期

期間

社名

HP

メディア

URL

資⾦調達

URL

提携

URL

トピックス

URL

第8期⽣
8 2019年6⽉〜10⽉

株式会社クルーズマンズ

https://cruisemans.com

なし
（2020年1⽉）「Marvin
（マーヴィン）・・・⼈⼯知

8

https://staff.aist.go.jp/kota.t能・AIと機械学習の最新事例

AiCAN

akaoka/

を配信するメディア」に、

https://marvin.news/8064

AiCANのシステムが掲載され
ました
8

株式会社MILOQS

https://miloqs.co.jp/

（2020年3⽉）2020年3⽉

https://www.facebook.com

から中国でサービス開始

/miloqs369/

（2020年1⽉）⼩⽥急電鉄株

8

Carstay株式会社

（2020年2⽉）「リサイクル

式会社傘下のUDS株式会社が

通信・・・中古・リユースビ https://www.recycle-

新宿で運営する、複合型コ

https://prtimes.jp/main/ht 2020年1⽉24⽇放送開始予

ジネスに関する総合ニュース tsushin.com/news/detail_4

ワーキングスペース施設

ml/rd/p/000000023.0000

定のテレビ東京、⾞中泊×グ

サイト」に、Carstayのサー

「INBOUND LEAGUE」に

37615.html

ルメドラマ番組『絶メシロー

357.php

ビスが掲載されました

（2019年11⽉）Carstay、

てキャンピングカーのカー

ド』番組プロモーション協⼒

シェアサービスを開始
8

株式会社9lione

8

株式会社ピカブル

なし

https://www.9lione.net/

https://secureweb.cisco.com/17TWlKEPp6ZXMbMrBtH4trlsIFt08vAB752OGcq2roC_9jKMtAnshv71t3b6MTMW1fD
0rYBacAiFThm8Ea5vLzTn
YlATaiv9EaqHQOVWhFa0ia
D3WqYtdSaP5y0_e_s3PeY
（2019年11⽉）rebakeで取 dl8wqi8

合同会社クアッガ

り扱った廃棄パンの総量が

bT2VqNswNBos4SFhbQRdp

18tを超えたことをお知らせ

c9GeEyMOKUlOuSrqVFvusi

いたします

fl07ErbfwB3E4r7fVKpp9rG

https://quagga.life/

5sA8n63Kk_ca9FMbb5N2k
SXkqHW6XPQhb_a2a2Cf5JEr_DsKjJkYkFN12eI
t3mc3gk7aHdADHp1kuPK
8t_bCZywLubS0we0WbAR
G6vayYkR3d2npVFzCU98F
OvezYe9R5fts7A/https%3A
%2F%2Ffromfood.com%2F8597%2F

8

株式会社ジーケア

https://gcareglobal.com/

https://secureweb.cisco.com/1Ej1XwLPIb
ULo38HsLD5ugNaJvtOidsK
ROaHdEwJLQcvJhNp4115b
gsrsoNOnktaxL4UoEvFTIs6
KWYWSREXucK8qzAnWIp
LG7BYTF2f6Izur6KWwUcNpQNfHuo5wgfwjXoIQMxpCWORBNm
7dZpoAS9eztCJhFC4GgzC5
8

（2020年1⽉）⽶国で開催さ

株式会社freecle

れた展⽰会︖に出店した旨

mYW3X7jIBpAzMVr6HRA3
GS2sl_sTS5vEcER8Trdzet

http://freecle.co.jp/

8kpFPfjK1QPJlA9pqHFAScyLbVvKXqjmkq43ZwYE4h7r
f_clFDp4t_5QBAv9hqpvCZ
qjFQuS3HCGhwHjBs79dLai
LXp_xQeqRdPbz_bj2PV5ZE
8Jv_WYgBmuuKC20Cl6PGg/https%3A%2F%
2Fwww.bcnretail.com%2F
market%2Fdetail%2F2020
0114_153846.html

8
期

株式会社LINK
期間

なし

社名

HP

http://link-cocokara.jp
メディア

URL

資⾦調達

URL

提携

URL

トピックス

URL

第7期⽣
（2019年4⽉）鎌倉市とタン

（2019年4⽉）「リビンマガ https://www.lvnmatch.com
7

TUMBLEBUR株式会社

ジンBiz」にインタビュー記

/magazine/article/column/

事

real_estate_tech/8348/

ブルバーが、観光客向けに市
内混雑状況をリアルタイム配
信する実証実験を実施

https://tumblebur.com/20
19/06/14/kamakuracitycongestion-demo/

（2019年7⽉）現地調査⽀援 https://tumblebur.com/20
サービス「Pod pics」事業譲 19/06/27/podpics渡

businesstransfer/

（2019年7⽉）⼈事ポータル
7

株式会社テックオーシャン

HRpro が主催する「第4回

（2019年8⽉）5,000万円の https://techocean.co.jp/ne

https://techocean.co.jp/

資⾦調達

HRテクノロジー⼤賞（経済

ws/140/

産業省後援）」にて、注⽬ス

https://techocean.co.jp/ne
ws/132/

タートアップ賞を受賞

7

グリッジ株式会社

https://prtimes.jp/main/ht

（スマホ）

（2019年9⽉）資⾦調達

https://gridge.com/

ml/rd/p/000000016.0000
34182.html

（2019年12⽉）フランスの
⾳楽配信メディア「Real
Japanese Hip Hop」と事業
提携
（2019年11⽉）株式会社
フェイスが運営する店舗向け
BGMサービス「FaRao PRO
（ファラオ プロ）」と連携

7

ドクターフェロー株式会社

7

株式会社ＶＡＬＵＥＣＡＲＥ http://valuecare.co.jp/

7

株式会社Next Branders

https://nextbranders.com/

7

株式会社justInCase

https://justincase.jp/

https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000018.0000
34182.html

https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000017.0000
34182.html

https://doctor-fellow.com

（2020年3⽉）⽇経ヴェリタ
スの2020年3⽉1⽇号にて、
⼤企業に出資いただいたス
タートアップとして取り上げ

https://justincase.jp/news/ （2019年12⽉）第三者割当
20200301_nikkeiveritas/

られました
（2020年2⽉）⽇経新聞電⼦
※↓ロゴ変更

版（⽇経産業新聞）の2020

https://justincase.jp/news/

年2⽉19⽇号にて、わりかん

20200219_nikkei/

保険について紹介されました
（2020年1⽉）2020年1⽉
https://justincase.jp/news/
20200128_newlogo/

22⽇（⽔）放送のFoxニュー
スにて、「⽇本の注⽬フィン
テックスタートアップ」とし
て取り上げられました

https://justincase.jp/news/
20200122_foxnews/

https://justincase.jp/news/

増資により10億円の資⾦調達 20191209seriesafunding/

（2019年11⽉）ライフネッ

https://justincase.jp/news/

ト⽣命保険と業務提携契約を 20191112lifenetpartnershi
締結

p/

（2020年3⽉）わりかん保険
が⼀般社団法⼈⽇本少額短期
保険協会が主催する「第６回
少額短期保険⼤賞」を受賞

https://justincase.jp/news/
20200302_shougakutankit
aisyo/

（2020年2⽉）週刊⾦融財政
事情の2020年2⽉17⽇号に
て、連載コラム「保険の⽬の
つけどころ」でわりかん保険

https://justincase.jp/news/
20200217_financialaffairs/

が紹介されまし
（2020年2⽉）FRIDAY（フ
ライデー）の2020年2/14発

https://justincase.jp/news/

売号にて、わりかん保険が取 20200214_friday/
り上げられました
（2020年1⽉）保険毎⽇新聞
の2020年1⽉31⽇号の巻頭
にて、わりかん保険について
取り上げられました
（2020年1⽉）2020年1⽉
30⽇（⽊）放送の⽇本テレビ
「スッキリ」にて、わりかん
保険が取り上げられました

