-----------------------------一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会作成リスト
「コロナと戦う」「ポストコロナ社会を構築する」投資先ベンチャーリスト
------------------------------

＜別紙＞
１．「コロナと戦う」投資先ベンチャー

企業名
株式会社 AGREE

WEB ページ

事業概要

https://www.leber11.

24 時間・365 日スマホで医師に相談できる「ドクターシェアリ

com/

ングプラットホーム」を展開。コロナウイルスに関する医療相
談を無料展開中。

株式会社 AMI

https://ami.inc/

心疾患診断アシスト機能付遠隔医療対応聴診器を開発中。また
遠隔聴診を軸にした遠隔医療サービス「クラウド健進」は自治
体や企業と共同実証を実施中。

株式会社 ANSeeN

http://anseen.com/

従来のレントゲンや CT を超高解像度化、低被ばく化する次世
代 X 線センサを開発。CT によるコロナ診断精度向上への貢献も
期待される。

株式会社 BONX

https://bonx.co.jp/bo

人数無制限でシームレスな音声コミュニケーションを可能にす

nx-1000/

るデバイスとクラウドアプリを提供。コロナ対策で医療機関に
1000 台を無償提供。

株式会社 Buzzreach

https://www.buzzrea

製薬企業/研究者と患者を直接つなぐ「puzz」、治験情報公開プ

ch.co.jp/

ラットフォーム「smt」を提供。新型コロナウイルスの治験/臨
床研究について無償提供中。

株式会社

https://blog.obniz.io/j

CO2 測定センサにより空間中の CO2 濃度を測定することで、

CambrianRobotics

a/news/

空間内の人の呼気を監視でき、換気が必要な時間を把握して室
内空気環境を保つサービスを展開。

C４U 株式会社

http://www.crispr4u.j

新型コロナウイルスの感染を迅速、簡単、高感度に検出可能

p/

に。PCR 検査のような高額機器も不要、変異ウイルス（１塩
基）も高精度に判別ができる。

株式会社 CureApp

https://cureapp.co.jp

ニコチン依存症治療アプリの提供をし、呼吸器疾患を未然に予

/

防。

株式会社

https://epigeneron.co

既存 PCR 検査は新型ウイルスの S 型(軽症多い)/L 型(感染力強

Epigeneron

m/

く重症化リスク高い)の判定が不可能。同社技術は S 型/L 型を判
定でき重症化リスクが分かる。

GROOVE X

https://groove-

LOVOT という家族型ロボットを開発。コロナ禍でのメンタル

株式会社

x.com/

ヘルスに貢献。外出自粛によるストレスの解消に有効とされる
ペットの代替。98%のユーザーが満足。

Hyuga Pharmacy

https://kirari3.com/

株式会社

在宅医療特化型の調剤薬局運営、訪問調剤及び服薬指導を行
う。訪問調剤の効率化を図る薬情システムの開発、ボランタリ
ー事業を通じて社会インフラを創造。

Idein 株式会社

https://idein.jp/

Actcast により高度な AI カメラを安価に提供、発熱者検知・ト
ラッキングアプリの開発を進め、グローバル拡販・大規模施設
等への導入を計画。

企業名

WEB ページ

事業概要

株 式 会 社 Integral

https://ig-

世界最高性能の画像再構成技術、電磁波制御技術により空中お

Geometry Science

instrum.co.jp/

よび生体内に飛散したコロナウィルスを完全に撃滅するシステ

株式会社 JX 通信社

https://jxpress.net/

ムを開発。神戸大学発ベンチャー。
報道機関の大半が導入する情報 SaaS「FASTALERT」を提供。
コロナ関連情報についても統計情報や、感染確認場所などの情
報を最速で配信。
KAICO 株式会社

