企業会員 B（ベンチャー） プレスリリース一覧（2020 年７月分）
【五十音順】
アジアクエスト株式会社（URL）
アジアクエストの CMO/DX 戦略室室長に金澤一央氏が就任（2020/7/3 (金)）
アジアクエスト株式会社（URL）
ウェビナー『AQW2020 アフターコロナと DX -リテール編』を開催します（2020/7/28 (火)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
アスタミューゼ、東京スター銀行と業務提携 地域企業の雇用促進による地域創生を目指す（2020/7/21 (火)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
専門人材の採用を支援するアスタミューゼ、東京スター銀行と地域企業の雇用促進による地域創生で事業連携
（2020/7/22 (水)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
8 月 4 日（火）15:00～16:00 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.2」（2020/7/27 (月)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
今からでも遅くない！各産業のゲームチェンジャーとなりえる量子技術の導入・R&D 投資は最新萌芽技術の選択が決め手
（全 8 回）―世界の研究開発動向と有望技術解説―（2020/7/29 (水)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
今からでも遅くない！各産業のゲームチェンジャーとなりえる量子技術の導入・R&D 投資は最新萌芽技術の選択が決め手
２.（全 8 回）ー世界の研究開発動向と有望技術を解説ー（2020/7/31 (金)）
株式会社 AirX（URL）
【3 密回避のサッカー観戦】AirX、鹿島アントラーズの「ヘリコプター観戦プラン」の販売を再開 スタジアムまでヘリコプターで
移動し、特別席で観戦（2020/7/14 (火)）
株式会社 AirX（URL）
【3 密回避のグランピング】AirX、ヘリ送迎付きのグランピング場宿泊プランを販売開始 1 人 5 万円台で埼玉県のリゾート
型複合施設へ安全に移動（2020/7/20 (月)）
Hmcomm 株式会社（URL）
Hmcomm、AI 音声自動応答システム「Terry」の新サービスプランをリリース（2020/7/14 (火)）
Hmcomm 株式会社（URL）
Hmcomm、エレコム株式会社サポートセンターへ音声認識 AI ソリューション VContact を導入開始（2020/7/31
(金)）
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エースチャイルド株式会社（URL）
文部科学省「いじめ対策・不登校支援等推進事業」事業 参画自治体募集（2020/7/27 (月)）
エースチャイルド株式会社（URL）
子どもの SNS 利用を見守るサービス『Filii(フィリー)』 スマートフォン利用ルールの運用継続を目的とした「ルール管理機能」
を追加（2020/7/31 (金)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
家族介護のお悩みを解決するアプリ「CareWiz(ケアウィズ)」、「SMBC スタートアップ支援プログラム」で最優秀賞を受賞
（2020/7/2 (木)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
7 割の企業が「会社へのコロナの影響は 2021 年以降も続く」と回答、緊急事態宣言が解除されても前月より 16%上昇
する結果に 経営層による「DX 推進」や「経営戦略見直し」の動きも増加傾向（2020/7/3 (金)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
エクサウィザーズと福岡銀行 AI が詐欺や払いすぎを検知する口座見守りサービス、福岡銀行口座保有者を対象にテスト
版提供を開始（2020/7/13 (月)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
エクサウィザーズと山口大学 AI システム医学・医療研究教育センター 医療 AI 活用のための包括的な共創事業を開始
（2020/7/15 (水)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
山口大学とエクサウィザーズが医療 AI 活用のための共創事業を開始（2020/7/20 (月)）
株式会社 CUVEYES（URL）
従業員の運動習慣を遠隔管理し疾患抑制 / バイタルリモート（2020/7/21 (火)）
株式会社 grooves（URL）
フォークウェル・プライムナンバーによる、データ分析基盤に関するオンライン勉強会シリーズを発表（2020/7/2 (木)）
株式会社 grooves（URL）
IT エンジニア採用のフォークウェル、URL 記載だけで求人に動画・スライドを埋め込める新機能をリリース！（2020/7/8
(水)）
株式会社 grooves（URL）
法人累計導入実績 No.1 の求人データベース「クラウドエージェント」が、掲載求人数も No.1 を取得！（2020/7/14
(火)）
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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」日本版
開催決定（2020/7/15 (水)）
株式会社 grooves（URL）
導入数/求人数 No.1 求人プラットフォーム「クラウドエージェント」が経済産業省後援 第 5 回 HR テクノロジー大賞「地方
活性賞」を受賞（2020/7/31 (金)）
株式会社コンシェルジュ（URL）
スマホで簡単、60 秒で査定。買い取り専門店アシストの 「下取りチェッカー」に AI チャットボット「kuzen」が導入されました
（2020/7/15 (水)）
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 63 百万円を調達し 5.29 億の資金調達を完了（2020/7/1 (水)）
株式会社 SenSprout（URL）
SenSprout、第三者割当増資を実施～最先端のテクノロジーを利用して「農業を儲かる事業」に～（2020/7/29