https://justincase.jp/news/
20200131_hokenmainichi
/

https://justincase.jp/news/
20200130_sukkiri_nippont
v/

（2020年1⽉）2020年1⽉
29⽇（⽔）放送のTBSテレビ https://justincase.jp/news/
「はやドキ︕」にて、わりか 20200129_tbshayadoki/
ん保険が取り上げられました
（2020年1⽉）2020年1⽉
29⽇（⽔）放送のTBSテレビ https://justincase.jp/news/
「あさチャン!」にて、わりか 20200129_tbsasachan/
ん保険が取り上げられました
（2020年1⽉）毎⽇新聞の
2020年1⽉29⽇号に、わり

https://justincase.jp/news/

かん保険について紹介されま 20200129_mainichi/
した
（2020年1⽉）読売新聞の
2020年1⽉29⽇号にて、わ

https://justincase.jp/news/

りかん保険が取り上げられま 20200129_yomiuri/
した
（2020年1⽉）朝⽇新聞の
2020年1⽉29⽇号にて、わ

https://justincase.jp/news/

りかん保険が取り上げられま 20200129_asahinews/
した
（2020年1⽉）⽇本経済新聞
の2020年1⽉29⽇号に、わ

https://justincase.jp/news/

りかん保険について掲載され 20200129_nikkei/
ました
（2020年1⽉）2020年1⽉
28⽇（⽕）放送のフジテレビ https://justincase.jp/news/
「Live News」にて、わりか 20200128_fujinews/
ん保険が取り上げられました
（2020年1⽉）2020年１⽉
28⽇（⽕）放送のTBSテレビ https://justincase.jp/news/
「Nスタ」にて、わりかん保

20200128_tbsnews/

険が取り上げられました
（2020年1⽉）週刊⾦融財政
事情の2020年1⽉20⽇号に
当社の国内初となるP2P保険
（「わりかん保険」）が取り

https://justincase.jp/news/
20200120_financialaffairs/

上げられました
（2020年1⽉）⽇本経済新聞
の2020年1⽉12⽇号に、近
⽇中に発売を予定している
P2P保険（「わりかん保

https://justincase.jp/news/
20200112_nikkei/

険」）が取り上げられまし
（2020年1⽉）東洋経済オン https://justincase.jp/news/
ラインに掲載されました
（2019年11⽉）スマホ保険
が、「わたしの節約」の「暮
らしのアイデア」というコー
ナーで紹介されました
（2019年11⽉）保険毎⽇新
聞に掲載されました
（2019年11⽉）保険研究所
の「損保版インシュアラン
ス」の2019年11⽉7⽇号に
取り上げられました

20200110_toyokeizai/
https://justincase.jp/news/
watashinosetsuyaku_2019
1126/
https://justincase.jp/news/
hokenmainichi_lifenetpartn
ership_20191118/
https://justincase.jp/news/
hokenkenkyujo_2019110
7/

（2019年11⽉）「わりかん
保険」が⽇経トレンディの

https://justincase.jp/news/

「2020 ヒット予測100」特

nikkeitrendy_20191102/

集に紹介されました
（2019年11⽉）⽇経ヴェリ
タスの2019年11⽉3⽇号に

https://justincase.jp/news/

justInCaseの「1⽇レジャー

nikkeiveritas_20191103/

保険」が紹介されました
7

株式会社JobRainbow

http://jobrainbow.net/

7

株式会社CUVEYES

http://www.cuveyes.com

期

期間

社名

HP

メディア

URL

資⾦調達

URL

提携

URL

トピックス

URL

第6期⽣
（2019年5⽉）京都銀⾏主催
6 2018年6〜10⽉

株式会社OsidOri

「京都デジタルソリューショ

https://www.osidori.co/

ンチャレンジ」の「最優秀
賞」を受賞
（2020年3⽉）創業⼿帳の起

6

ドクターメイト株式会社

https://doctormate.co.jp/

業家インタビューに代表⻘柳 https://doctormate.co.jp/n
のインタビュー記事が掲載さ ews/sogyotecho-interview
れました
（2020年1⽉）「⾼齢者住宅 https://doctormate.co.jp/n
新聞」にドクターメイトの記 ews/koureisha-jutaku事が掲載されました

20200115

（2020年1⽉）「CHIBAビ
ジコン2019」で「ちば起業
家⼤賞」を受賞しました

カイテク株式会社

https://caitech.co.jp/

p/news/data/20190529_1
906.pdf
https://doctormate.co.jp/n
ews/%e3%81%a1%e3%8
1%b0%e8%b5%b7%e6%a
5%ad%e5%ae%b6%e5%a

（2020年1⽉）千葉市の⽼
健、総和苑でドクターメイト https://doctormate.co.jp/n
医療相談の試験導⼊を開始し ews/sowaen-shikendonyu
ました
（2020年1⽉）経済産業省主

6

https://www.kyotobank.co.j

催「ジャパンヘルスケアコン
テスト」アイデア部⾨におい
てグランプリを獲得

https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000011.0000
43426.html

（2019年11⽉）「荒川区ビ
ジネスプランコンテスト

https://caitech.co.jp/news/

2019」 のファイナリストと

arakawa-bpc-2019-fiinal/

して登壇しました
（2020年3⽉）⽇経新聞 朝
6

株式会社HERBIO

https://herbio.co.jp/

刊 企業１「フェムテック脚
光」にて、弊社代表⽥中のコ
メントをご掲載頂きました

https://www.nikkei.com/art

（2019年11⽉）神⼾市との

icle/DGKKZO56867920W0

連携が決まりました

A310C2TJ1000/

https://www.nikkei.com/art
icle/DGXMZO53426580W
9A211C1LKA000/

https://project.nikkeibp.co.j
（2020年3⽉）⽇経BP×

p/mirakoto/atcl/wellness/h

Panasonic「未来コトハジメ

_vol43/?P=1&fbclid=IwAR

〜社会課題解決アイデアバン 1OZKKt9gihN5ク〜」にご掲載いただきまし 6t_5OlDYhcFTGJHQHX1j5
た

egqrf49ekS5p57Gl3DvPSw

（2020年2⽉）⽇経産業新
聞、医療・ヘルスケア⾯にて
「Picot」をご紹介頂きました
6

株式会社ライフサカス

https://www.facebook.com
/herbio.japan/

http://lifecircus.jp/
（2020年1⽉）読売新聞社が
運営する医療・健康・介護の

（2020年1⽉）経済産業省主

情報サイト「yomiDr.（ヨミ
ドクター）」に、「ジャパ
6

CI Inc.