http://www.kaicoltd.j

九州大学で系統を受け継いできたカイコを利用して、組み換え

p/

たんぱく質発現技術により、新型コロナウィルス等のワクチン
を開発する九州大学発ベンチャー。

KOTAI バイオテク

https://www.kotai-

新型コロナ特有の免疫応答や、感染や重症度といった臨床指標

ノ ロ ジ ーズ 株 式 会

bio.com/jp/

と免疫レパトアの関係を明らかにし、新型コロナ迅速診断法の

社
株式会社

基盤技術の確立を目指す。
http://molcure.com/

MOLCURE

既存手法では検出できなかった新たな医薬品候補（コロナに対
応できる医薬品も対応）を機械学習で高速かつ安価に発見し新
薬を生む。

株式会社

https://photosynth.co

オフィス向けスマートロックを販売。入退室を人、時間ごとに

Photosynth

.jp/

管理できるため、病院やホテルなどのコロナ患者の受け入れ先

株式会社 T-ICU

https://www.t-

日本では集中治療室が整備されているが、肝心の集中治療医が

icu.co.jp/

不足。当社の集中治療医が、各地の病院に遠隔で助言し、医療

での利用メリットが高い。

の質の維持向上を担っている。
株式会社 Trans

http://trans-

「完全ヒト抗体産生マウス」を用いて、国立感染症研究所など

Chromosomics

chromo.wixsite.com/t

と連携し、新型コロナウイルス感染症に対する治療用抗体医薬

rans-chromosomics

品の開発に取り組む。

https://www.allm.net

「すべての医療を支える会社（All Medical）」として医療・福

/

祉分野におけるモバイル ICT ソリューションを提供。グローバ

株式会社アルム

ル展開も積極的に取組中。
アロマスター

http://www.aromasta

アロマディフューザーの開発と アロマオイルを専門に取り扱

株式会社

r.jp/

う。香りだけでなく､防虫・抗菌・抗ウィルス効果にも適用でき
る。

株 式 会 社ウ ィ ズ ダ

https://wisdom-

アフタースクールのウィズダムアカデミーは保護者のセフティ

ムアカデミー

academy.com/

ーネットとして引き続き運営することを決定、加えて午前中か
らの開所など柔軟に対応を検討中。

株式会社

https://exawizards.co

超高齢社会等の課題解決に挑む AI ベンチャー。新型コロナ関連

エクサウィザーズ

m/

の問合せ対応のために官公庁・自治体等へ FAQ 検索エンジン
「Qontextual」を無償提供。

エンブレース

https://www.embrac

地域包括ケアで 10 万人以上が利用する医療介護従事者間プラッ

株式会社

e.co.jp

トフォーム。医師による新型コロナ感染症オンライン相談、医

株 式 会 社大 分 大 学

https://oitaiam.com/

療介護従事者向けコミュニティを開始。
先端医学研究所

医薬基盤研、理研、長崎大学等オールジャパンの研究体制に、
独自開発の化合物ライブラリを提供する等、新型コロナウィル
ス等の治療薬開発を行う創薬ベンチャー。

企業名

WEB ページ

事業概要

オ リ シ ロジ ェ ノ ミ

https://www.oriciro.c

現行ワクチンは、細胞で DNA 断片を連結・増幅し、細胞分裂さ

クス株式会社

om/

せて造るため、開発・製造に長時間。同社技術は細胞不要で迅

株式会社カケハシ

https://www.kakehas

薬局向け電子薬歴システムの提供、コロナ禍で多忙な薬局業界

hi.life/

の業務効率化に寄与するサービス。

カルテック

http://www.kaltec.co.

