
新聞・雑誌

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

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

2020/06/08 新聞 新聞研究往来 新聞研究往来社 STAY HOME 特別企画 「シャンシャンが家にくる日。」

2020/06/10 新聞 シルバー産業新聞 シルバー産業新聞社 着る筋肉で腰痛予防　「マッスルスーツ Every」　＝イノフィス＝

2020/06/25 新聞 日本物流新聞 日本物流新聞社
現場改善待ったなし！　イノフィス　重量物運搬時などの腰の負担を

軽減　マッスルスーツEvery

2020/07/10 新聞 シルバー産業新聞 シルバー産業新聞社 イノフィス 「マッスルスーツ Every」　中腰姿勢からの抱き上げが楽に

2020/07/11 新聞 日本経済新聞 日本経済新聞社東京本社
くらし探検隊　重労働 腰を痛めぬ安心感　アシストスーツ着て作業し

てみた

2020/07/15 新聞 建設新聞 仙台 建設新聞社
丸か建設と七十七銀行中新田支店　マッスルスーツなど福祉施設に

寄付　私募債手数料を活用

2020/07/21 新聞 読売新聞（大阪） 読売新聞大阪本社 ビジネス潮流　ロボットで変わる農業 [上]　収穫アシスト 体は楽々

2020/07/23 新聞 日本農業新聞 日本農業新聞 中腰姿勢も作業楽ちん　神奈川県綾瀬市 アシストスーツ説明

2020/07/25 雑誌 PC-Webzine ディーアイエスアートワークス
ヒト、モノ、コトがつながる社会へ　IoT ビジネス調査報告書　アシスト

スーツで装着者の負担を把握

2020/07/27 新聞 農村ニュース 国際農業社 台湾で販売開始　イノフィス

2020/07/29 新聞 日刊工業新聞（東京） 日刊工業新聞社
経済透視図 （20）　介護現場 テクノロジーで改善　価格・内容 

浸透のカギ　SMBC日興証券第二公開引受部 IPO アナリスト課　

2020/08/01 雑誌 月刊消費者信用 金融財政事情研究会 ニュースボード　イノフィスに決算サービスを提供

2020/08/04 雑誌 日経トレンディ 日経BP社
介護未満の 親と実家の問題解決　自分や家族のためにもなる 親問

題を解決する テクノロジー＆商品・サービスが続々

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

2020/06/01 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=2a6cb30db412ba3

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

2020/06/27 WEB ZAKZAK 株式会社産経デジタル
【人工関節置換手術　最新現場を追う】合併症などさまざまなリスク

を軽減するため…正確に手術ができる機械でアシスト （2/2ペー
https://www.zakzak.co.jp/lif/news/200627/hea2006270001-n2.html

2020/07/02 WEB イプロス製造業 株式会社イプロス イノフィス社製｜マッスルスーツ『Every』の取り扱い開始！ https://www.ipros.jp/news/detail/63299

2020/07/03 WEB dmenu ニュース 株式会社NTTドコモ
【人工関節置換手術　最新現場を追う】合併症などさまざまなリスク

を軽減するため…正確に手術ができる機械でアシスト
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/fuji/life/fuji-hea2006270001

2020/07/03 WEB goo ニュース エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
【人工関節置換手術　最新現場を追う】合併症などさまざまなリスク

を軽減するため…正確に手術ができる機械でアシスト
https://news.goo.ne.jp/article/fuji/life/fuji-hea2006270001.html

2020/07/03 WEB infoseekニュース 楽天株式会社
【人工関節置換手術　最新現場を追う】合併症などさまざまなリスク

を軽減するため…正確に手術ができる機械でアシスト
https://news.infoseek.co.jp/article/00fujihea2006270001/

2020/07/03 WEB livedoor ニュース LINE株式会社
【人工関節置換手術　最新現場を追う】合併症などさまざまなリスク

を軽減するため…正確に手術ができる機械でアシスト
https://news.livedoor.com/article/detail/18515906/

2020/07/03 WEB msnニュース 日本マイクロソフト株式会社
【人工関節置換手術 最新現場を追う】合併症などさまざまなリスクを

軽減するため…正確に手術ができる機械でアシスト
https://www.msn.com/ja-

jp/news/opinion/%E3%80%90%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E9%96%A2%E