https://www.ci-inc.co.jp/

ン・ヘルスケビジネスコンテ
スト2020」のビジネス部⾨
グランプリ企業として弊社が

催の「ジャパン・ヘルスケア
https://ci-

ビジネスコンテスト2020」

inc.co.jp/news/yomidr202

で「あずかるこちゃん」がグ

00127

ランプリ（ビジネス部⾨）と

https://ciinc.co.jp/news/JHeC2020

５周年記念特別賞を受賞しま

取り上げられ、記事中で「あ

した

ずかるこちゃん」が詳しく紹
介されました
（2020年1⽉）あいテクテク
株式会社が運営する、“愛”に
寄り添うテクノロジーという
テーマで情報を整理・発信す
るWEBメディア「Love Tech
6

コネクテッド・インダスト

Media」に、「ジャパン・ヘ

リーズ株式会社

ルスケビジネスコンテスト
2020」のビジネス部⾨ グラ

（2018年11⽉）「あずかる
こちゃん」が第７回健康寿命

https://ci-

をのばそう︕アワード（⺟⼦

inc.co.jp/lovetechmedia20

保健分野）において「厚⽣労

200125

働省⼦ども家庭局⻑賞 企業部

ンプリ企業として弊社を取り

https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000005.0000
33823.html

⾨ 優良賞」を受賞︕

上げていただき、記事の中で
「あずかるこちゃん」につい
て紹介していただきました。
（2020年1⽉）⽇経BPが運
営する、「健康であること」
を超えた新たな価値の創造を
⽬指すウェブメディア
「Beyond Health」に、
「ジャパン・ヘルスケビジネ
スコンテスト2020」のビジ
ネス部⾨ グランプリ企業とし

https://ci-

https://prtimes.jp/main/ht

inc.co.jp/news/beyondhealt

ml/rd/p/000000003.0000

h20200124

33823.html

て弊社が取り上げられ、記事
の中で「あずかるこちゃん」
について紹介していただきま
した。
（2020年1⽉）「⽇経
xTECH」に、「ジャパン・ヘ
ルスケビジネスコンテスト
2020」のビジネス部⾨ グラ
ンプリ企業として弊社が取り
上げられ、記事中で「あずか

https://ciinc.co.jp/news/nikkei2020
0123

るこちゃん」について紹介し
ていただきました。
（2019年︖⽉）「CEATEC
AWARD 2019」の「Co-

https://www.ceatec.com/ja

Creation PARK賞」を受賞し /outline/outline04_05.html
ました
（2019年11⽉）
「Ledge.ai」にて、パナソ
6

株式会社STANDARD

https://standard2017.com/ ニック社とのスマートタウン
改善アイデアソンの取り組み

（2019年11⽉）ARISE
https://standard2017.com/

analyticsと協同で「データサ

news/232/

イエンティスト育成オンライ

ml/rd/p/000000018.0000
27996.html

ンプログラム」を開発

が掲載されました
ロゴ変更︖

https://prtimes.jp/main/ht

↑新サイト
https://www.ai-standard.jp/
↑旧サイト
（2019年11⽉）Delight
Ventures、事業会社1社、複
数のエンジェル投資家から追

6

株式会社アメグミ

加で5.3千万円の出資を受

https://prtimes.jp/main/ht

け、前回の4.1千万円と合わ

ml/rd/p/000000014.0000

せてシードステージを9.4千

33101.html

万円でファイナルクローズし
たことをお知らせいたしま
す。
6
6
期

期間

合同会社ビーサバイ

https://fitness-sharez.com/

株式会社ユノ

https://yourplate.jp/

社名

HP

メディア

URL

資⾦調達

URL

提携

URL

トピックス

URL

第5期⽣
（2019年5⽉）東京⼤学医学
（2019年11⽉）「創業⼿
5 2017年11〜3⽉

株式会社ファミワン

https://famione.com/

帳」に代表者インタビューが
掲載されました

部附属病院との「⽣活習慣が
https://sogyotecho.jp/famio （2020年︖⽉）1.5億円の資

体外受精（IVF）の成功率に

ne-interview/

与える影響の解明」を⽬的と

⾦調達

した共同研究を開始いたしま
した

（2019年11⽉）⼩⽥急電鉄
https://prtimes.jp/main/ht の従業員に対する福利厚⽣制 https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000011.0000

度として妊活コンシェルジュ ml/rd/p/000000018.0000

14333.html

「ファミワン」の継続利⽤開 14333.html
始
https://famione.co.jp/2019
/11/08/%E3%82%BD%E
3%83%8B%E3%83%BC%
E3%82%B0%E3%83%AB
%E3%83%BC%E3%83%9
（2019年11⽉）ソニーグ

7%E3%81%AE%E5%BE%

ループの従業員向けに「ファ 93%E6%A5%AD%E5%93
ミワン」をトライアル提供し %A1%E5%90%91%E3%8
ました

1%91%E3%81%AB%E5%
A6%8A%E6%B4%BB%E3
%82%BB%E3%83%9F%E
3%83%8A%E3%83%BC%
E3%81%AE%E9%96%8B
/

（2019年7⽉）株式会社ミク
シィの従業員に対する福利厚 https://prtimes.jp/main/ht
⽣として、妊活コンシェル

ml/rd/p/000000017.0000

ジュ「ファミワン」を特別提 14333.html
供開始
（2019年7⽉）伊藤忠商事労
働組合の組合員向けに、妊活
コンシェルジュ「ファミワ
ン」を提供

https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000016.0000
14333.html

（2018年1⽉）フジテレビド
ラマ「隣の家族は⻘く⾒え
る」の医療監修
（2019年10⽉）⽯川県産業
（2019年12⽉）株式会社杏
5

アンター株式会社

林舎（学術専⾨の電⼦書籍

https://antaa.jp/

サービス「KaLib」を運営）
と業務協⼒を開始いたします

https://antaa.jp/news/s3fb
6x56jgzb8rbnwbneb67ade
5wwb

創出⽀援機構が⾏っている⽯
川県での事業化を⽬的とした https://antaa.jp/news/201
「スタートアップビジネスコ 9-3
ンテストいしかわ2019」で
最優秀賞を受賞いたしました

（2019年8⽉）藤⽥医科⼤学
総合診療プログラム(愛知)と
のコラボレーションが決定い
たしました

https://antaa.jp/news/cjg6
7an9gdw5hzfy3pkc5pndak
pyl8

（2019年1⽉）飯塚病院（福 https://antaa.jp/news/decy
岡）とのコラボレーションが z4568y8z4zxyalkwcbae9s
決定いたしました