最先端の光触媒技術による高い除菌機能を有する空気清浄機を

株式会社

jp/

開発・製造。抗インフルエンザウィルス性能を研究機関で実証

株式会社

https://www.kubix.co

消化器系癌の有無を血液検査する技術の研究・事業化をしてき

キュービクス

.jp/

た（実績２万例以上）。保有する PCR 解析技術で、コロナ検査

速なワクチン開発・量産を可能に。

済み、コロナ対策にも大いに期待。

キットを開発中、近々発売予定。
セーフィー

https://safie.link/

株式会社

シェア No.1 の当社クラウド録画サービスは、頻繁な患者の状態
確認が必要な医療機関や、リモートワーク対策に追われる法人
全般で導入事例多数。

ナノティス

http://www.nanotis.n

誰でも、迅速、高感度に実施可能な感染症即時診断デバイスの

株式会社

et/

研究開発ベンチャー。国際感染症センターとの共同研究を重ね
コア技術確立。検出機器試作を開始。

株式会社

https://funpep.co.jp/

ファンペップ

アンジェスと大阪大学が手掛ける新型コロナ向け DNA ワクチン
共同開発に参画、独自のペプチド技術を用いて抗体産生力の高
いワクチン開発に貢献。

株 式 会 社フ ュ ー チ

https://www.futurest

映像解析 AI プラットフォームを運営する FS 社は、新型コロナ

ャースタンダード

andard.co.jp/

ウイルスの感染拡大に伴う BCP 対策として、赤外線サーモグラ
フィカメラのレンタルサービスを開始。

マ イ キ ャン ・ テ ク

https://www.micante

iPS 細胞から作製したウイルス研究用細胞である“Mylc”細胞を新

ノ ロ ジ ーズ 株 式 会

chnologies.com/hom

型コロナの新薬・ワクチン開発促進に尽力する全世界の研究者

社

e-2

に提供する。

株式会社

https://medicalnote.j

医療情報をわかりやすく伝える Web サイト「Medical Note」に

メディカルノート

p/

て、コロナウィルスに関する情報を発信。専門医への医療相談

株式会社メドレー

https://www.medley.j

日本最大級のオンライン診療システム「CLINICS オンライン診

p/

療」を医療機関・クリニックに提供。約 1,000 の医療機関で利

サービスも提供。

用されている。
メ ロ デ ィ・ イ ン タ

https://melody.intern

周産期の遠隔健診プラットフォーム Melody i を提供。特に北海

ー ナ シ ョナ ル 株 式

ational/

道大学病院では、妊婦の感染リスク低減策「通院しない妊婦定

会社
ユニファ株式会社

期健診」として採用されている。
https://unifa-e.com

保育現場の課題を ICT により総合的に解決するベンチャー。新
型コロナ対策として、国内 2,000 施設に対し、洗えるマスクを
届けるプロジェクトを統括。

株式会社リモハブ

http://www.remohab.