2020/07/03 WEB Yahoo! ニュース ヤフー株式会社
人工関節置換手術・最新現場を追う　合併症などさまざまなリスクを

軽減するため…正確に手術ができる機械でアシスト
https://news.yahoo.co.jp/articles/8ea30eb1b0b9e4be77794be1114e9ee434

e39459

2020/07/08 WEB JPubb レッドクルーズ株式会社 2020年度介護ロボット導入支援事業の募集について http://www.jpubb.com/press/2451986/

2020/07/08 WEB livedoor ニュース LINE株式会社
高まるニーズ、電源不要の着る筋肉！ イノフィス マッスルスーツ

Every が作業現場の救世主に
https://news.livedoor.com/article/detail/18540201/

2020/07/08 WEB NEWS Collect ノアドット株式会社
高まるニーズ、電源不要の着る筋肉！ イノフィス マッスルスーツ

Every が作業現場の救世主に
https://newscollect.jp/article/?id=653499700271498337

2020/07/08 WEB エキサイトニュース エキサイト株式会社
高まるニーズ、電源不要の着る筋肉！ イノフィス マッスルスーツ

Every が作業現場の救世主に
https://www.excite.co.jp/news/article/TetsudoCh_10512401/

2020/07/08 WEB ガジェット通信 株式会社東京産業新聞社
高まるニーズ、電源不要の着る筋肉！ イノフィス マッスルスーツ

Every が作業現場の救世主に
https://getnews.jp/archives/2621504

2020/07/08 WEB ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ
高まるニーズ、電源不要の着る筋肉！ イノフィス マッスルスーツ

Every が作業現場の救世主に
https://news.nicovideo.jp/watch/nw7600876

2020/07/08 WEB 鉄道チャンネル 株式会社エキスプレス
高まるニーズ、電源不要の着る筋肉！ イノフィス マッスルスーツ

Every が作業現場の救世主に
https://tetsudo-ch.com/10512401.html

2020/07/08 WEB Tokyo Chips -
高まるニーズ、電源不要の着る筋肉！ イノフィス マッスルスーツ

Every が作業現場の救世主に
https://tokyochips.tokyo/contents/2020/07/08/%e9%ab%98%e3%81%be

%e3%82%8b%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%81%e9%9

2020/07/08 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 2020年度介護ロボット導入支援事業の募集について https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/detail.page?IMNEWS1=2052747

2020/07/08 WEB BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社
高まるニーズ、電源不要の着る筋肉！ イノフィス マッスルスーツ

Every が作業現場の救世主に
https://news.biglobe.ne.jp/trend/0708/tcs_200708_9830812334.html

2020/07/10 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，マッスルスーツEvery，台湾で販売開始マッスルスーツ

Every公式ブランドサイト 繫体字版をオープン
https://www.innervision.co.jp/products/release/20200831

2020/07/10 WEB PR Times 株式会社PR TIMES マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000041785.html

2020/07/10 WEB All About NEWS 株式会社オールアバウト マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://news.allabout.co.jp/articles/p/000000017.000041785/

2020/07/10 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 マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://b2b-

ch.infomart.co.jp/news/detail.page;JSESSIONID_B2BCH=6e7997bb6444b67

2020/07/10 WEB JBpress 株式会社日本ビジネスプレス マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/5f07eb997765617176100000

2020/07/10 WEB NewsCafe 株式会社イード マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20200710/504688.html

2020/07/10 WEB ORICON NEWS オリコン株式会社 マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://www.oricon.co.jp/pressrelease/676615/

2020/07/10 WEB PRESIDENT Online 株式会社プレジデント社 マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://president.jp/ud/pressrelease/5f07eba17765618a07100000

2020/07/10 WEB STRAIGHT PRESS 株式会社マッシュメディア マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000017.000041785

2020/07/10 WEB イザ！ 株式会社産経デジタル マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/200710/prl20071013090152-

n1.html

2020/07/10 WEB ウレぴあ総研 ぴあ株式会社 マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://ure.pia.co.jp/articles/-/771526

2020/07/10 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 マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://otakei.otakuma.net/archives/prtimes/000000017-000041785

