
テレビ・ラジオ

放送日 カテゴリー 番組名 媒体局 タイトル

2020/05/01 ラジオ たまむすび TBSラジオ 番組内コーナー「パブリシティさんいらっしゃい」に古川社長出演

2020/05/31 テレビ CHANGE YOUR LIFE テレビ朝日 重労働の負担を変えた！装着型補助ロボット（再放送）

2020/05/31 テレビ 特命！　池上ベンチャーズ テレビ東京
新型コロナの影響で日本中が暗い気分になりがちな今だからこそ、閉

塞感を打ち破るベンチャー企業が大集結！

2020/06/08 テレビ NEWSシブ5時 NHK アシストスーツ特集

新聞・雑誌

掲載日/発売日 カテゴリー 媒体名／サイト名 媒体社/運営社 記事タイトル／見出し

2020/04/01 雑誌 STORY 光文社 今年の母の日ギフトは“最新家電”

2020/04/03 新聞 日刊工業新聞 日刊工業新聞社
AI・ロボット 転機予報 Part2 （39）　量産実現への道のり　イノ

フィス社長 古川 尚史　パートナー企業と二人三脚

2020/04/03 新聞 シルバー新報 環境新聞社
介護ロボの導入支援します　東京都福祉保健財団　展示場で見て

体験して相談も

2020/04/12 新聞 産経新聞（大阪）
産業経済新聞大阪

本社

ロボスーツで引越革命　格好よく&軽々&効率UP　東大阪の会社 イ

メチェン狙う

2020/04/13 新聞 包装タイムス 日報ビジネス イノフィス　マッスルスーツが非常に好調　累計出荷台数1万台を突破

2020/04/15 新聞 日本農業新聞 日本農業新聞 マッスルスーツ　農作業が楽々　栃木・JAなす南試着会

2020/04/16 新聞 電子デバイス産業新聞 産業タイムズ社 イノフィス　装着型ロボ機器が累計1万台を突破

2020/04/20 新聞 物流ウィークリー 物流産業新聞社 イノフィス マッスルスーツの公式通販サイトオープン

2020/04/23 新聞 カーゴニュース カーゴ・ジャパン JPRがマッスルスーツをオンラインで取り扱い

2020/04/23 新聞 日本流通産業新聞
日本流通産業新聞

社

イノフィス　「マッスルスーツEvery（エブリイ）　ECサイトを開設　人工

筋肉で力仕事を補助

2020/04/23 新聞 日本ネット経済新聞
日本流通産業新聞

社

こだわり商品開発　イノフィス　「マッスルスーツEvery（エブリィ）」　人

工筋肉で力仕事を補助

2020/04/24 新聞 日経産業新聞 日本経済新聞社
Startup　Innovation Science　アシストスーツ価格破壊　イノフィ

ス、利用者目線で15万円　樹脂フレームがカギ

2020/04/25 雑誌 通販生活 カタログハウス
中腰介護と持ち上げ介護。「マッスルスーツ」で腰の負担、どこまで減ら

せるか。

2020/04/27 新聞 日刊水産経済新聞 水産経済新聞社
各社がキャンペーン 大幅割引や無料も　外国人実習生の穴埋める "

アシストスーツ"お試しに

2020/04/29 新聞 電波新聞 電波新聞社 PALTEK　産業用商材を拡充　業務用空間除菌システムなど投入

2020/05/09 雑誌 サライ 小学館
新スタンダード研究室　サライの眼　圧縮空気によって作動する、サライ

世代に優しい人工筋肉　マッスルスーツ エブリィ／イノフィス

2020/05/15 新聞 新聞之新聞 新聞之新聞社 家庭でパンダの実物大写真　東京新聞 外出自粛で特別企画

2020/05/16 新聞 新聞通信 新聞通信社 〝STAY HOME〟　東京新聞が紙面企画で

2020/05/18 新聞 日本経済新聞 日本経済新聞社東京本社

起業有力校 九大が躍進　昨年度増加数 阪大に次ぐ2位　福岡、

規制緩和で実験場に　東京理科大 企業数3倍　事業化ありきで研

究

2020/05/18 新聞 農経しんぽう 農経新報社
農林省 新技術カタログから　安全作業に貢献　ロボトラなど先進技術

紹介

2020/05/18 新聞 文化通信 文化通信社

「STAY HOME週間」に　斬新なアイデアの新聞広告に注目集まる

東京新聞　人気パンダ「シャンシャン」 実物大を全面広告で再現　3

日連続紙面企画

2020/05/20 新聞 新聞報 新聞報社
東京新聞STAY HOME　朝刊にパンダ写真　実物大6回に分け掲

載

2020/05/28 新聞 新聞改造 新聞改造社
特別企画　「シャンシャンが家にくる日。」　掲載　東京新聞が5月4日

～6日の朝刊に

2020/05/31 新聞 朝日新聞　三重
朝日新聞名古屋本

社
「マッスルスーツ」補助

2020/06/01 新聞 農経しんぽう 農経新報社 ピックアップ　農林省広報誌「aff」　スマート農業を特集

2020/06/01 新聞 農村ニュース 国際農業社 マッスルスーツ訴求 イノフィス

2020/06/03 新聞 みなと新聞
みなと山口合同新聞

社

民間調査　パワーアシストスーツ市場拡大　19年36億 25年には

238億へ

2020/06/05 新聞 日刊工業新聞 日刊工業新聞社
AI・ロボット 転機予報 Part2 （44）　ニューノーマルとロボ　新産

業・ビジネス創出に期待　イノフィス社長 古川 尚史

WEB

公開日 カテゴリー 媒体名／サイト名 媒体社/運営社 記事タイトル／見出し URL

2020/04/08 WEB MONEY TIMES 株式会社NTTドコモ パワードスーツの開発が進む　企業・国の開発動向
https://moneytimes.jp/business/detail/id=8284