2f7z

（2019年4⽉）島根県隠岐郡 https://antaa.jp/news/dy5x
海⼠町と弊社が協定を締結し 5465e4bndn8zlrj7gzgenh
ました

m7dy

（2019年12⽉）「⽇経×
5

ストックマーク株式会社

https://www.stockmark.xyz
/

Tech」の「ついに読解⼒も
⼈超え「BERT⾰命」の衝
撃」の記事内で、ストック

https://stockmark.co.jp/20 （2020年2⽉）WiL Fund

https://stockmark.co.jp/20

19/12/11/3095/

20/02/25/3453/

Ⅱ, L.P.から資⾦調達

マークが紹介されました
（2019年7⽉）ASCIIに掲載 https://stockmark.co.jp/20
されました

19/07/19/1881/

（2019年4⽉）みずほ銀⾏の
⽀援を受けて⽇本政策⾦融⾦
庫から3億円の資⾦調達

（2018年12⽉）Asalesにつ
いて各メディアに掲載されま
した（AINOW、THE
BRIDGE、⽇刊⼯業新聞、産

https://stockmark.co.jp/20
18/12/19/510/

経新聞）
（2017年10⽉）みずほ銀⾏
様主催「Mizuho Innovation
Award」を受賞

https://stockmark.co.jp/20
17/10/31/1/

（2019年12⽉）⽔道産業新

（2019年7⽉）神⼾市⽔道局

聞に神⼾市⽔道局との
5

株式会社フォトラクション

http://concores.co.jp/

「Photoructionを利⽤した⽔ https://www.photoruction.c
道管⼯事施⼯管理システム」 om/archives/2327
の共同研究について掲載され

（2019年4⽉）第三者割当に
より約1億円の資⾦調達を実
施

https://venturetimes.jp/ve
nture-news/42993.html

ました
（2020年1⽉）朝⽇新聞
5

株式会社おてつたび

https://otetsutabi.com/

Webメディア「telling,」様に
ご取材いただきました
（2019年11⽉）BS朝⽇
Fresh Facesにておてつたび
が放送されました

https://otetsutabi.com/new （2019年10⽉）数千万円の
s/12

資⾦調達を実施

https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000013.0000
36175.html

https://www.city.kobe.lg.jp/
（2020年1⽉）「ベストベン
a57337/shise/press/press_
https://www.photoruction.c
チャー100」に選出されまし
back/2019/press_201907/
om/archives/2447
た⽔道管⼯事施⼯管理システ
た
20190701661001.html
ム」の共同研究を始めました
および株式会社栗本鐵⼯所他

との「Photoructionを利⽤し

（2018年11⽉）⽇経ソー
（2019年）JAと連携したプ

https://otetsutabi.com/feat シャルビジネスコンテストの

ロジェクトが始まりました

ures/ja

きました

https://otetsutabi.com/new

https://www.zennoh-

s/4

weekly.jp/wp/article/7316

（2019年10⽉）かがり⽕様

https://otetsutabi.com/new

にご取材いただきました

s/9
（2019年12⽉）「浜松市実

5

株式会社ムジカル

ファイナリストに選出いただ

https://www.livedeli.com/

https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000005.0000
36175.html

https://prtimes.jp/main/ht

証実験サポート事業」に採択 ml/rd/p/000000009.0000
されました

49248.html

（2019年1⽉）福利厚⽣⼤⼿ https://prtimes.jp/main/ht
ベネフィット・ワンと業務提 ml/rd/p/000000014.0000
携
（2017年6⽉）スペースマー
ケットと連携いたします
5

株式会社Ofuse

5
期

株式会社IMPAKT
期間

社名

https://ofuse.me/
（2018年5⽉）⻄武信⽤⾦庫

https://impakt.jp

と業務提携を開始

HP

メディア

URL

資⾦調達

URL

提携

23016.html
https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000008.0000
23016.html
https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000002.0000
27617.html
URL

トピックス

URL

第4期⽣
（2017年12⽉）⽇本政策投

（2018年10⽉）静岡キャピ
4 2017年6〜10⽉

ナノティス株式会社

タル、浜松ホトニクス、個⼈ http://nanotis.net/2018/1

http://nanotis.net/#

投資家から

0/15/press_release/

総額4500万円の資⾦調達
（2020年1⽉）⽇経新聞の朝
4

株式会社O:

http://o-inc.jp/

刊にて当社サービスが取り上
げられました
（2019年11⽉）NHKの睡眠
ビジネス特集にてO:SLEEPと
代表の⾕本が取材されました

（2019年1⽉）約2.2億円の

inc.jp/business/878

資⾦調達を実施

inc.jp/business/837

https://o-

https://o-inc.jp/info/651

（2018年8⽉）キリンＨＤ様
より資⾦調達を実施いたしま https://o-inc.jp/info/537
した

https://oinc.jp/business/792

https://o-inc.jp/info/742

能が紹介されました
（2018年11⽉）英 フィナン
シャル・タイムズで、O:が掲 https://o-inc.jp/info/603
載されました
（2018年7⽉）週刊ダイヤモ
20選」にO:(オー)が選出さ
れました

（2018年11⽉）NEDOから
の助成⾦⽀援が決定しました

https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000008.0000
24852.html

（2017年11⽉）約1億
1,000万円の資⾦調達を実施

https://o-inc.jp/info/282

産性向上IT導⼊⽀援事業(通

https://prtimes.jp/main/ht

称︓IT導⼊補助⾦)」におい

ml/rd/p/000000005.0000

て「IT導⼊⽀援事業者」に認 24852.html

ルベンチャーズの「TECH

https://o-

SIRIUS2018」でグランプリ inc.jp/business/451
を受賞しました

（2019年5⽉）⽇本経済新聞

ンドの「⽇⽶スタートアップ

https://o-

O:SLEEPが準グランプリを受 inc.jp/business/827

（2018年2⽉）テックアクセ

を特集いただきました

「O:SLEEP」の休退職予測機

xTECH EXPO AWARDで

定されました

「BizStream」にてO:SLEEP https://o-inc.jp/info/788

と⽇経産業新聞本誌で

2/04/dbj/

（2018年6⽉）サービス等⽣

（2019年5⽉）NHK World

載されました

http://nanotis.net/2017/1

賞しました
https://o-

され

にO:SLEEPに関する記事が掲

にてDBJ⼥性起業優秀賞を受
（2019年10⽉）⽇経

https://o-

「O:SLEEP」特集記事が掲載 inc.jp/business/819

（2019年5⽉）⽇経産業新聞

スプランコンペティション」
賞しました

（2019年9⽉）「安全と健康
(2019年9⽉)」で

資銀⾏の「DBJ⼥性新ビジネ

https://o-inc.jp/info/456

https://o-inc.jp/award/293

（2017年12⽉）⽇経デジタ
ルヘルス年鑑2018に弊社が

https://o-inc.jp/info/278

掲載されました
（2020年2⽉）クラウドファ
4

エーテンラボ株式会社

ンディング国内最⼤規模

https://a10lab.com/

（5,920万円）の資⾦調達を
達成

https://prtimes.jp/main/ht （2019年12⽉）アクサ⽣命

のパッケージサービスに「み ml/rd/p/000000033.0000

する「健康経営優良法⼈」に ml/rd/p/000000036.0000

24217.html

んチャレ」の機能を提供

24217.html

認定 されました

（2019年10⽉）マクセル株

https://prtimes.jp/main/ht （2019年12⽉）Google

https://prtimes.jp/main/ht

Play ベスト オブ 2019 アプ

ml/rd/p/000000032.0000

ア」とコラボ

リ ⾃⼰改善部⾨を受賞︕

24217.html

「MEISOON」が連携
（2018年10⽉）MSD株式会
と業務提携
（2018年9⽉）NTTドコモ
の「dヘルスケア」と提携
（2018年5⽉）「楽天リワー
ド」と連携