2020/07/10 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、台湾で販売開始 https://www.jiji.com/jc/article?k=000000017.000041785&g=prt

2020/07/10 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、台湾で販売開始 https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/000000017000041785.

html

2020/07/10 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、マッスルスーツ「Every」を台湾

で発売
https://online.logi-biz.com/28123/

2020/07/10 WEB LNEWS 株式会社ロジスティクス・パートナー イノフィス／台湾でマッスルスーツの販売開始 https://www.lnews.jp/2020/07/m0710405.html

2020/07/10 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／台湾でマッスルスーツの販売開始 https://this.kiji.is/654180348838184033

2020/07/10 WEB Logistics Today Logistics Today運営事務局 エブリィ、マッスルスーツを台湾で販売開始 https://www.logi-today.com/386264

2020/07/10 WEB @DIME 株式会社小学館 マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://dime.jp/company_news/detail/?pr=640500

2020/07/10 WEB @nifty ビジネス ニフティ株式会社 マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt0000000

17000041785_1.htm

2020/07/10 WEB BEST TIMES 株式会社ベストセラーズ マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/press_release/579524

2020/07/10 WEB BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社 マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://news.biglobe.ne.jp/economy/0710/prt_200710_5278050198.html

http://www.jpubb.com/press/2414518/
https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/detail.page;JSESSIONID_B2BCH=2a6cb30db412ba3563e53695c01c?IMNEWS1=1995619
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https://www.msn.com/ja-jp/news/opinion/%E3%80%90%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E9%96%A2%E7%AF%80%E7%BD%AE%E6%8F%9B%E6%89%8B%E8%A1%93-%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E3%82%92%E8%BF%BD%E3%81%86%E3%80%91%E5%90%88%E4%BD%B5%E7%97%87%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%96%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%92%E8%BB%BD%E6%B8%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E2%80%A6%E6%AD%A3%E7%A2%BA%E3%81%AB%E6%89%8B%E8%A1%93%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E3%81%A7%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%88/ar-BB16hQ0M
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2020/07/10 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、台湾で販売開始 https://news.cube-soft.jp/release/593615

2020/07/10 WEB FOODS CHANNEL 株式会社インフォマート マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://www.foods-ch.com/news/prt_67676/

2020/07/10 WEB infoseekニュース 楽天株式会社 マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000017_000041785

2020/07/10 WEB JORUDAN SOCRA NEWS ジョルダン株式会社 マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000017A00004
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2020/07/10 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、台湾で販売開始 http://www.seotools.jp/news/id_000000017.000041785.html

2020/07/10 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、台湾で販売開始 https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-07-10-41785-17/

2020/07/10 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、台湾で販売開始 https://news.toremaga.com/release/others/1577820.html

2020/07/10 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、台湾で販売開始 https://news.nicovideo.jp/watch/nw7615488

2020/07/10 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 マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20200710110003_

pr_pr000000017-000041785/a/index.html

2020/07/10 WEB マピオンニュース 株式会社ONE COMPATH マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://www.mapion.co.jp/news/release/000000017.000041785-all/

2020/07/10 WEB 現代ビジネス 株式会社講談社 マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/5f07efbc7765619123100000

2020/07/10 WEB 財経新聞 株式会社財経新聞社 マッスルスーツEvery、台湾で販売開始 https://www.zaikei.co.jp/releases/1042845/

2020/07/10 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、台湾で販売開始 https://www.sankei.com/economy/news/200710/prl2007100152-n1.html

2020/07/10 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、台湾で販売開始 https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_13912540/

2020/07/10 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、台湾で販売開始 https://toyokeizai.net/ud/pressrelease/5f07ef7d7765616025010000

2020/07/11 WEB NIKKEI STYLE 株式会社日本経済新聞社 アシストスーツ試した　重いものを楽々、腰の負担軽く https://style.nikkei.com/article/DGXKZO61338160Z00C20A7W11300

2020/07/13 WEB WORK MASTER 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」を台湾で販売開始 https://www.work-master.net/2020192370