2020/04/10 WEB Logistics Today Logistics Today運営事務局 ｢マッスルスーツEvery｣、追加費用なし分割購入可能
https://www.logi-today.com/373797

2020/04/10 WEB @DIME 株式会社小学館 イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://dime.jp/company_news/detail/?pr=596151

2020/04/10 WEB @nifty ビジネス ニフティ株式会社 イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000

014000041785_1.htm

2020/04/10 WEB All About NEWS 株式会社オールアバウト イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://news.allabout.co.jp/articles/p/000000014.000041785/

2020/04/10 WEB BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社 イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://news.biglobe.ne.jp/economy/0410/prt_200410_4565019709.html

2020/04/10 WEB BtoBプラットフォーム 業界チャネル 株式会社インフォマート イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/detail.page?IMNEWS4=1911426

2020/04/10 WEB Cubeニュース 株式会社キューブ・ソフト イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://news.cube-soft.jp/prtimes/archive.php?id=547549

2020/04/10 WEB infoseekニュース 楽天株式会社 イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000014_000041785/

2020/04/10 WEB JBpress 株式会社日本ビジネスプレス イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/5e901d387765619da2280000

2020/04/10 WEB JORUDAN SOCRA NEWS ジョルダン株式会社 イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000014A00004

1785

2020/04/10 WEB NewsCafe 株式会社イード イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20200410/458971.html

2020/04/10 WEB SEOTOOLSニュース ブラストホールディングス株式会社 イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
http://www.seotools.jp/news/id_000000014.000041785.html

2020/04/10 WEB STRAIGHT PRESS 株式会社マッシュメディア イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000014.000041785

2020/04/10 WEB イザ！ 株式会社産経デジタル イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/200410/prl20041016110303-

n1.html

2020/04/10 WEB エキサイトニュース エキサイト株式会社 イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-04-10-41785-14/

2020/04/10 WEB おたくま経済新聞 シー・エス・ティー・エンターテインメント株式会社 イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://otakei.otakuma.net/archives/prtimes/000000014-000041785

2020/04/10 WEB とれまがニュース 株式会社サイトスコープ イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://news.toremaga.com/release/others/1516913.html

2020/04/10 WEB ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://news.nicovideo.jp/watch/nw7002283
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2020/04/10 WEB フーズチャネル 株式会社インフォマート イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://www.foods-ch.com/news/prt_61425/

2020/04/10 WEB プレジデントオンライン 株式会社プレジデント社 イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://president.jp/ud/pressrelease/5e901d4b7765612345280000

2020/04/10 WEB フレッシュアイニュース デジアナコミュニケーションズ株式会社 イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20200410154508

_pr_pr000000014-000041785/a/index.html

2020/04/10 WEB マピオンニュース 株式会社 ONE COMPATH イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://www.mapion.co.jp/news/release/000000014.000041785-all/

2020/04/10 WEB 現代ビジネス 株式会社講談社 イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/5e901dfb77656139f4280000

2020/04/10 WEB 財経新聞 株式会社財経新聞社 イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://www.zaikei.co.jp/releases/984797/

2020/04/10 WEB 産経ニュース 株式会社産経デジタル イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://www.sankei.com/economy/news/200410/prl2004100303-n1.html

2020/04/10 WEB 時事ドットコム 株式会社時事通信社 イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000014.000041785&g=prt

2020/04/10 WEB 時事メディカル 株式会社時事通信社 イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://medical.jiji.com/prtimes/11708

2020/04/10 WEB 朝日新聞デジタル＆M 株式会社朝日新聞社 イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_11392697/

2020/04/10 WEB 東洋経済オンライン 株式会社東洋経済新報社 イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://toyokeizai.net/ud/pressrelease/5e901d9b7765617f2d0c0000

2020/04/10 WEB 読売新聞オンライン 株式会社読売新聞東京本社 イノフィス「マッスルスーツEvery公式通販サイト」をオープン！
https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/00000001400004178

5.html

2020/04/10 WEB LNEWS 株式会社ロジスティクス・パートナー イノフェス／公式通販でアシストスーツの分割金利・手数料無料
https://www.lnews.jp/2020/04/m0410405.html

2020/04/10 WEB feedclassニュース 非法人運営 イノフェス／公式通販でアシストスーツの分割金利・手数料無料
https://feedclass.com/posts/LytoE5jF

2020/04/10 WEB L news - This kiji is 株式会社ロジスティクス・パートナー イノフェス／公式通販でアシストスーツの分割金利・手数料無料
https://this.kiji.is/621229019317355617