オンライン管理型心臓リハビリシステムにより、在宅患者と医

com/

療従事者をクラウドを介して繋ぎ、遠隔にて適切な心臓リハビ
リを提供する。

２．「ポストコロナ社会を構築する」投資先ベンチャー

企業名
Activaid 株式会社
AI CROSS

WEB ページ

事業概要

https://activaid.me/i

潰瘍性大腸炎／クローン病をはじめとした、難病患者向けのソ

bd/about

ーシャルデータプラットフォームの開発・提供。

https://aicross.co.jp/

ビジネスコミュニケーションプラットフォーム提供。主力サー

株式会社

ビスの一つのビジネスチャット InCircl は、セキュアで誰でも直
感的に操作可能、高い汎用性が特徴。

株式会社 ATOMica

https://atomica.co.jp

地方都市を繋ぐコワーキング事業を展開しており、オンライン

/

イベントや SaaS の提供を通じて、ポストコロナ社会に向けて、
場所に依存しない価値創出を実現。

株式会社

https://b-

企業で働く従業員のモチベーション、エンゲージメントを活性

BOULDER

boulder.com/

化するためのソリューション（Employee Success Platform）の
開発・提供。

株式会社

https://help.camp-

クラウドファンディング「CAMPFIRE」の運営。影響を受けた

CAMPFIRE

fire.jp/hc/ja/articles/

イベント・飲食・宿泊関連の事業者向けに支援プログラムを開

360040309611

始。

https://corp.clipline.c

外食・小売・介護等、サービス産業の抱える課題に対して動画

om

で解決するツールを提供。新型コロナ対策で動画を活用した遠

ClipLine 株式会社

隔での新入社員研修等を提供中。
株式会社 Colife

https://www.colife.co

住宅メンテナスプラットフォーム「iecon」を展開し、専有部の

.jp/

メンテナンス等をアプリで提供。現在、コロナ予防として換気
口交換ほか各種サービス提供中。

株式会社 DIRIGIO

http://dirigio.jp/

飲食店のテイクアウトサービス【PICKS】を運営。企業規模の
大小を問わずに PICKS を 2020 年 9 月まで完全無償で提供。

株式会社

https://www.flow-

小売店舗が“データドリブンな意思決定”を行うのに必要となる

Flow Solutions

solutions.com/

店内分析プラットフォームを開発・提供。

Graffity 株式会社

https://graffity.jp/

グローバルに AR シューティングバトル「HoloBreak」を提供。
WFH の影響で、家庭内でのプレイが急増中、運動を促すゲーム
で都内学校授業にも導入済。

H2L 株式会社

http://h2l.jp/

リモートワークをサポートするボディシェアリング技術の開発
会社。

株式会社

https://www.hokto.jp

医学生向けメディアおよび医師向けガイドライン検索アプリの

HOKUTO

/

開発・提供。

inaho 株式会社

https://inaho.co/

野菜収穫ロボットを活用したサービス提供を通じて、農業従事
者の働き方改革を推進。

InstaVR 株式会社

https://www.instavr.c

時間と場所を選ばずに利用可能な、VR 研修ソリューションの開

o.jp/

発・提供を通じて、企業活動における生産性向上を支援。

Institution for a

https://www.i-

学校活動を休止する全国の中学・高校へ、生徒の自学自習を支

Global Society

globalsociety.com/

え、先生方が学習進捗も遠隔で把握しやすいオンライン英語学

株式会社

習サービル「e-Spire」を展開。

企業名

WEB ページ

事業概要

KIYO ラーニング

https://www.kiyo-

資格講座「スタディング」やクラウド社員教育サービス

株式会社

learning.com/

「AirCourse」の提供。コロナ対応として AirCourse を 1000 ユ

株式会社

http://liberaware.co.j

自動巡回型小型ドローンによる巡回業務・定型業務の省人化・

Liberaware

p/

省力化をもって、COVID-19 を代表とした感染症対策の社会イ

ーザ/1 企業無料提供。

ンフラを実現し得るベンチャー。
株式会社 Libry

https://libry.jp/

デジタル教科書プラットフォーム、学習管理ツール。

株式会社

https://livesearch.co.

物件写真の撮影代行と販売を通じ、オンラインでの室内情報提

Live search

jp/service/

供をより消費者目線で提供を行っていく不動産情報サービス。

MOSH 株式会社

https://mosh.jp/

パーソナルトレーナーやヨガ講師などの個人事業主向けオフィ
シャルサイト構築サービス「MOSH」の開発・提供。

PIAZZA 株式会社

https://www.lp.piazz

地域特化型の SNS アプリ「PIAZZA(ピアッザ)」を運営。新型

a-life.com/

コロナウイルスに関する情報の錯綜防止と、地域内での助け合
い支援機能をリリース。

株式会社

https://www.qbit-

協働型ロボットによる作業支援ロボットソリューションの提

QBIT Robotics

robotics.jp/

供。飲食店等のオペレーションのロボット化支援及び無人化支
援を行う。医療分野への展開も狙う。

rakumo 株式会社

https://corporate.rak

社内ワークフロー等のクラウド型グループウェアの提供を行

umo.com/

い、企業のテレワークを強力にサポートする。

READYFOR

https://corp.readyfor.

ク ラ ウ ド フ ァ ン デ ィ ン グ 事 業 「 Readyfor 」 ・ 法 人 向 け 事 業

株式会社

jp/

「readyfor SDGs」の運営。

株式会社 Schoo

http://corp.schoo.jp/

法人、学校法人、自治体等へ、手軽な学びの場となるオンライ
ン生放送授業配信 PF「Schoo」を提供。会員数 40 万人以上、法
人 1,000 社以上で利用されている。

株式会社 Shippio
SOELU 株式会社

https://www.shippio.i

オンライン完結の国際物流プラットフォームを提供するデジタ

o/

ルフォワーダー。

https://corporate.soe

オンラインフィットネス【SOELU】を運営。一部のトレーニン

lu.com/#section1

グレッスンを無料開放中。

Symmetry

https://symmetryvr.c

アフターコロナの社会に適合した情報インフラを目指し、世界

Dimensions Inc.