2020/07/13 WEB CoCoKARAnext アスリート・マーケティング株式会社
腰痛リスクだけじゃない！？この夏、作業現場は「人手不足」「新型コ

ロナ対策」「猛暑」の三重苦…マッスルスーツの人間拡張技術が負担
https://cocokara-next.com/fitness/muscle-suit-every-human-augmentation-

technology/

2020/07/13 WEB グノシー 株式会社Gunosy
腰痛リスクだけじゃない！？この夏、作業現場は「人手不足」「新型コ

ロナ対策」「猛暑」の三重苦&#8230;マッスルスーツの人間拡張技
https://gunosy.com/articles/ew4Ft

2020/07/13 WEB BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社
腰痛リスクだけじゃない！？この夏、作業現場は「人手不足」「新型コ

ロナ対策」「猛暑」の三重苦…マッスルスーツの人間拡張技術が負担
https://news.biglobe.ne.jp/trend/0713/ckn_200713_1884632636.html

2020/07/13 WEB livedoor ニュース LINE株式会社
腰痛リスクだけじゃない！？この夏、作業現場は「人手不足」「新型コ

ロナ対策」「猛暑」の三重苦…マッスルスーツの人間拡張技術が負担
https://news.livedoor.com/article/detail/18566502/

2020/07/13 WEB エキサイトニュース エキサイト株式会社
腰痛リスクだけじゃない！？この夏、作業現場は「人手不足」「新型コ

ロナ対策」「猛暑」の三重苦…マッスルスーツの人間拡張技術が負担
https://www.excite.co.jp/news/article/CocokaraNext_26758/

2020/07/13 WEB ガジェット通信 株式会社東京産業新聞社
腰痛リスクだけじゃない！？この夏、作業現場は「人手不足」「新型コ

ロナ対策」「猛暑」の三重苦…マッスルスーツの人間拡張技術が負担
https://getnews.jp/archives/2629463

2020/07/13 WEB ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ
腰痛リスクだけじゃない！？この夏、作業現場は「人手不足」「新型コ

ロナ対策」「猛暑」の三重苦…マッスルスーツの人間拡張技術が負担
https://news.nicovideo.jp/watch/nw7639186

2020/07/13 WEB LINE NEWS LINE株式会社
腰痛リスクだけじゃない！？この夏、作業現場は「人手不足」「新型コ

ロナ対策」「猛暑」の三重苦…マッスルスーツの人間拡張技術が負担

2020/07/13 WEB マイマガジン NTTドコモ
腰痛リスクだけじゃない！？この夏、作業現場は「人手不足」「新型コ

ロナ対策」「猛暑」の三重苦…マッスルスーツの人間拡張技術が負担

2020/07/13 WEB スマートニュース スマートニュース株式会社
腰痛リスクだけじゃない！？この夏、作業現場は「人手不足」「新型コ

ロナ対策」「猛暑」の三重苦…マッスルスーツの人間拡張技術が負担

2020/07/17 WEB PR Times 株式会社PR TIMES マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000041785.html

2020/07/17 WEB @DIME 株式会社小学館 マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://dime.jp/company_news/detail/?pr=644545

2020/07/17 WEB @nifty ビジネス ニフティ株式会社 マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt0000000

18000041785_1.htm

2020/07/17 WEB All About NEWS 株式会社オールアバウト マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://news.allabout.co.jp/articles/p/000000018.000041785/

2020/07/17 WEB BEST TIMES 株式会社ベストセラーズ マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/press_release/588736/

2020/07/17 WEB BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社 マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://news.biglobe.ne.jp/economy/0717/prt_200717_7965272760.html

2020/07/17 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とTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/detail.page?IMNEWS4=2065262

2020/07/17 WEB infoseekニュース 楽天株式会社 マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000018_000041785/

2020/07/17 WEB JBpress 株式会社日本ビジネスプレス マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/5f1134377765611a6b3c0000

2020/07/17 WEB JORUDAN SOCRA NEWS ジョルダン株式会社 マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000018A00004
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2020/07/17 WEB NewsCafe 株式会社イード マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20200717/508863.html

2020/07/17 WEB ORICON NEWS オリコン株式会社 マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://www.oricon.co.jp/pressrelease/680979/

2020/07/17 WEB PRESIDENT Online 株式会社プレジデント社 マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://president.jp/ud/pressrelease/5f11343f77656143963c0000