2020/04/10 WEB LOGI-BIZ online 株式会社ライノス・パブリケーションズ
東京理科大発ベンチャーのイノフィス、10万円台のパワースーツ通販

サイト開設

https://online.logi-biz.com/23698/

2020/04/13 WEB 農業協同組合新聞 一般社団法人農協協会 「マッスルスーツEvery公式通販サイト」オープン　イノフィス
https://www.jacom.or.jp/shizai/news/2020/04/200413-41179.php

2020/04/13 WEB DIAMOND online 株式会社ダイヤモンド社 販売1万台突破の「マッスルスーツ」、コロナの影響で新たなニーズも
https://diamond.jp/articles/-/234262

2020/04/13 WEB @nifty ニュース ニフティ株式会社 販売1万台突破の「マッスルスーツ」、コロナの影響で新たなニーズも
https://news.nifty.com/article/magazine/12126-628451/

2020/04/13 WEB BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社 販売1万台突破の「マッスルスーツ」、コロナの影響で新たなニーズも
https://news.biglobe.ne.jp/economy/0413/dol_200413_6533914888.html

2020/04/13 WEB livedoor ニュース LINE株式会社 販売1万台突破の「マッスルスーツ」、コロナの影響で新たなニーズも
https://news.livedoor.com/article/detail/18111113/

2020/04/13 WEB ORICON NEWS オリコン株式会社 販売1万台突破の「マッスルスーツ」、コロナの影響で新たなニーズも
https://www.oricon.co.jp/article/1134772/

2020/04/13 WEB Yahoo! ニュース ヤフー株式会社 販売1万台突破の「マッスルスーツ」、コロナの影響で新たなニーズも
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200413-00234262-diamond-

bus_all

2020/04/13 WEB Yahoo! ファイナンス ヤフー株式会社 販売1万台突破の「マッスルスーツ」、コロナの影響で新たなニーズも
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20200413-00234262-diamond-

column

2020/04/13 WEB antenna 株式会社グライダーアソシエイツ
販売1万台突破の「マッスルスーツ」、コロナの影響で新たなニーズも -

スタートアップ＆イノベーション

https://antenna.jp/articles/10419148

2020/04/13 WEB NewsPicks 株式会社ユーザベース
販売1万台突破の「マッスルスーツ」、コロナの影響で新たなニーズも -

スタートアップ＆イノベーション

https://newspicks.com/news/4813148

2020/04/17 WEB PR Times 株式会社PR TIMES
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000041785.html

2020/04/17 WEB @DIME 株式会社小学館
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://dime.jp/company_news/detail/?pr=598797

2020/04/17 WEB @nifty ビジネス ニフティ株式会社
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000

015000041785_1.htm

2020/04/17 WEB BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://news.biglobe.ne.jp/economy/0417/prt_200417_3333933276.html

2020/04/17 WEB BtoBプラットフォーム 業界チャネル 株式会社インフォマート
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/detail.page?IMNEWS4=1920041

2020/04/17 WEB Cubeニュース 株式会社キューブ・ソフト
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://news.cube-soft.jp/prtimes/archive.php?id=550196

2020/04/17 WEB infoseekニュース 楽天株式会社
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000015_000041785/

2020/04/17 WEB JORUDAN SOCRA NEWS ジョルダン株式会社
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000015A00004

1785

2020/04/17 WEB NewsCafe 株式会社イード
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20200417/461699.html

2020/04/17 WEB SEOTOOLSニュース ブラストホールディングス株式会社
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

http://www.seotools.jp/news/id_000000015.000041785.html

2020/04/17 WEB STRAIGHT PRESS 株式会社マッシュメディア
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000015.000041785

2020/04/17 WEB イザ！ 株式会社産経デジタル
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/200417/prl20041712220117

-n1.html

2020/04/17 WEB エキサイトニュース エキサイト株式会社
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-04-17-41785-15/

2020/04/17 WEB とれまがニュース 株式会社サイトスコープ
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://news.toremaga.com/release/others/1520490.html

2020/04/17 WEB ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://news.nicovideo.jp/watch/nw7049533

2020/04/17 WEB マピオンニュース 株式会社 ONE COMPATH
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://www.mapion.co.jp/news/release/000000015.000041785-all/

2020/04/17 WEB 財経新聞 株式会社財経新聞社
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://www.zaikei.co.jp/releases/988316/

2020/04/17 WEB 産経ニュース 株式会社産経デジタル
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://www.sankei.com/economy/news/200417/prl2004170115-n1.html

2020/04/17 WEB 時事ドットコム 株式会社時事通信社
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000015.000041785&g=prt

2020/04/17 WEB 時事メディカル 株式会社時事通信社
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://medical.jiji.com/prtimes/11977

2020/04/17 WEB 読売新聞オンライン 株式会社読売新聞東京本社
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/00000001500004178

5.html

2020/04/17 WEB All About NEWS 株式会社オールアバウト
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://news.allabout.co.jp/articles/p/000000015.000041785/

2020/04/17 WEB JBpress 株式会社日本ビジネスプレス
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/5e99c8677765611296040000

2020/04/17 WEB おたくま経済新聞 シー・エス・ティー・エンターテインメント株式会社
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://otakei.otakuma.net/archives/prtimes/000000015-000041785