24217.html

https://prtimes.jp/main/ht （2017年12⽉）Google

https://prtimes.jp/main/ht

ml/rd/p/000000028.0000

Play 「ベストオブ 2017」に ml/rd/p/000000017.0000

24217.html

⼊賞

24217.html

https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000023.0000
24217.html
https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000022.0000
24217.html
https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000021.0000
24217.html

ゴハンスタンダード株式会社 http://gohanstandard.com/
（2019年12⽉）⽇刊⼯業新
聞等の業界紙2紙で、⽵中⼯

4

24217.html

式会社のEMS運動器「もてケ ml/rd/p/000000031.0000

（2019年6⽉）瞑想アプリ

4

https://prtimes.jp/main/ht （2020年3⽉）経産省が推進 https://prtimes.jp/main/ht

ml/rd/p/000000035.0000

株式会社ジャパンヘルスケア http://jp-hc.com/

https://jp-

務店様との「歩き⽅が綺麗に hc.com/news/nikkankogyo
なる職場づくり」共同研究が 20191224/
紹介されました

（2019年12⽉）株式会社グ
ローカリンク他個⼈投資家よ
り1,400万円の資⾦調達を実
施

（2019年12⽉）「X-Tech
https://jp-

（2019年12⽉）⽵中⼯務店

https://jp-

Innovation 2019」で、協賛 https://jp-

hc.com/news/investment2 様と「歩き⽅が綺麗になる職 hc.com/news/office20191

企業賞2件（⽇本アイ・

0191227/

ビー・エムと⼤⽇本印刷）を ech/

場づくり」共同研究を実施

209/

hc.com/news/20191205xt

受賞

（2019年12⽉）建設通信新
聞、⽇刊建設産業新聞、⽇刊
建設⼯業新聞で、⽵中⼯務店
様との「歩き⽅が綺麗になる
職場づくり」共同研究が掲載

https://jp-

（2019年9⽉）300万円を超 https://jp-

hc.com/news/takenakako

える⽀援でクラウドファン

hc.com/news/crowdfundin

mu20191210/

ディング達成

g20190920/

（2019年10⽉）さいたま市
のパーソナルデータ利活⽤実
証事業において企画運営企業
として参画致します

https://jphc.com/news/smartcity20
191004/

されました
（2019年11⽉）MM総研発

https://jp-

⾏の「M&D Report」に掲載 hc.com/news/mdreport20
されました

191125/

（2019年11⽉）⽇経産業新
聞で紹介されました

https://jphc.com/news/nikkei20191
108/

（2019年10⽉）毎⽇放送
「サタデープラス」出演

（2019年9⽉）合同会社
DMM.com他個⼈投資家より
総額約1,100万円の資⾦調達
を実施
（2019年6⽉）経済産業省
ディープテック系（AI/IOT
系）スタートアップに認定、
助成⾦採択

https://jphc.com/news/investment2
0190913/
https://jphc.com/news/startupfactor
y1906/

（2019年9⽉）「バイオテッ
クグランプリ」でサントリー
賞と⽇本ユニシス賞をダブル
受賞
（2019年8⽉）千葉県市川市
「健康なまちづくりのための
社会実装実験」に優秀者とし
て採択

https://jphc.com/news/bioteck2019
0921/
https://jphc.com/news/machizukuri
-0824/

https://jphc.com/news/saturdayplus-walking/

（2019年9⽉）朝⽇新聞で、 https://jp市川市実証実験への参画につ hc.com/news/asahi20190
いて掲載されました

925/

（2019年9⽉）⽇経新聞にさ https://jpいたま市の実証実験に参画す hc.com/news/nikkei20190
ることが掲載せされました

924/

（2019年9⽉）⽇経ものづく https://jpり9⽉号に掲載

hc.com/news/nikkei-0904/

（2019年9⽉）東京新聞に市 https://jp川市での社会実証実験につい hc.com/news/newsて掲載

20190903/

（2019年8⽉）新しいものづ https://jpくりがわかるメディア

hc.com/news/fabcross190

「fabcross」に掲載

8/

（2019年7⽉）⽇刊⼯業新聞 https://jpにHOCOインソール事業が掲 hc.com/news/nikkankogyo
載

1907/

（2018年10⽉）毎⽇新聞に
掲載されました

https://jphc.com/news/mainichi181
0/
（2018年2⽉）クラウドファ

4

株式会社イースマイリー

http://www.esmiley.co.jp/

ンディングで430万円の⽀援

https://esmiley.jp/company

を受け達成
（2019年4⽉）『⽇経新聞電
4

株式会社シェアダイン

https://sharedine.me/

⼦版』2019年4⽉22⽇「働

https://sharedine.me/comp

くママ3.0」特集（1）「⾷

any

卓、このままでいいのか」
（2019年4⽉）『プレジデン
トウーマン』2019年4⽉22
⽇「⾷事作りの悩みが思わぬ
ビジネスに

時短育児で⾒え

https://sharedine.me/comp
any

てきた『起業の⼿がかり』」
（2019年4⽉）『VERY』
2019年4⽉号「⼥性が働く時
代でも、⽇々の⾷卓を豊かに https://sharedine.me/comp
し⼦供達に家庭料理を伝えて any
いく