2020/07/17 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とTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ http://www.seotools.jp/news/id_000000018.000041785.html

2020/07/17 WEB STRAIGHT PRESS 株式会社マッシュメディア マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000018.000041785

2020/07/17 WEB イザ！ 株式会社産経デジタル マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/200717/prl20071714240249-

n1.html

2020/07/17 WEB ウレぴあ総研 ぴあ株式会社 マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://ure.pia.co.jp/articles/-/777350

2020/07/17 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とTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-07-17-41785-18/

2020/07/17 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とTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://otakei.otakuma.net/archives/prtimes/000000018-000041785

2020/07/17 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とTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://news.toremaga.com/release/others/1583014.html

2020/07/17 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とTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://news.nicovideo.jp/watch/nw7673132

2020/07/17 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とTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20200717110002_

pr_pr000000018-000041785/a/index.html

2020/07/17 WEB マピオンニュース 株式会社ONE COMPATH マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://www.mapion.co.jp/news/release/000000018.000041785-all/

2020/07/17 WEB 現代ビジネス 株式会社講談社 マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/5f1138ba77656104fb3c0000

2020/07/17 WEB 財経新聞 株式会社財経新聞社 マッスルスーツEveryとTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://www.zaikei.co.jp/releases/1047833/

2020/07/17 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とTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://www.sankei.com/economy/news/200717/prl2007170249-n1.html

2020/07/17 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とTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://www.jiji.com/jc/article?k=000000018.000041785&g=prt

2020/07/17 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とTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://medical.jiji.com/prtimes/16297

2020/07/17 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とTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_14131645/

2020/07/17 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とTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://toyokeizai.net/ud/pressrelease/5f11384277656135a82f0000

2020/07/17 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とTBSラジオ『たまむすび』がコラボレーション！ https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/000000018000041785.

html

2020/07/18 WEB dmenu ニュース 株式会社NTTドコモ アシストスーツ試した　重いものを楽々、腰の負担軽く http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/nikkeistyle/life/nikkeistyle-

DGXKZO6133816009072020W11300

2020/07/18 WEB goo ニュース エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 アシストスーツ試した　重いものを楽々、腰の負担軽く https://news.goo.ne.jp/article/nikkeistyle/life/nikkeistyle-

DGXKZO6133816009072020W11300.html

2020/07/18 WEB msnニュース 日本マイクロソフト株式会社 アシストスーツ試した 重いものを楽々、腰の負担軽く https://www.msn.com/ja-

jp/news/opinion/%e3%82%a2%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%88%e3

2020/07/19 WEB Yahoo! ニュース ヤフー株式会社 アシストスーツ試した　重いものを楽々、腰の負担軽く https://news.yahoo.co.jp/articles/0ecab7d3629d211e54a79d614752eb3045
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2020/07/20 WEB TBSラジオ FM90.5+AM954 株式会社TBSラジオ 赤江珠緒、久々にファッションを褒められホクホク顔！？ https://www.tbsradio.jp/502266

2020/07/21 WEB TBSラジオ FM90.5+AM954 株式会社TBSラジオ
「毎週仕事を変えていた！」赤江珠緒、祖父の謎すぎる職種遍歴を

語る
https://www.tbsradio.jp/502659
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https://news.yahoo.co.jp/articles/0ecab7d3629d211e54a79d614752eb30453198b1
https://news.yahoo.co.jp/articles/0ecab7d3629d211e54a79d614752eb30453198b1
https://www.tbsradio.jp/502266
https://www.tbsradio.jp/502659


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

2020/07/22 WEB エキサイトニュース エキサイト株式会社
「毎週仕事を変えていた！」赤江珠緒、祖父の謎すぎる職種遍歴を

語る
https://www.excite.co.jp/news/article/TBSRadio_502659/

2020/07/22 WEB エキサイトニュース エキサイト株式会社 赤江珠緒、久々にファッションを褒められホクホク顔！？ https://www.excite.co.jp/news/article/TBSRadio_502266/