2020/04/17 WEB プレジデントオンライン 株式会社プレジデント社
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://president.jp/ud/pressrelease/5e99c86f77656136f3040000

2020/04/17 WEB フレッシュアイニュース デジアナコミュニケーションズ株式会社
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20200417100000

_pr_pr000000015-000041785/a/index.html

2020/04/17 WEB 朝日新聞デジタル＆M 株式会社朝日新聞社
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_11580029/

2020/04/17 WEB 東洋経済オンライン 株式会社東洋経済新報社
「マッスルスーツEvery」が限定51台6,210円に！　イノフィス【父の

日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン

https://toyokeizai.net/ud/pressrelease/5e99bac57765613c9a010000

2020/04/17 WEB インナビネット 株式会社インナービジョン
イノフィス，【父の日・母の日に＃贈る筋肉】キャンペーン実施「マッスル

スーツ Every」が限定51台 6,210円に

https://www.innervision.co.jp/products/release/20200610

https://www.foods-ch.com/news/prt_61425/
https://president.jp/ud/pressrelease/5e901d4b7765612345280000
https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20200410154508_pr_pr000000014-000041785/a/index.html
https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20200410154508_pr_pr000000014-000041785/a/index.html
https://www.mapion.co.jp/news/release/000000014.000041785-all/
https://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/5e901dfb77656139f4280000
https://www.zaikei.co.jp/releases/984797/
https://www.sankei.com/economy/news/200410/prl2004100303-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000014.000041785&g=prt
https://medical.jiji.com/prtimes/11708
https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_11392697/
https://toyokeizai.net/ud/pressrelease/5e901d9b7765617f2d0c0000
https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/000000014000041785.html
https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/000000014000041785.html
https://www.lnews.jp/2020/04/m0410405.html
https://feedclass.com/posts/LytoE5jF
https://this.kiji.is/621229019317355617
https://online.logi-biz.com/23698/
https://www.jacom.or.jp/shizai/news/2020/04/200413-41179.php
https://diamond.jp/articles/-/234262
https://news.nifty.com/article/magazine/12126-628451/
https://news.biglobe.ne.jp/economy/0413/dol_200413_6533914888.html
https://news.livedoor.com/article/detail/18111113/
https://www.oricon.co.jp/article/1134772/
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200413-00234262-diamond-bus_all
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200413-00234262-diamond-bus_all
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20200413-00234262-diamond-column
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20200413-00234262-diamond-column
https://antenna.jp/articles/10419148
https://newspicks.com/news/4813148
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000041785.html
https://dime.jp/company_news/detail/?pr=598797
https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000015000041785_1.htm
https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000015000041785_1.htm
https://news.biglobe.ne.jp/economy/0417/prt_200417_3333933276.html
https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/detail.page?IMNEWS4=1920041
https://news.cube-soft.jp/prtimes/archive.php?id=550196
https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000015_000041785/
https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000015A000041785
https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000015A000041785
https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20200417/461699.html
http://www.seotools.jp/news/id_000000015.000041785.html
https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000015.000041785
https://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/200417/prl20041712220117-n1.html
https://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/200417/prl20041712220117-n1.html
https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-04-17-41785-15/
https://news.toremaga.com/release/others/1520490.html
https://news.nicovideo.jp/watch/nw7049533
https://www.mapion.co.jp/news/release/000000015.000041785-all/
https://www.zaikei.co.jp/releases/988316/
https://www.sankei.com/economy/news/200417/prl2004170115-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000015.000041785&g=prt
https://medical.jiji.com/prtimes/11977
https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/000000015000041785.html
https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/000000015000041785.html
https://news.allabout.co.jp/articles/p/000000015.000041785/
https://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/5e99c8677765611296040000
https://otakei.otakuma.net/archives/prtimes/000000015-000041785
https://president.jp/ud/pressrelease/5e99c86f77656136f3040000
https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20200417100000_pr_pr000000015-000041785/a/index.html
https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20200417100000_pr_pr000000015-000041785/a/index.html
https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_11580029/
https://toyokeizai.net/ud/pressrelease/5e99bac57765613c9a010000
https://www.innervision.co.jp/products/release/20200610


2020/04/17 WEB WORK MASTER 株式会社マッシュメディア イノフィス、「父の日・母の日に＃贈る筋肉」キャンペーン実施
https://www.work-master.net/2020184904

2020/04/17 WEB 農業協同組合新聞 一般社団法人農協協会
父の日・母の日に＃贈る筋肉　51台限定で6210円の破格値に　イ

ノフィス「マッスルスーツEvery」

https://www.jacom.or.jp/shizai/news/2020/04/200417-41294.php

2020/04/19 WEB BCN+R 株式会社BCN
帰省できず会えない両親に「マッスルスーツ」をプレゼント、51台限定で

6210円

https://www.bcnretail.com/market/detail/20200419_168571.html

2020/04/19 WEB @nifty ニュース ニフティ株式会社
帰省できず会えない両親に「マッスルスーツ」をプレゼント、51台限定で

6210円

https://news.nifty.com/article/technology/product/12110-168571/

2020/04/19 WEB BCN+R - This kiji is 株式会社BCN
帰省できず会えない両親に「マッスルスーツ」をプレゼント、51台限定で

6210円

https://this.kiji.is/624364632935580769

2020/04/19 WEB dmenu ニュース 株式会社NTTドコモ
帰省できず会えない両親に「マッスルスーツ」をプレゼント、51台限定で

6210円

http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/bcnretail/trend/bcnretail-168571