そして『⼀世代先の⾷

卓』を共に創る︕」
（2019年4⽉）『厚⽣労働』
2019年4⽉号【特集】⼈⽣と
仕事への活かし⽅「考え⽅も
働き⽅も変わった︕

私に

https://sharedine.me/comp
any

とってプラスの経験でした」
（2019年4⽉）『プレジデン
トウーマン』2019年4⽉21
⽇「⼤不況の就活、転職から
学んだもの

外資⾦融でリス

https://sharedine.me/comp
any

トラ2回、どう糧にしたか」
（2019年3⽉）
『TechCrunch Japan』
2019年3⽉19⽇「⽉額1万

https://sharedine.me/comp

2000円からの出張料理サブ

any

スク、最⼤4⼈の料理家が
『つくおき』してくれる」
（2019年3⽉）『東京新聞』
2019年3⽉12⽇「育休明け

https://sharedine.me/comp

の家事・育児

any

無理しない

で、プロにヘルプ︕」
（2019年1⽉）『産経新聞』
2019年1⽉1⽇「プロ料理家

https://sharedine.me/comp

が出張調理

any

育」

家庭でお⿂⾷

（2018年）東洋経済「すご
いベンチャー100（2018年
版）」に選出

https://sharedine.me/comp
any

（2018年7⽉）『週刊東洋経
済』2018年7⽉14⽇号【特
集】「ビジネスヒントはここ https://sharedine.me/comp
にある︕ すごいベンチャー

any

100⾝近な問題を“シェア”し
て解決」
（ 2018年6⽉）『⽇経産業
新聞/⽇経新聞電⼦版』
2018年6⽉8⽇「料理⼈が出
張、作り置き悩むママの⾷卓

https://sharedine.me/comp
any

を救う」
（2018年6⽉）『⽇経ビジ
ネスオンライン』2018年6⽉
21⽇【特集】消費の担い⼿

https://sharedine.me/comp

「パワー共働き」をつかまえ any
ろ「夫婦共フルタイムワー
カー」増加中
4

株式会社ビビッドガーデン

（2019年10⽉）2億円の資

http://vivid-garden.co.jp/

⾦調達を実施

https://prtimes.jp/main/ht （2019年12⽉）オンライン

https://prtimes.jp/main/ht

ml/rd/p/000000017.0000

マルシェ「⾷べチョク」が⼩ ml/rd/p/000000028.0000

25043.html

⽥急電鉄と連携

（2018年2⽉）元エウレカ⾚

25043.html

（2019年11⽉）オンライン

坂⽒・CAMPFIRE家⼊⽒・ア https://prtimes.jp/main/ht マルシェ『⾷べチョク』が

https://prtimes.jp/main/ht

ドイノベーション⽯森⽒・ア ml/rd/p/000000006.0000

ml/rd/p/000000026.0000

カツキ塩⽥⽒らより4,000万

25043.html

KDDIグループが対応する多

摩地域における観光地域づく 25043.html

円を資⾦調達

り⽀援業務と連携。
（2019年11⽉）オンライン
マルシェ「⾷べチョク」が
「OYO PASSPORT」サービ
スと提携

https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000022.0000
25043.html

（2019年10⽉）オンライン
マルシェ『⾷べチョク』が株 https://prtimes.jp/main/ht
式会社タイミーの第⼆の故郷 ml/rd/p/000000019.0000
をみつけるアプリ『タイミー 25043.html
トラベル』と業務連携
（2019年9⽉）⽶卸で最⼤⼿
の神明ホールディングスとオ https://prtimes.jp/main/ht
ンラインマルシェ「⾷べチョ ml/rd/p/000000015.0000
ク」を運営するビビッドガー 25043.html
デンが資本業務提携
（2019年3⽉）農家が畑から
ライブ販売︕農作物のマー
ケットプレイス『⾷べチョ

https://prtimes.jp/main/ht

ク』と株式会社エブリーのラ ml/rd/p/000000012.0000
イブコマースアプリ

25043.html

『CHECK』がコラボレー
ション
（2018年7⽉）「⾷べチョ

https://prtimes.jp/main/ht

ク」が⼤丸松坂屋と期間限定 ml/rd/p/000000009.0000
コラボ

25043.html

（2019年6⽉）ベンチャー企
業経営者のためのニュースサ https://venturetimes.jp/ve （2019年6⽉）無料で店内に
株式会社SPRING OF

4

FASHION

https://sof.co.jp/

イトである

nture-

ある服を試着して外出できる

「VentureTimes」にシード

news/financing/44694.ht

サービス『KITEKU』がシー

ラウンドの資⾦調達を実施し ml

ドラウンドの資⾦調達を実施

https://prtimes.jp/main/ht （2018年1⽉）株式会社TFL

https://prtimes.jp/main/ht

ml/rd/p/000000018.0000

の「Tokyo Fashion

ml/rd/p/000000011.0000

23801.html

technology Lab」と業務提携 23801.html

た旨が掲載されました
（2018年11⽉）ファッショ
ン業界誌「WWD」に店内の
服を着⽤したまま外出できる https://www.wwdjapan.co
新サービス「キテク

m/articles/744077

（KITEKU）」を発表した旨
が掲載されました
（2018年11⽉）ファッショ
ン情報のWEBサイト
「Fashionsnap.som」に店内 https://www.fashionsnap.c
の服を着⽤したまま外出でき om/article/2018-11る新サービス「キテク

21/new-service-kiteku/

（KITEKU）」を発表した旨
が掲載されました
（2018年1⽉）ファッション
情報のWEBサイト

https://www.fashionsnap.c

「Fashionsnap.som」にITの om/article/2018-01専⾨スクール「TFL」と業務

30/springoffashion-tfl/

提携した旨が掲載されました
期

期間

社名

HP

メディア

URL

資⾦調達

URL

提携

URL

トピックス

第3期⽣
（2020年2⽉）⽉刊「不動産
3

2016年11〜2017年
3⽉

株式会社ライナフ

http://linough.com/

フォーラム21」で代表取締役 https://linough.com/news2
滝沢の対談記事が掲載されま 00205/
した
（2020年1⽉）⽇本経済新聞
でスマートロック

https://linough.com/news2

「NinjaLockM」について紹

0200106/

介されました

（2019年8⽉）東急不動産

https://prtimes.jp/main/ht （2019年8⽉）「スマート物 https://prtimes.jp/main/ht （2019年8⽉）週刊東洋経済

ホールディングスから資⾦調 ml/rd/p/000000034.0000

確」がアットホームの「賃貸 ml/rd/p/000000035.0000

の特集「すごいベンチャー

達を実施

管理システム」と連携

100」に当社が選ばれました

15549.html

15549.html

（2019年8⽉）置き配バッグ https://prtimes.jp/main/ht
「OKIPPA」を提供するYper ml/rd/p/000000033.0000
株式会社と連携

15549.html

（2018年12⽉）ライナフと
（2019年12⽉）CNETで執
⾏役員 杉村のインタビューが
掲載されました

https://linough.com/news2
0191220/

⽣活協同組合パルシステム東 https://prtimes.jp/main/ht
京が提携（オートロックマン ml/rd/p/000000030.0000
ション不在宅でも⽞関先まで 15549.html
⾷材配達を実現 ）