(水)）
株式会社チカク（URL）
「まごチャンネル」のチカク、「ベンチャー経験から考えるアップデート法」オンライン講演会登壇決定（2020/7/2 (木)）
株式会社チカク（URL）
【事後レポート】「地域の自助や共助をテクノロジーで解決したい」まごチャンネルのチカクが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（2020/7/3 (金)）
株式会社チカク（URL）
【事後レポート】オンライン講演会「ベンチャー経験から考える働き方アップデート法」に「まごチャンネル」のチカクが登壇
（2020/7/7 (火)）
株式会社チカク（URL）
【まごチャンネル】7 月 9 日（木）に QVC にて初のテレビショッピングを生放送で実施。まごチャンネル本体と 1 年間のご利
用料込みプランを、QVC 限定の特別価格で販売！（2020/7/8 (水)）
株式会社チカク（URL）
熊本豪雨による「まごチャンネル」破損・紛失について無償で製品を交換（2020/7/9 (木)）
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株式会社チカク（URL）
全国初「まごチャンネル」を活用した自治体からの情報発信／大阪府泉大津市×泉大津市社会福祉協議会×『まごチャ
ンネル』実証実験開始（2020/7/15 (水)）
株式会社チカク（URL）
株式会社チカクが国立長寿医療研究センターと共同研究を開始。家族との密なコミュニケーションが、高齢者の健康や生
活の質の維持・向上に繋がるかを検証（2020/7/30 (木)）
知能技術株式会社（URL）
画面に触れずにタッチ操作！？窓口案内アプリの非接触対応に関する実証実験がスタート（2020/7/2 (木)）
株式会社ディビイ（URL）
＜トランスコスモスとパートナーシップ締結＞ 製薬業界向け文書突合 AI ソリューション製品「rodanius for Pharma」を
活用した DX 推進ビジネス展開（2020/7/6 (月)）
株式会社テンクー（URL）
ヒト幹細胞分化に関係する転写因子の網羅的な同定とその解析（2020/7/17 (金)）
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）」北九州交通公園の空き/混雑情報配信を開始～「新しい生活
様式」での公園利用へ～（2020/7/8 (水)）
株式会社バカン（URL）
大丸札幌店 化粧品売場で web 整理券サービス「VACAN Noline」のご利用開始（2020/7/9 (木)）
株式会社バカン（URL）
群馬県桐生市で街をあげての「密」可視化へ！桐生市の賛同のもと、飲食店など店舗・施設の混雑情報を配信
（2020/7/13 (月)）
株式会社バカン（URL）
観光地エリアごと混雑状況を可視化！江の島周辺の混雑状況を可視化する「ENOMAP」 藤沢市らの実証実験に株式
会社バカンのサービスを提供（2020/7/17 (金)）
株式会社バカン（URL）
株式会社バカン、鹿児島県の指宿いわさきホテルでリアルタイム混雑情報配信サービス「VACAN（バカン）」を提供開始
（2020/7/20 (月)）
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 300 店を突破！（2020/7/21 (火)）
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株式会社バカン（URL）
AI×IoT を活用した空き情報配信サービスの株式会社バカン、中国の政府系アクセラレーションプログラム「原力加速营」で
日系企業初の採択（2020/7/27 (月)）
株式会社バカン（URL）
店舗側の手を介さず、web から店内座席の即時予約ができるサービス、株式会社バカンが東京都中央区内のカフェチェー
ン店舗で実証実験の取り組みを開始（2020/7/30 (木)）
株式会社ファミワン（URL）
ファミワンが福利厚生業界大手のベネフィット・ワンと業務提携を行い、会員向け特典提供とオンラインセミナーを開催
（2020/7/16 (木)）
株式会社 MICIN（URL）
MICIN、テルモと業務提携 糖尿病領域で患者の行動変容を支援（2020/7/1 (水)）
株式会社 MICIN（URL）
アストラゼネカと MICIN、COPD 患者さんを対象に遠隔診療／服薬指導の活用に向けた検証プログラムを開始
（2020/7/29 (水)）
MAMORIO 株式会社（URL）
MAMORIO、ペッツファーストと資本業務提携 ペット市場における新商品の開発やサービスの供給に注力（2020/7/7
(火)）
MAMORIO 株式会社（URL）
MAMORIO、映画 『コンフィデンスマン J P プリンセス編』とのタイアップを実施！（2020/7/13 (月)）
MAMORIO 株式会社（URL）
MAMORIO RE の一時出荷停止及び予約販売開始について（2020/7/17 (金)）
ミュージックセキュリティーズ株式会社（URL）
大学連携プロジェクト「日仏共同研究による新型コロナウイルス感染症対策基金」開始（2020/7/22 (水)）
株式会社 Moff（URL）
スマホで簡単にライブコマースが配信できる！ライブコマース配信専用アプリ「TAGsAPI」がリリース（2020/7/14 (火)）
株式会社 Moff（URL）
ベイクルーズ、クラウド型ライブコマースサービス「TAGsAPI」にてライブコマースを開始（2020/7/16 (木)）
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ユカイ工学株式会社（URL）
【オンラインロボ作り】「小学生ロボコン 2021」（NHK エンタープライズ）の公式キット『ユカイなぼうけんクラフトキット』をユカ
イ工学が開発！（2020/7/13 (月)）
ユカイ工学株式会社（URL）
小さなしっぽロボット『Petit Qoobo』、海外向けクラウドファンディングがスタート！7 月 30 日(木)より「Indiegogo」で 60
日間のキャンペーン開始（2020/7/30 (木)）
株式会社 Lily MedTech（URL）
三菱総合研究所、ワコール、Lily MedTech と乳がんのアンケートを実施
診受診率に対して低くとどまる～（2020/7/21 (火)）
株式会社ワークシフト研究所（URL）
新セミナールーム「ワークラボ」OPEN（2020/7/3 (金)）

～高濃度乳房など関連知識の認知度は検