2020/04/19 WEB feedclassニュース 非法人運営
帰省できず会えない両親に「マッスルスーツ」をプレゼント、51台限定で

6210円

https://feedclass.com/posts/laCM8xk0

2020/04/19 WEB goo ニュース エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
帰省できず会えない両親に「マッスルスーツ」をプレゼント、51台限定で

6210円

https://news.goo.ne.jp/article/bcnretail/trend/bcnretail-168571.html

2020/04/19 WEB GREE グリー株式会社
帰省できず会えない両親に「マッスルスーツ」をプレゼント、51台限定で

6210円

http://jp.news.gree.net/news/entry/3607562

2020/04/19 WEB livedoor ニュース LINE株式会社
帰省できず会えない両親に「マッスルスーツ」をプレゼント、51台限定で

6210円

https://news.livedoor.com/article/detail/18142061/

2020/04/19 WEB mixi ニュース 株式会社ミクシィ
帰省できず会えない両親に「マッスルスーツ」をプレゼント、51台限定で

6210円

https://news.mixi.jp/view_news.pl?id=6052562&media_id=87

2020/04/19 WEB NEWS Collect ノアドット株式会社
帰省できず会えない両親に「マッスルスーツ」をプレゼント、51台限定で

6210円

https://newscollect.jp/article/?id=624364632935580769

2020/04/19 WEB Yahoo! ニュース ヤフー株式会社
帰省できず会えない両親に「マッスルスーツ」をプレゼント、51台限定で

6210円

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200419-00168571-bcn-sci

2020/04/19 WEB ウレぴあ総研 ぴあ株式会社
帰省できず会えない両親に「マッスルスーツ」をプレゼント、51台限定で

6210円

https://ure.pia.co.jp/articles/-/715559

2020/04/19 WEB エキサイトニュース エキサイト株式会社
帰省できず会えない両親に「マッスルスーツ」をプレゼント、51台限定で

6210円

https://www.excite.co.jp/news/article/BcnRetail_168571/

2020/04/19 WEB グノシー 株式会社Gunosy
帰省できず会えない両親に「マッスルスーツ」をプレゼント、51台限定で

6210円

https://gunosy.com/articles/e7i5w

2020/04/19 WEB ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ
帰省できず会えない両親に「マッスルスーツ」をプレゼント、51台限定で

6210円

https://news.nicovideo.jp/watch/nw7064840

2020/04/20 WEB Gizmodo Japan 株式会社メディアジーン
よい子のみんな！ 母の日・父の日でマッスルスーツが台数限定6,210

円だ！

https://www.gizmodo.jp/2020/04/muscle-suit-campaign.html

2020/04/20 WEB antenna 株式会社グライダーアソシエイツ
よい子のみんな！ 母の日・父の日でマッスルスーツが台数限定6,210

円だ！

https://antenna.jp/articles/10459810

2020/04/20 WEB au Webポータル KDDI株式会社
よい子のみんな！ 母の日・父の日でマッスルスーツが台数限定6,210

円だ！

https://article.auone.jp/detail/1/3/7/32_7_r_20200420_15873660837956
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2020/04/20 WEB BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社
よい子のみんな！ 母の日・父の日でマッスルスーツが台数限定6,210

円だ！

https://news.biglobe.ne.jp/it/0420/giz_200420_1005639978.html

2020/04/20 WEB dmenu ニュース 株式会社NTTドコモ
よい子のみんな！ 母の日・父の日でマッスルスーツが台数限定6,210

円だ！

http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/gizmodo/trend/gizmodo-

211395?fm=latestnews

2020/04/20 WEB goo ニュース エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
よい子のみんな！ 母の日・父の日でマッスルスーツが台数限定6,210

円だ！

https://news.goo.ne.jp/article/gizmodo/trend/gizmodo-211395.html

2020/04/20 WEB infoseekニュース 楽天株式会社
よい子のみんな！ 母の日・父の日でマッスルスーツが台数限定6,210

円だ！

https://news.infoseek.co.jp/article/gizmodo_isnews_211395/

2020/04/20 WEB livedoor ニュース LINE株式会社
よい子のみんな！ 母の日・父の日でマッスルスーツが台数限定6,210

円だ！

https://news.livedoor.com/article/detail/18147920/

2020/04/20 WEB msnニュース 日本マイクロソフト株式会社
よい子のみんな！ 母の日・父の日でマッスルスーツが台数限定6,210

円だ！

https://www.msn.com/ja-

jp/news/opinion/%e3%82%88%e3%81%84%e5%ad%90%e3%81%ae%e

3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%ef%bc%81-
2020/04/20 WEB NewsPicks 株式会社ユーザベース

