルタイム空き/混雑情報サービス「VACAN（バカン）」 ローズホテル横浜の屋上プールに導入（2020/6/24 (水)）
株式会社バカン（URL）
お店のリアルタイム混雑状況がわかるマップ「VACAN（バカン）」関東、九州、関西に続き、北海道エリアでも公開開始！
（2020/6/29 (月)）
株式会社バカン（URL）
株式会社バカンと東京建物株式会社 IoT を活用し、混雑状況と連動してトイレ個室内へ広告配信するサービス 国内
初の商用化に向け、共同で実証実験の取り組みを開始（2020/6/30 (火)）
株式会社ファミワン（URL）
妊活・不妊治療の啓発と社会的サポートの拡大に向け、自治体の担当者や議員向け勉強会を開催（2020/6/12
(金)）
株式会社 MICIN（URL）
「手術患者の退院後フォローアップアプリ」を用いた実証研究を開始（2020/6/11 (木)）
MAMORIO 株式会社（URL）
ＰＡＬＴＥＫ、法人向け紛失防止総合支援サービス「MAMORIO Biz」で活用される MAMORIO Spot 機能を組み
込んだ LTE ルータの開発が完了（2020/6/11 (木)）
ユカイ工学株式会社（URL）
6 月 1 日(月)より予約販売受付開始！まるで生きものみたいな小さなしっぽロボット「Petit Qoobo」（2020/6/1
(月)）
ユカイ工学株式会社（URL）
お家のコミュニケーションを円滑にするロボット（2020/6/23 (火)）
ユカイ工学株式会社（URL）
非接触型サービスに音声対話開発キット「codama（こだま）」、コロナ対策で注目！企業や開発者向け音声 UI 体験
ハンズオン・無料相談会を 7 月から開始（2020/6/24 (水)）
ユカイ工学株式会社（URL）
6/30(火)オープン！『ユカイ工学オンラインストア』、ユカイ工学の全てのプロダクトが購入できる待望の公式 ONLINE
STORE。5000 円以上の購入で送料無料（2020/6/30 (火)）
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