（2019年11⽉）不動産テッ
ク専⾨メディア「スマーブ」
で、代表取締役 滝沢が登壇し
たイベントレポートが公開さ

https://linough.com/news2
0191129/

（2018年11⽉）「スマート

https://prtimes.jp/main/ht

内覧」が「igloohome smart ml/rd/p/000000029.0000
keybox2」と連携

15549.html

れました
（2018年1⽉）宅配や家事代
⾏サービスを提供する５事業
会社（⽣活協同組合パルシス
（2019年11⽉）⽇経アーキ

テム東京、株式会社ホワイト

テクチュアにスマートロック https://linough.com/news2

プラス、honestbee株式会

「NinjaLockM」について紹

社、株式会社タスカジ、株式

0191128/

介されました

会社ベアーズ）と提携し、⾃
宅不在時でも「サービスが
⼊ってくる家」プロジェクト
が開始

（2019年11⽉）IoTNEWS
で内覧から⼊居申し込みまで https://linough.com/news2
完全⾮対⾯でおこなう取り組 0191114/
みについて紹介されました
（2019年10⽉）⽇本経済新
聞で再配達の取り組みについ
て紹介されました

https://linough.com/news2
0191007/

これより古い情報はまだ

https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000027.0000
15549.html

URL

（2019年8⽉）
TechCrunch Japanで資⾦調
達に関する代表取締役 滝沢の
インタビューが掲載されまし
た
（2019年6⽉）NewsPicksで
代表取締役の滝沢のインタ
ビューが掲載されました

https://linough.com/news2
0190830/

https://linough.com/20190601/
https://linough.com/wbs%

（2019年4⽉）テレビ東京の
ワールドビジネスサテライト
で「NinjaLockM」が紹介さ
れました

e3%81%a7ninjalockm%e3
%81%8c%e7%b4%b9%e
4%bb%8b%e3%81%95%
e3%82%8c%e3%81%be
%e3%81%97%e3%81%9
f/

（2019年4⽉）⽇本経済新聞
で「NinjaLockM」が紹介さ
れました
（2019年4⽉）CNETで
「NinjaLockM」が紹介され
ました

https://linough.com/news2
0190404/

https://linough.com/news2
0190402/
https://linough.com/ey-

https://linough.com/hotelie

（2019年2⽉）Hotelier（ホ
テリエ︓ホテル・旅館・イン
バウンド不動産メディア）に
て弊社商品NinjaLockが紹介
されました

r%ef%bc%88%e3%83%9

（2017年2⽉）新⽇本有限責

b%e3%83%86%e3%83%

任監査法⼈／EY新⽇本クリ

aa%e3%82%a8%ef%bc%

エーション株式会社が主催す

89%e3%81%ab%e3%81

るEY Innovative Startup

%a6%e5%bc%8a%e7%a4

2017にて、今後著しい成⻑

%be%e5%95%86%e5%9

が⾒込める「ホットトレンド

3%81ninjalock%e3%81%

分野」においてイノベーショ

8c%e7%b4%b9%e4%bb%

ンを起こそうとするスタート

8b%e3%81%95%e3%82

アップ企業として弊社が表彰

%8c%e3%81%be%e3%8

されました

1%97%e3%81%9f/
aa%ad%e5%a3%b2%e3%
82%aa%e3%83%b3%e3
%83%a9%e3%82%a4%e
3%83%b3%e3%81%ae%
e3%82%b3%e3%83%a9

インのコラムにて弊社の新規 %e3%83%a0%e3%81%a
事業が紹介されました

b%e3%81%a6%e5%bc%8
a%e7%a4%be%e3%81%a
e%e6%96%b0%e8%a6%
8f%e4%ba%8b%e6%a5%
ad%e3%81%8c%e7%b4%
b9/
https://linough.com/techcr
unchjapan%e3%81%ab%e3%8
0%8c%e3%82%b9%e3%

（2017年9⽉）

83%9e%e3%83%bc%e3

TechCrunch Japanに「ス

%83%88%e7%89%a9%e

マート物確」が掲載されまし 7%a2%ba%e3%80%8d%e
た

3%81%8c%e6%8e%b2%
e8%bc%89%e3%81%95
%e3%82%8c%e3%81%b
e%e3%81%97%e3%81%
9f%e3%80%82/
https://linough.com/%e3%
80%8c%e3%83%9e%e3
%83%b3%e3%82%b7%e
3%83%a7%e3%83%b3%
e3%82%b8%e3%83%a3

（2017年8⽉）「マンション %e3%83%bc%e3%83%8
ジャーナル」でNinjaLockを

a%e3%83%ab%e3%80%

ご紹介頂きました

8d%e3%81%a7ninjalock%
e3%82%92%e3%81%94
%e7%b4%b9%e4%bb%8b
%e9%a0%82%e3%81%8
d%e3%81%be%e3%81%
97/
https://linough.com/%e3%
83%95%e3%82%b8%e3
%82%b5%e3%83%b3%e
3%82%b1%e3%82%a4%

（2017年4⽉）フジサンケイ
ビジネスアイで弊社とLIXIL
の共同研究が紹介されました

e3%83%93%e3%82%b8
%e3%83%8d%e3%82%b
9%e3%82%a2%e3%82%
a4%e3%81%a7%e5%bc%
8a%e7%a4%be%e3%81%
a8lixil%e3%81%ae%e5%8
5%b1%e5%90%8c%e7%
a0%94%e7%a9%b6/
https://linough.com/iot%e
4%ba%8b%e4%be%8b%e
3%81%a8%e3%81%97%

（2017年3⽉）⽇経BP社発
⾏の、情報・ネットワークの
総合情報誌「⽇経コミュニ
ケーション」にて、IoT事例
として弊社が紹介されました

e3%81%a6%e6%97%a5
%e7%b5%8c%e3%82%b
3%e3%83%9f%e3%83%a
5%e3%83%8b%e3%82%
b1%e3%83%bc%e3%82
%b7%e3%83%a7%e3%8
3%b3%e3%81%ab%e6%
8e%b2%e8%bc%89%e3%
81%95%e3%82%8c/

（2020年2⽉）医科⻭
3

株式会社ミナカラ

http://minacolor.co.jp/

科.comに弊社薬剤師・児⽟

https://about.minacolor.co

のインタビューが掲載されま m/news/39/
した

3

Coaido株式会社

http://www.coaido.com/

3

株式会社ネイン

https://www.nain.jp/ja/

3

株式会社Kids Public

https://syounika.jp/

3

3

ウミトロン株式会社

株式会社⽇本リーガルネット
ワーク

（2020年1⽉）岩⼿県⽴⼤船
渡病院と連携開始

https://umitron.com/ja/ind
ex.html

http://legalnetwork.jp/

3

ITD Lab 株式会社

http://itdlab.com/

3

WELgee

http://welgee.jp/

（2020年3⽉）週刊ダイヤモ
ンド連載『イノベーターの育 https://www.welgee.jp/new
ち⽅』にて、代表渡部が特集 s/news-24
されました

2017%e3%81%ab%e3%8
1%a6%e3%80%81%e3%
82%a4%e3%83%8e%e3
%83%99%e3%83%bc%e
3%82%b7%e3%83%a7%
e3%83%b3%e3%82%92
%e6%8e%a8%e9%80%b
2%e3%81%99%e3%82%
8b%e3%82%b9%e3%82
%bf%e3%83%bc%e3%83
%88/

https://linough.com/%e8%

（2017年11⽉）読売オンラ

innovative-startup-

https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000052.0000
19477.html

（2020年2⽉）ビジネスメ
ディアAMPにて、代表渡部と https://www.welgee.jp/new
就労伴⾛事業部統括の⼭本が s/news-22
取材を受けました
3

