企業会員 B（ベンチャー） プレスリリース一覧（2020 年８月分）
【五十音順】
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 [Netflix と DX] ー 価値変革への挑戦と華麗なる技術のパズル』を開催
します（2020/8/19 (水)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
温暖化抑制に期待！CO2 削減に直結する「13 の次世代技術」と注目スタートアップ・ベンチャー企業（2020/8/5
(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
４.（全 8 回）～世界の研究開発動向と有望技術解説～（2020/8/7 (金)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
転職者の７８％が、転職カウンセラーに「不満足」と回答。各転職カウンセラーの強みを PR 出来る「転職ナビエージェント
ブランドページ」をリリース（2020/8/11 (火)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
アスタミューゼ、独自の可視化メソッドで、未来の事業開発を推進する専門チーム「Future Vision Studio」を電通、ピク
シブ、Konel の３社と共に発足（2020/8/11 (火)）
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
５.（全 8 回）～世界の研究開発動向と有望技術解説～（2020/8/19 (水)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
日立金属株式会社が、イノベーション活動を加速させる SaaS「InnovationCapital Pathfinder（ICP）」を導入
（2020/8/27 (木)）
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
８.後編（全 8 回）～世界の研究開発動向と有望技術解説～（2020/8/28 (金)）
アスタミューゼ株式会社（URL）
事業創出の企画、実行、管理を支援するツール「InnovationCapital Pathfinder（ICP）」が、研究課題情報（グラ
ント）検索機能をリリース（2020/8/31 (月)）
ウエルネスデータ株式会社（URL）
食事記録不要のダイエットアプリ「JouleLife(ジュールライフ)」 Android 版アプリの提供を開始し、人気機能も大幅にリニ
ューアル（2020/8/6 (木)）
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株式会社 AirX（URL）
AirX、温故知新と業務提携 3 密回避の箱根宿泊旅行プランを販売開始（2020/8/27 (木)）
株式会社エーアイスクエア（URL）
「QuickQA」「QuickSummary」搭載の「Enour CallAssistant」提供開始（2020/8/3 (月)）
株式会社エーアイスクエア（URL）
ヨネックスが従業員向けに「AI 人事総務」を導入（2020/8/31 (月)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
エクサウィザーズ、国内最大規模のエンジニアネットワークを持つパーソルグループ「TECH PLAY」との協働により、企業への
デジタル人材採用支援を加速化（2020/8/12 (水)）
株式会社エクサウィザーズ（URL）
高性能２眼レンズ搭載のエッジ AI カメラ「ミルキューブ」の提供を開始（2020/8/25 (火)）
エルピクセル株式会社（URL）
胸部 X 線検査を支援！エルピクセルの「EIRL Chest Nodule」（2020/8/28 (金)）
KAICO 株式会社（URL）
新型コロナウイルスワクチン実現に向け、ビズリーチで副業・兼業限定公募開始（2020/8/6 (木)）
株式会社カミナシ（URL）
現場管理アプリ「カミナシ」、現場での外国人人材活用に向けた多言語翻訳機能を追加（2020/8/11 (火)）
株式会社 CUVEYES（URL）
アプリで走ってふるさと応援「ふるさとマラソン」/あなたの健康活動が地域産業を救う（2020/8/18 (火)）
株式会社グッドフェローズ（URL）
「Ｗｉｔｈコロナ時代のエネルギービジネス～更なるデジタル化の加速～」 RAUL 株式会社代表 江田健二が 8 月 27
日に行われるタイナビ総研主催のライブ配信セミナーに登壇いたします（2020/8/11 (火)）
株式会社 grooves（URL）
グルーヴスと LAPRAS がエンジニア採用領域で提携（2020/8/18 (火)）
株式会社 KOMPEITO（URL）
在宅勤務中の栄養不足をサポート！ 1 分でできる冷凍スムージーのサブスク「SMOOTH SMOOTHIE（スムーズスムー
ジー）」が登場！―本日 8/17～先行受付開始―（2020/8/17 (月)）