om/jp/

の静的・動的データをデジタル化し、誰もが利用可能なデジタ
ルツインのプラットフォームを構築。

株式会社 Synamon

https://synamon.jp/

最先端の XR 技術を用いて自由なコミュニケーションを実現する
「NEUTRANS BIZ」をビジネス向けに提供。1 ヶ月の無償提供
中。

Telexistence

https://tx-

テレイグジスタンス技術を活用した遠隔制御ロボットを提供。

株式会社

inc.com/ja/top/

コンビニ人件費の大きい部分を締める棚卸し作業を無人化、今
年秋に第一号店舗が OPEN する。

株式会社 UsideU

https://www.usideu.c

遠隔接客の AI アバターシステム「コラボロイド」を提供。アフ

om/

ターコロナで、対話 AI 及び顔認識技術による接客者が遠隔地か
ら操作するのが当たり前の世界へ。

企業名
株式会社

WEB ページ
https://www.xenodata-

xenodata lab.

lab.com/news/2020032

株式会社

https://harutaka.jp/

新型コロナウィルスが企業業績に与える影響分析をサポート。

3/

ZENKIGEN
株式会社

事業概要

WEB 面接/動画面接プラットフォーム『HARUTAKA（ハルタ
カ）』の企画・運営。

https://aidemy.co.jp/

アイデミー

業務を対面不要とするうえで AI の活用はますます重要に。AI プ
ロジェクトの企業内内製化支援事業、企業内で AI を担う人材の
オンライン教育・研修事業を展開。