株式会社ラントリップ

3

株式会社ベータトリップ

期

期間

http://corp.runtrip.jp/
https://www.encourages.jp
/

社名

HP

メディア

URL

資⾦調達

URL

提携

URL

トピックス

URL

第2期⽣
（2020年3⽉）スマートねこ

（2020年3⽉）ホームセン
2

株式会社ハチたま

https://toletta.jp/

ターのグッディとのコラボ販 https://toletta.jp/news/202
売を「キャットプレス」に取 00306/

（2019年12⽉）tolettaが第
三者割当により２億円超の資
⾦調達を実施

り上げていただきました!

https://toletta.jp/news/201
91225/

トイレ「toletta」が九州の⼤
規模ホームセンター「グッデ
イ」全65店舗でコラボ販売開

https://toletta.jp/news/202
00302/

（2019年12⽉）第36回神奈
川⼯業技術開発⼤賞 、ビジネ
ス賞を受賞しました

https://toletta.jp/news/201
91202/

始

（2020年3⽉）トレッタねこ
病院のサブスクが、ねとら

https://toletta.jp/news/202

ぼ・Yahoo!ニュースに掲載さ 00302-2/
れました
（2020年2⽉）獣医師向け雑
誌CAP誌の2020年3⽉号に弊 https://toletta.jp/news/202
社代表取締役の堀が紹介され 00226/
ます
（2020年2⽉）⽇本政府の
sns “JapanGov”におきまし

https://toletta.jp/news/202

て、弊社の紹介記事が投稿さ 00225/
れました
（2020年2⽉）『猫俳句⼤
賞』公式サイトでtolettaを掲
載いただきました

https://toletta.jp/news/202
00222-3/

（2020年2⽉）
『advanced』にねこ狂いス

https://toletta.jp/news/202

タッフの記事が掲載されまし 00222-2/
た
（2020年2⽉）まいどな
ニュースにてトレッタねこ病 https://toletta.jp/news/202
院のサービスを掲載していた 00219-3/
だきました
（2020年2⽉）テレビ東京系
BSテレ東｢⽇経プラス１０｣

https://toletta.jp/news/202

にてToletta2が紹介されまし 00218/
た
（2020年2⽉）『トレッタね
こ病院』がTerchCrunchに
掲載されました

（2020年2⽉）TIME &
SPACEさまに、toletta2をご
紹介いただきました

（2020年1⽉）BRIDGEにて
tolettaの資⾦調達を掲載して
いただきました

https://toletta.jp/news/202
00212-2/

https://toletta.jp/news/202
00206/

https://toletta.jp/news/202
00107/

これ以前にまだ沢⼭
（2020年1⽉）「EE
2

株式会社XSHELL

http://xshell.io/

（2020年1⽉）デアゴス

Times」様にデアゴスティー https://camp.isaax.io/ja/ne
ニと提携した「本気で学ぶ

IoT」販売開始

IoT」のご紹介を頂きました
2

株式会社バカン
株式会社グレーアンドネイ

2

ビー

2

株式会社ここるく

2

株式会社リトルソフトウェア

2

株式会社Moly

2

株式会社チャプターエイト

https://camp.isaax.io/ja/ne

ティーニと提携「本気で学ぶ ws/pressrelease-deagostini-

ws/ee-times

isaax

http://www.vacancorp.com
/

（2020年2⽉）“EY

https://prtimes.jp/main/ht

Innovative Startup 2020”

ml/rd/p/000000022.0000

を受賞

18933.html

https://www.bytaps.co/
http://www.kokoruku.com/
http://www.littlesoftware.jp
/
https://www.companymoly.com/#top
（︖）
http://www.chapter8.jp/
（2019年11⽉）読売テレビ
の「ワケあり︕レッドゾー

2

株式会社TRINUS

https://trinus.jp/

ン」にて2019年⽇本⽂具⼤

（2020年3⽉）「沢の鶴」と

賞デザイン部⾨優秀賞を受賞

「TRINUS」が⽇本酒を共同

いたしました「花⾊鉛筆」 と

開発

https://trinus.jp/news/373

「雪⾊鉛筆」をご紹介頂きま
した
これ以降に沢⼭
（2019年12⽉）個⼈間の物
2

株式会社タスカジ

https://taskaji.jp/?lang=ja

置きシェアリングサービス
「モノオク」と連携

期

期間

社名

HP

メディア

URL

資⾦調達

URL

https://corp.taskaji.jp/relea
se/2019/12/24/monooq/

提携

URL

トピックス

URL

第1期⽣
（2019年11⽉）オリンパス
株式会社・東京慈恵会医科⼤
1

エルピクセル株式会社

https://lpixel.net/

学との顕微授精に関する共同
研究で成果 精⼦の運動性を⾼

https://lpixel.net/news/pres
s-release/2019/9865/

精度に算出するAIを開発
1

株式会社cotree

1

株式会社シンデレラ

1

株式会社チカク

https://cotree.jp/
http://www.cinderellashoes.jp/
（2020年2⽉）「まごチャン
https://www.magoch.com/

1

株式会社トラベリエンス

http://planetyze.com/ja

1

株式会社ファームシップ

http://farmship.co.jp/

（2019年12⽉）セコムと
「まごチャンネル with
SECOM」の提供を開始

https://www.magoch.com/news/2019-12-10

WithGreenの第三者割当増資
の⼀部引受により
WithGreenと業務提携を⾏い
ます
株式会社ボーンレックス

http://www.bornrex.com/

1

株式会社ARROWS

https://arrowsinc.com/

主催「ダイバーシティ

ml/rd/p/000000043.0000

TOKYO アプリアワード」最

15422.html

優秀賞受賞
（2020年3⽉）株式会社

1

ネル with SECOM」が東京都 https://prtimes.jp/main/ht

https://farmship.co.jp/new
s/527/

（2020年3⽉）『IDEAS
FOR GOOD』を運営する
ハーチ株式会社と業務提携
1

株式会社Waris

http://waris.co.jp/

（サーキュラーエコノミーに
取り組む企業へのビジネス系

https://waris.co.jp/15282.
html

フリーランスのシェアリング
を開始し、⼈⼿不⾜解消に）
（2020年2⽉）『HANEDA
1

BONX株式会社

https://bonx.co/ja-

INNOVATION CITY

jp/#bonx-grip-jp

BUSINESS BUILD』のパー
トナー企業として採択

https://prtimes.jp/main/ht
ml/rd/p/000000053.0000
20459.html

（2020年2⽉）株式会社ウェ
ブインパクト及び⽇本スキー
場開発株式会社と共に、「雪 https://prtimes.jp/main/ht
⼭テクノロジーコンソーシア ml/rd/p/000000054.0000
ム」を設⽴します。⻑野県信 20459.html
⽤組合が協⼒⾦融機関として
サポートいたします。