よい子のみんな！ 母の日・父の日でマッスルスーツが台数限定6,210

円だ！

https://newspicks.com/news/4834954

2020/04/20 WEB Yahoo! ニュース ヤフー株式会社
よい子のみんな！ 母の日・父の日でマッスルスーツが台数限定6,210

円だ！

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200420-00000009-giz-prod

2020/04/20 WEB エキサイトニュース エキサイト株式会社
よい子のみんな！ 母の日・父の日でマッスルスーツが台数限定6,210

円だ！

https://www.excite.co.jp/news/article/Gizmodo_202004_muscle-suit-

campaign/

2020/04/20 WEB ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ
よい子のみんな！ 母の日・父の日でマッスルスーツが台数限定6,210

円だ！

https://news.nicovideo.jp/watch/nw7074883?news_ref=60_60

2020/04/20 WEB めるも GMOアドマーケティング株式会社
よい子のみんな！ 母の日・父の日でマッスルスーツが台数限定6,210

円だ！

https://news.merumo.ne.jp/article/genre/9645365

2020/04/20 WEB ニュートピ！ 株式会社アドウェイズ
よい子のみんな！ 母の日・父の日でマッスルスーツが台数限定6,210

円だ！ | ギズモード・ジャパン

https://newstopics.jp/url/11031908

2020/04/21 WEB デイリーポータル Z ニフティ株式会社 マッスルスーツを着てゴリラのマネをすると笑ってしまう
https://dailyportalz.jp/kiji/muscle-suit_make_me_laugh

2020/04/21 WEB Ceron 株式会社クリエ14
マッスルスーツを着てゴリラのマネをすると笑ってしまう :: デイリーポータ

ルZ

https://ceron.jp/url/dailyportalz.jp/kiji/muscle-suit_make_me_laugh

2020/04/21 WEB ニュートピ！ 株式会社アドウェイズ
マッスルスーツを着てゴリラのマネをすると笑ってしまう :: デイリーポータ

ルZ

https://newstopics.jp/url/11048042

2020/04/21 WEB はてなブックマーク 株式会社はてな
マッスルスーツを着てゴリラのマネをすると笑ってしまう :: デイリーポータ

ルZ

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/dailyportalz.jp/kiji/muscle-

suit_make_me_laugh

2020/04/23 WEB 価格.comマガジン 株式会社カカクコム
CMで話題の「マッスルスーツ」ってすごいの？ メーカーに使い方を聞い

てきた！

https://kakakumag.com/houseware/?id=15306&lid=k_topics_article_1530
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2020/04/23 WEB Yahoo! ニュース ヤフー株式会社
CMで話題の「マッスルスーツ」ってすごいの？ メーカーに使い方を聞い

てきた！

https://article.yahoo.co.jp/detail/a2d714353119fb45bfe18d13b9bd91b7ee

362fb1

2020/04/24 WEB 日流ウェブ 株式会社日本流通産業新聞社
【こだわり商品開発】　イノフィス〈「マッスルスーツＥｖｅｒｙ（エブ

リィ）」〉／人工筋肉で力仕事を補助

https://www.bci.co.jp/netkeizai/serial/2726

2020/04/24 WEB 日流ウェブ 株式会社日本流通産業新聞社
イノフィス〈「マッスルスーツＥｖｅｒｙ（エブリィ）」〉　ＥＣサイトを開

設／人工筋肉で力仕事を補助

https://www.bci.co.jp/nichiryu/article/6920

2020/04/27 WEB Insta Lab(インスタラボ) - 【母の日 編】Twitterキャンペーン・プロモーション事例まとめ
https://find-model.jp/insta-lab/twitter-campaign-mothers-day/

2020/04/27 WEB ZUU online 株式会社ZUU パワードスーツの開発が進む　企業・国の開発動向
https://zuuonline.com/archives/212242

2020/05/01 WEB TBSラジオ FM90.5+AM954 株式会社TBSラジオ 外山惠理、レベルアップ！？カウンタークロスを手に入れた！
https://www.tbsradio.jp/479239

2020/05/05 WEB 日本経済新聞 株式会社日本経済新聞社 アシストスーツ、スタートアップが仕掛ける価格破壊
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58413580T20C20A4XY0000/

2020/05/05 WEB みんなの介護ニュース -
世界初・10万円台の「パワーアシストスーツ」誕生！大学発ベンチャー

が介護の負担軽減に挑む

https://www.minnanokaigo.com/news/visionary/no39/

2020/05/07 WEB トレーダーズ・ウェブ 株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ 
今日の株価材料－金正恩氏　3週間ぶりに動静報道　北朝鮮メディ

ア

https://www.traders.co.jp/news/news_top.asp?prm=no&type=1&newscod

e=1526648

2020/05/07 WEB AnswersNews 株式会社クイック
東和薬品 新事業創出へ動き活発化…認知症や介護などに相次ぎ

投資

https://answers.ten-navi.com/pharmanews/18285/

2020/05/11 WEB 物流ウィークリー 株式会社物流産業新聞社 イノフィス　マッスルスーツの公式通販サイトオープン
https://weekly-net.co.jp/news/102241/

2020/05/12 WEB PR Times 株式会社PR TIMES
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000041785.html

2020/05/12 WEB インナビネット 株式会社インナービジョン
今こそ，「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無

償レンタル -介護事業者・介護施設限定で【先着20台】募集-

https://www.innervision.co.jp/congress-event/event/musclesuit0512

2020/05/12 WEB @nifty ビジネス ニフティ株式会社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000