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株式会社 KOMPEITO（URL）
OUCHI DE YASAI × airCloset ウェルネスキャンペーンを実施「エアークローゼット」月額会員様限定で、「SMOOTH
SMOOTHIE（スムーズスムージー）」をプレゼント！（2020/8/31 (月)）
JOINS 株式会社（URL）
JOINS、第三者割当増資を実施 シードラウンドにて 4,000 万円を調達（2020/8/19 (水)）
株式会社チカク（URL）
小池百合子・東京都知事が「まごチャンネル with SECOM」の活用を推奨（2020/8/7 (金)）
株式会社チカク（URL）
「まごチャンネル」が Amazon 人気ギフトランキングで 1 位を獲得（2020/8/12 (水)）
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？ 今夏のオンライン帰省の実践は大幅減（対 GW 比） 一方
で「盆や正月でなくても」「日常的にオンラインで」という声も（2020/8/26 (水)）
株式会社チカク（URL）
宮城県七ヶ宿町で「まごチャンネル」を購入した方を対象に補助金を交付する全国初の自治体の取組み「家族の絆ほほえ
み事業」を開始（2020/8/28 (金)）
株式会社 T-ICU（URL）
T-ICU が神戸市と連携してコロナ対策支援開始（2020/8/11 (火)）
デジタルグリッド株式会社（URL）
再生可能エネルギー拡大に寄与する、日本初の民間「電力取引所」を運営するデジタルグリッド。WiL、JA 三井リース、鹿
島建設などを引受先とする第三者割当増資による総額 3 億円の資金調達（2020/8/5 (水)）
株式会社バカン（URL）
赤福本店の「朔日餅（ついたちもち）」に、株式会社バカンのデジタル整理券サービス「VACAN Noline」を提供開始～コ
ロナ禍での実施を支援～（2020/8/3 (月)）
株式会社バカン（URL）
株式会社バカンと宮崎県日南市、災害発生時に IoT を活用して避難所の混雑情報配信を支援する協定を締結
（2020/8/3 (月)）
株式会社バカン（URL）
店舗・施設の空き状況がリアルタイムにわかる「VACAN」、掲載数 400 件を突破！（2020/8/5 (水)）
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株式会社バカン（URL）
京都府のオープンイノベーションカフェ「KOIN」に、株式会社バカンのリアルタイム空き情報配信サービス「VACAN」を提供開
始～京都では初～（2020/8/5 (水)）
株式会社バカン（URL）
台湾の政府系アクセラレーションプログラム「Starting Lineup X」で、AI×IoT を活用した空き情報配信サービスの株式会
社バカンが日系企業初の採択！（2020/8/6 (木)）
株式会社バカン（URL）
全世界 2 億人のユーザーを抱える台湾企業「Kdan Mobile Software」と株式会社バカンが、台湾でのサービス拡大に
向け技術協力開始（2020/8/11 (火)）
株式会社バカン（URL）
IoT と AI によるリアルタイム空き情報配信サービスの株式会社バカン、京都市の「スタートアップによる新型コロナ課題解決
事業」に採択（2020/8/20 (木)）
株式会社バカン（URL）
株式会社バカンと群馬県桐生市、災害発生時にインターネット上での避難所の混雑情報配信を支援する協定を締結
（2020/8/27 (木)）
株式会社バカン（URL）
いま空いているお店・施設が 1 秒でわかる「VACAN Maps」の掲載施設が 500 件を突破！（2020/8/31 (月)）
株式会社バカン（URL）
ホテルモントレグループに株式会社バカンのリアルタイム空き情報配信サービス「VACAN」を提供開始（2020/8/31
(月)）
株式会社ファミワン（URL）
妊活の相談に専門家がリアルタイムで答えるオンラインイベントを 8 月 30 日に開催（2020/8/26 (水)）
株式会社フィッシュパス（URL）
フィッシュパス、資金調達を実施（調達額は非公開）（2020/8/7 (金)）
株式会社 MICIN（URL）
MICIN と慶應義塾大学がオンライン診療を用いた重症度評価に関する研究を開始（2020/8/18 (火)）

株式会社 MICIN（URL）
電話再診・オンライン診療 簡単に開始できるサービス 「curon typeC」提供開始のお知らせ（2020/8/20 (木)）
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株式会社 MICIN（URL）
第二種医療機器製造販売業許可取得のお知らせ（2020/8/21 (金)）
株式会社 MICIN（URL）
薬局専用・オンライン服薬指導サービス「curon お薬サポート」正式版リリースのお知らせ（2020/8/25 (火)）
株式会社ミナカラ（URL）
オンライン薬局「ミナカラ」が 3 億円調達、プライベート医薬品を製薬メーカーと共同開発（2020/8/24 (月)）
ユカイ工学株式会社（URL）
「第 14 回キッズデザイン賞」を受賞！『ユカイな生きものロボットキット』（2020/8/21 (金)）