株式会社アジラ

https://www.asilla.jp

手書きや非定型の帳票を読み取る AI-OCR「ジジラ」を提供。

/

「視覚野の代替」を目指し、ポストコロナ社会における省人化
を実現する。

株式会社アペルザ

https://www.aperza.c

巨大な製造業分野において、コロナ下で滞る対面の営業・マー

om/corp/

ケティング活動をオンラインで支援する「アペルザクラウド」
を提供する。

株式会社

https://unbereal.co.jp

カラオケライブ配信アプリ「トピア」を提供。自粛傾向のカラ

アンビリアル

/

オケを、誰でも自室で手軽にできるのが特徴。その際、独自の

株式会社

https://innophys.jp/

ビジネスモデルで利用料無料を実現。
イノフィス

人工筋肉を利用した着用型動作補助装置「マッスルスーツ」開
発・販売。介護福祉機器及び産業用特殊機器の開発、製造、販
売。

株式会社

http://immunosens.c

いつでもどこでも簡単に測定可能な血液検査デバイスの開発に

イムノセンス

om/

より在宅医療など身近な医療の質向上を目指す。

イ ン ヴ ェン テ ィ ッ

https://www.yourinve

リモート環境を見守る MDM で、休校中の教育活動や企業の事

ト株式会社

ntit.com/

業継続を支えます。遠隔からアプリ配信したり、端末が「どう
使われたか」を集計可能。

株式会社

https://ingage.co.jp/

インゲージ

問合せ窓口（メール・ツイッター・LINE・チャット等）を一元
管理、チームで共有するクラウドサービス「Re:lation」を提
供。テレワークを円滑化。

株式会社ウーシア

https://ousia.me/

人材育成のフォローアッププラットフォーム「Core」を開発。
リモートで実施する研修や、実際の業務を通じスキル習得する
経験学習の効果を最大化する。

株式会社

https://orylab.com/

オリィ研究所

感 染 症 対 策 と し て 、 臨 時 の テ レワ ー ク 施 策 にも 対 応 で き る
「OriHime」の開発および製造販売を行う。

カクテルメイク

https://cocktail-

ポストコロナ社会に向けて、スキルのいらない動画生成スマー

株式会社

make.com/

トエンジンにより動画制作を支援し、オンラインコンテンツの
充実を図るサービスを展開中。

株式会社

https://caster.co.jp/

リモートワーカープラットフォーム「Caster Biz」を提供。

https://cluster.mu/

誰もがバーチャル上で音楽ライブ、カンファレンスなどのイベ

キャスター
クラスター
株式会社
株式会社
グラファー

ントを開催できる VR アプリを展開中。
https://graffer.jp/

スマートフォンとマイナンバーカードの非接触認証による行政
手続き電子申請システム「Graffer スマート申請」を提供。

企業名

WEB ページ

事業概要

株式会社

https://www.green-

国内最大級のアマチュアサッカーメディア運営を軸に、AI カメ

グリーンカード

card.co.jp/news/new

ラを活用したアマチュア試合のオンライン配信支援サービスを

s-1947/

開発している。

ク ロ ス ロケ ー シ ョ

https://www.x-

位置情報データを活⽤した Location AI Platform の開発提供。新

ンズ株式会社

locations.com/

型コロナに関する人流変化を位置情報ビッグデータから AI で解
析。

コ ネ ク テッ ド ロ ボ

https://connected-

調理をロボットで革新するというビジョンをかかげ、飲食にお

ティクス株式会社

robotics.com/

ける重労働を自動化するサービスで感染症のリスク低減に貢献
する。

株式会社坂ノ途中

https://www.on-the-

新規就農者の営農ハードルを下げるべく、農産物のサブスクリ

slope.com/

プション EC などを展開。自律分散型のフードバリューチェーン
を構築している。

株式会社

https://sharedine.me

出張シェフのマッチングプラットフォーム『シェアダイン』の

シェアダイン

/

提供。飲食店料理人の支援プログラムを開始。また、テレワー
ク等により、需要も急拡大中。

株式会社

https://geocreates.ne

VR 用 SaaS「ToPolog」開発・運営。ポストコロナ社会は、リア

ジオクリエイツ

t/

ルな建築の必要性が根本的に問い直される社会になると考え

株式会社

https://skymatix.co.j

ドローンで取得したデータを独自の画像処理技術/AI 技術で解析

スカイマティクス

p/

処理できる業務効率化クラウドサービスを提供するテクノロジ

る。

ースタートアップ。
株式会社

https://stadium.co.jp

オンライン面接に特化したクラウド型採用管理システムの「イ

スタジアム

/

ンタビューメーカー」を提供し、コロナ下で滞る採用活動を非
対面で実現する。

スタディプラス

https://www.studypl

SNS 機能のある学習管理サービス「Studyplus」を運営。学習記

株式会社

us.jp/

録の可視化による達成感、仲間との励まし合いによるモチベー
ション向上が図れる。

ス ト リ ート ア カ デ

https://www.street-

ビジネス・IT スキルから趣味の習い事まで、”教えたい人”と”学

ミー株式会社

academy.com/

びたい人”をマッチングするスキルシェアクラウドサービス「ス
トアカ」を提供。

スプレディ

https://spready.co.jp

コロナ下で全企業が滞る営業・採用活動に対し、ユーザーが自

株式会社

/

分の知り合いと企業をオンラインでつなげる Spready を提供
し、顧客開拓や採用・業務委託を支援。

ス マ ー トニ ュ ー ス

https://about.smartn

スマートフォンアプリケーション「スマートニュース」の開

株式会社

ews.com/ja/

発・運営。

株式会社

https://surala.jp/info

新型コロナウイルスの影響を受け在宅学習を予定している全国