016000041785_1.htm

2020/05/12 WEB All About NEWS 株式会社オールアバウト
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://news.allabout.co.jp/articles/p/000000016.000041785/

2020/05/12 WEB BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://news.biglobe.ne.jp/economy/0512/prt_200512_8615702379.html

2020/05/12 WEB BtoBプラットフォーム 業界チャネル 株式会社インフォマート
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://b2b-

ch.infomart.co.jp/news/detail.page;JSESSIONID_B2BCH=bc69ebe6ad5bc3

785ebfab96272d?IMNEWS4=1951978
2020/05/12 WEB Cubeニュース 株式会社キューブ・ソフト

今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://news.cube-soft.jp/prtimes/archive.php?id=560571

https://www.work-master.net/2020184904
https://www.jacom.or.jp/shizai/news/2020/04/200417-41294.php
https://www.bcnretail.com/market/detail/20200419_168571.html
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https://this.kiji.is/624364632935580769
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/bcnretail/trend/bcnretail-168571
https://feedclass.com/posts/laCM8xk0
https://news.goo.ne.jp/article/bcnretail/trend/bcnretail-168571.html
http://jp.news.gree.net/news/entry/3607562
https://news.livedoor.com/article/detail/18142061/
https://news.mixi.jp/view_news.pl?id=6052562&media_id=87
https://newscollect.jp/article/?id=624364632935580769
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200419-00168571-bcn-sci
https://ure.pia.co.jp/articles/-/715559
https://www.excite.co.jp/news/article/BcnRetail_168571/
https://gunosy.com/articles/e7i5w
https://news.nicovideo.jp/watch/nw7064840
https://www.gizmodo.jp/2020/04/muscle-suit-campaign.html
https://antenna.jp/articles/10459810
https://article.auone.jp/detail/1/3/7/32_7_r_20200420_1587366083795612
https://article.auone.jp/detail/1/3/7/32_7_r_20200420_1587366083795612
https://news.biglobe.ne.jp/it/0420/giz_200420_1005639978.html
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http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/gizmodo/trend/gizmodo-211395?fm=latestnews
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https://news.infoseek.co.jp/article/gizmodo_isnews_211395/
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https://www.msn.com/ja-jp/news/opinion/%e3%82%88%e3%81%84%e5%ad%90%e3%81%ae%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%ef%bc%81-%e6%af%8d%e3%81%ae%e6%97%a5%e3%83%bb%e7%88%b6%e3%81%ae%e6%97%a5%e3%81%a7%e3%83%9e%e3%83%83%e3%82%b9%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%84%e3%81%8c%e5%8f%b0%e6%95%b0%e9%99%90%e5%ae%9a6210%e5%86%86%e3%81%a0%ef%bc%81/ar-BB12TEoV
https://newspicks.com/news/4834954
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200420-00000009-giz-prod
https://www.excite.co.jp/news/article/Gizmodo_202004_muscle-suit-campaign/
https://www.excite.co.jp/news/article/Gizmodo_202004_muscle-suit-campaign/
https://news.nicovideo.jp/watch/nw7074883?news_ref=60_60
https://news.merumo.ne.jp/article/genre/9645365
https://newstopics.jp/url/11031908
https://dailyportalz.jp/kiji/muscle-suit_make_me_laugh
https://ceron.jp/url/dailyportalz.jp/kiji/muscle-suit_make_me_laugh
https://newstopics.jp/url/11048042
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/dailyportalz.jp/kiji/muscle-suit_make_me_laugh
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/dailyportalz.jp/kiji/muscle-suit_make_me_laugh
https://kakakumag.com/houseware/?id=15306&lid=k_topics_article_15306
https://kakakumag.com/houseware/?id=15306&lid=k_topics_article_15306
https://article.yahoo.co.jp/detail/a2d714353119fb45bfe18d13b9bd91b7ee362fb1
https://article.yahoo.co.jp/detail/a2d714353119fb45bfe18d13b9bd91b7ee362fb1
https://www.bci.co.jp/netkeizai/serial/2726
https://www.bci.co.jp/nichiryu/article/6920
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https://zuuonline.com/archives/212242
https://www.tbsradio.jp/479239
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58413580T20C20A4XY0000/
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2020/05/12 WEB infoseekニュース 楽天株式会社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000016_000041785/

2020/05/12 WEB JBpress 株式会社日本ビジネスプレス
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/5eba312377656127a62a0000

2020/05/12 WEB JORUDAN SOCRA NEWS ジョルダン株式会社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000016A00004

1785

2020/05/12 WEB NewsCafe 株式会社イード
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20200512/472044.html

2020/05/12 WEB ORICON NEWS オリコン株式会社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://www.oricon.co.jp/pressrelease/642909/

2020/05/12 WEB SEOTOOLSニュース ブラストホールディングス株式会社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

http://www.seotools.jp/news/id_000000016.000041785.html

2020/05/12 WEB STRAIGHT PRESS 株式会社マッシュメディア
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000016.000041785

2020/05/12 WEB イザ！ 株式会社産経デジタル
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/200512/prl20051213410213-

n1.html

2020/05/12 WEB ウレぴあ総研 ぴあ株式会社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://ure.pia.co.jp/articles/-/726249

2020/05/12 WEB エキサイトニュース エキサイト株式会社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-05-12-41785-16/

2020/05/12 WEB おたくま経済新聞 シー・エス・ティー・エンターテインメント株式会社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://otakei.otakuma.net/archives/prtimes/000000016-000041785

2020/05/12 WEB とれまがニュース 株式会社サイトスコープ
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://news.toremaga.com/release/others/1534246.html

2020/05/12 WEB ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://news.nicovideo.jp/watch/nw7241154

2020/05/12 WEB プレジデントオンライン 株式会社プレジデント社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://president.jp/ud/pressrelease/5eba312e7765613e202a0000

2020/05/12 WEB フレッシュアイニュース デジアナコミュニケーションズ株式会社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20200512110000

_pr_pr000000016-000041785/a/index.html

2020/05/12 WEB 現代ビジネス 株式会社講談社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/5eba31d37765613f2f2a0000

2020/05/12 WEB 財経新聞 株式会社財経新聞社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://www.zaikei.co.jp/releases/1001315/

2020/05/12 WEB 産経ニュース 株式会社産経デジタル
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://www.sankei.com/economy/news/200512/prl2005120213-n1.html

2020/05/12 WEB 時事ドットコム 株式会社時事通信社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000016.000041785&g=prt

2020/05/12 WEB 時事メディカル 株式会社時事通信社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://medical.jiji.com/prtimes/13002

2020/05/12 WEB 朝日新聞デジタル＆M 株式会社朝日新聞社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_12183326/

2020/05/12 WEB 東洋経済オンライン 株式会社東洋経済新報社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://toyokeizai.net/ud/pressrelease/5eba319e776561024e480000

2020/05/12 WEB 読売新聞オンライン 株式会社読売新聞東京本社
今こそ、「支える人」を支えたい！「マッスルスーツEvery」を2週間無償

レンタル

https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/00000001600004178

5.html

2020/05/15 WEB STORY 株式会社光文社
親の健康を気遣いたいときにオススメ！最新「健康家電」【もちろん自

分が使っても楽】

https://storyweb.jp/lifestyle/116548/

2020/05/18 WEB 日本経済新聞 株式会社日本経済新聞社 東京理科大、企業数3倍　事業化ありきで研究
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO59167460V10C20A5FFT000/

2020/05/18 WEB 建通新聞 株式会社建通新聞社 矢野商店　マッスルスーツの取り扱いを開始
https://www.kentsu.co.jp/webnews/html_top/200515200017.html

2020/05/20 WEB 福島民報 株式会社福島民報社
２１日介護ロボ貸し出し説明会　郡山のふくしま医療機器産業推進

機構

https://www.minpo.jp/news/moredetail/2020052075635

2020/05/20 WEB Yahoo! ニュース ヤフー株式会社
２１日介護ロボ貸し出し説明会　郡山のふくしま医療機器産業推進

機構

https://news.yahoo.co.jp/articles/7aaa8ea7515d132dc11d2a461f0f5a7833

f89413

2020/05/20 WEB 福島民報 - This kiji is 株式会社福島民報社
21日介護ロボ貸し出し説明会　郡山のふくしま医療機器産業推進

機構

https://this.kiji.is/635642296399414369

2020/05/20 WEB dmenu ニュース 株式会社NTTドコモ
２１日介護ロボ貸し出し説明会　郡山のふくしま医療機器産業推進

機構

https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/fminpo/region/fminpo-

20200520095327

2020/05/20 WEB goo ニュース エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
２１日介護ロボ貸し出し説明会　郡山のふくしま医療機器産業推進

機構

https://news.goo.ne.jp/article/fminpo/region/fminpo-

20200520095327.html

2020/05/20 WEB KFB福島放送 株式会社福島放送 ２１日介護ロボ貸し出し説明会　郡山市
http://www.kfb.co.jp/news/fukushima/archive/202005208.html

2020/05/29 WEB テレビ東京 株式会社テレビ東京
新型コロナと闘う　ベンチャー社長（２）【特命！池上ベンチャーズ特

別編】

https://www.tv-tokyo.co.jp/news/original/2020/05/29/011341.html

2020/06/01 WEB JPubb レッドクルーズ株式会社 株式会社イノフィスへ決済サービスの提供を開始
http://www.jpubb.com/press/2414518/

2020/06/01 WEB BtoBプラットフォーム 業界チャネル 株式会社インフォマート 株式会社イノフィスへ決済サービスの提供を開始
https://b2b-

ch.infomart.co.jp/news/detail.page;JSESSIONID_B2BCH=2a6cb30db412ba

3563e53695c01c?IMNEWS1=1995619
2020/06/04 WEB ペイメントナビ 株式会社TIプランニング

イノフィスへ決済サービス提供、マッスルスーツEveryの販売支援（オリ

コ）

https://paymentnavi.com/paymentnews/95250.html

https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000016_000041785/
https://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/5eba312377656127a62a0000
https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000016A000041785
https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000016A000041785
https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20200512/472044.html
https://www.oricon.co.jp/pressrelease/642909/
http://www.seotools.jp/news/id_000000016.000041785.html
https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000016.000041785
http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/200512/prl20051213410213-n1.html
http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/200512/prl20051213410213-n1.html
https://ure.pia.co.jp/articles/-/726249
https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-05-12-41785-16/
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