すららネット

rmation/200228-3/

の学習塾に対し、オンライン教育サービスを無償で提供中。

株式会社セキュア

https://corp.securein

監視カメラシステムや入退室管理システムに最新 AI を提供する

c.co.jp/news/pr/p001

同社の「顔認証のぞき見ブロッカー」によりテレワーク時の

107/

「のぞき見」リスクへの懸念解消に貢献。

企業名
ダ ブ ル フロ ン テ ィ

WEB ページ
https://wfrontier.jp/

ア株式会社

事業概要
シェアリングエコノミー／お買い物代行「ツイディ」の運営。
ツイディ はライフ、サミット、島忠の店舗運営に合わせて通常
運営を継続する。

株 式 会 社タ レ ン ト

https://www.taleasse

対話型 AI 面接サービス「ＳＨａｉＮ」（いつでもどこでも非対

ア ン ド アセ ス メ ン

.co.jp/

面・非接触スマホ面接）～新型コロナ感染拡大影響の中でも採

ト

用活動の継続に有効。

株 式 会 社ド リ ー ム

http://www.dreamcat

医療介護施設向けの人材派遣・紹介、遠隔医療通訳・医療通訳

キャッチャー

cher.co.jp/

士の育成、外国人患者向け電話通訳サービスの提供、医療通訳
専門 web サイトの運営。

株 式 会 社日 本 デ ー

https://jdsc.ai/

データサイエンスを活用し、誰もが各店の商品在庫状況を把握

タ サ イ エン ス 研 究

できるシェアアプリや、電力会社スマートメータを用いた対面

所

不要の高齢者見守りサービス等を展開。

ネ ク ス トイ ノ ベ ー

https://sumaluna.co

診察から薬の配送までを一気通貫で提供する女性向けオンライ

ション株式会社

m/

ン診察サービス「スマルナ」を提供。会員数は 10 万人を突破。

株式会社ハコジム

https://hacogym.co.j

広島を中心に、24 時間完全無人運営の個室型スポーツジムを展

p/

開。各個人に最適化されたトレーニングプログラムを安全に提
供できるサービスを開発中。

バルス株式会社

https://balus.co/

コロナ下で個人のエンタメ活動が滞り、またエンタメ事業者も
苦しむ中、音楽ライブを AR/VR と連携させバーチャルで楽しめ
る体験を提供する。

株 式 会 社フ ァ ー メ

https://www.fermens

国内の米からアルコールとその関連製品を製造可能。環境配慮

ンステーション

tation.jp/

型事業で原料枯渇の影響を受けず、安定して継続的に公衆衛生
に寄与できる。

フ ァ イ ルフ ォ ー ス

https://www.fileforce

クラウド上での社内ファイル共有サービス「Fileforce」を提

株式会社

.jp/

供。新型コロナへの対応として、テレワークを支援するために
無償提供を展開中。

株式会社

https://famione.co.jp

LINE を活用した妊活コンシェルジュサービス「famione（ファ

ファミワン

/

ミワン）」を運営。新型コロナウイルスに伴う妊活相談を 2020

ファンズ株式会社

https://funds.jp/

年 4 月末まで無料提供。
貸付ファンドのオンラインマーケット「Funds」通じて、個人
が企業を応援する新たなコミュニティを構築。
株式会社

https://www.photoru

建築・土木の生産支援クラウド「Photoruction」を提供。コロ

フォトラクション

ction.com/corp

ナの影響で過酷な労働状況になっている海外工事を支援するた

プランティオ

https://plantio.co.jp/

めサービスを無償提供。
株式会社

ビルの屋上などの遊休空間における都市型コミュニティファー
ムの運営および IoT プランターの製造・提供。

ベルフェイス

https://bell-

遠隔営業に特化した Web 会議システム「bellFace」を提供。新

株式会社

face.com/company/

型コロナへの対応として、無償提供を展開中。

株 式 会 社ボ ウ ラ イ

https://www.bow-

災害やサイバー攻撃から重要データを保全するサービスを提

ンマネジメント

m.co.jp/company-

供。テレワーク環境下でのデータ管理支援に取り組む、データ

profile/

管理の社会インフラ企業。

企業名

WEB ページ

事業概要

株式会社ポケット

http://quantize-

iVoRi360：360 度カメラと VR ゴーグルによる遠隔共有空間を実

・クエリーズ

world.com/

現。現場向けに、VR 型”リモートワーク”と”リモート集合研修”

株式会社

https://meetscare.jp

を提供。
みーつけあ

事業内容：訪問介護員、事業所、利用者をマッチングする「み
ーつけあ」の運営。利用者が事業所に通い始めたいとなった時
にデイサービスへのマッチングが可能。

株式会社

https://www.meltin.j

生体信号・ロボット技術を利用したサイボーグ事業を展開。開

メルティン MMI

p/

発する汎用遠隔作業ロボットは、ポストコロナの遠隔化時代に
て広く活用が期待される。

モーションリブ

https://www.motionli

重機等の機器の遠隔操作や、ロボットによる人間にしかできな

株式会社

b.com/

かった 作業の代替を可能 にする力触覚コン トローラ ーABCCORE を販売。

モビルス株式会社

https://mobilus.co.jp

BCP 対策に最適な AI 電話自動応答システム、FAQ 回答・受付

/

手続きを自動化するチャットボット、オペレーターの在宅ワー
クに適したチャットシステムを開発。

株式会社ライナフ

https://linough.com/

コロナウィルス対策として、不動産物件の確認を AI で自動応答
した上、在宅でも電話を受電出来る仕組みを構築し、リモート
の不動産管理サービスを提供している。

ラボラティック

https://laboratik.com

社内のチャット会話から組織内関係性/感情等のエンゲージメン

株式会社

/

トを自然言語処理技術により解析する「We.」を提供。WFH 時
代の必需サービスを目指す。

以上