2020/07/22 WEB TBSラジオ FM90.5+AM954 株式会社TBSラジオ
博多大吉、ついに理想のマスクと出会う！「今後は〝ハヤブサ〟のマ

スクでウロウロする」と謎の宣言
https://www.tbsradio.jp/502923

2020/07/23 WEB dmenu ニュース 株式会社NTTドコモ
急激なデジタル化で雇用環境が激変「新卒一括採用は消滅する」、

大内伸哉教授が語る「若者の教育論」
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-

11512

2020/07/23 WEB goo ニュース エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
急激なデジタル化で雇用環境が激変「新卒一括採用は消滅する」、

大内伸哉教授が語る「若者の教育論」
https://news.goo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-11512.html

2020/07/23 WEB TBSラジオ FM90.5+AM954 株式会社TBSラジオ
赤江珠緒＆土屋礼央！お祭りの晴れ姿でお送りした「オンライン公開

放送」
https://www.tbsradio.jp/503296

2020/07/24 WEB 弁護士ドットコム 弁護士ドットコム株式会社
急激なデジタル化で雇用環境が激変「新卒一括採用は消滅する」、

大内伸哉教授が語る「若者の教育論」
https://www.bengo4.com/c_5/n_11512/

2020/07/24 WEB au Webポータル KDDI株式会社
急激なデジタル化で雇用環境が激変「新卒一括採用は消滅する」、

大内伸哉教授が語る「若者の教育論」
https://article.auone.jp/detail/1/2/2/19_2_r_20200724_159555050184152
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2020/07/24 WEB auヘッドライン KDDI株式会社
急激なデジタル化で雇用環境が激変「新卒一括採用は消滅する」、

大内伸哉教授が語る「若者の教育論」
https://news.headlines.auone.jp/stories/topics/story/13573725?genreid=1&

subgenreid=3&articleid=13573725&cpid=10130032

2020/07/24 WEB BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社
急激なデジタル化で雇用環境が激変「新卒一括採用は消滅する」、

大内伸哉教授が語る「若者の教育論」
https://news.biglobe.ne.jp/trend/0724/bdc_200724_1923457887.html

2020/07/24 WEB infoseekニュース 楽天株式会社
急激なデジタル化で雇用環境が激変「新卒一括採用は消滅する」、

大内伸哉教授が語る「若者の教育論」
https://news.infoseek.co.jp/article/bengoshi_11512/?p=3

2020/07/24 WEB livedoor ニュース LINE株式会社
急激なデジタル化で雇用環境が激変「新卒一括採用は消滅する」、

大内伸哉教授が語る「若者の教育論」
https://news.livedoor.com/article/detail/18623705/

2020/07/24 WEB mixi ニュース 株式会社ミクシィ
急激なデジタル化で雇用環境が激変「新卒一括採用は消滅する」、

大内伸哉教授が語る「若者の教育論」
https://news.mixi.jp/view_news.pl?id=6169450&media_id=149

2020/07/24 WEB Yahoo! ニュース ヤフー株式会社
急激なデジタル化で雇用環境が激変「新卒一括採用は消滅する」、

大内伸哉教授が語る「若者の教育論」
https://news.yahoo.co.jp/articles/d077be98b03342469653a2b68effa8945cd

d324c

2020/07/24 WEB グノシー 株式会社Gunosy
急激なデジタル化で雇用環境が激変「新卒一括採用は消滅する」、

大内伸哉教授が語る「若者の教育論」
https://gunosy.com/articles/a56F1

2020/07/24 WEB ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ
急激なデジタル化で雇用環境が激変「新卒一括採用は消滅する」、

大内伸哉教授が語る「若者の教育論」
https://news.nicovideo.jp/watch/nw7719976

2020/07/24 WEB 弁護士ドットコムニュース - This kiji is 弁護士ドットコム株式会社
急激なデジタル化で雇用環境が激変「新卒一括採用は消滅する」、

大内伸哉教授が語る「若者の教育論」
https://this.kiji.is/659192045818168417

2020/07/27 WEB エキサイトニュース エキサイト株式会社
赤江珠緒＆土屋礼央！お祭りの晴れ姿でお送りした「オンライン公開

放送」
https://www.excite.co.jp/news/article/TBSRadio_503296/?p=2

2020/07/27 WEB JPubb レッドクルーズ株式会社
私募債（地域まちづくり貢献型）の受託と贈呈式の開催について

［株式会社メンテックワールド］
http://www.jpubb.com/press/2466153/

2020/07/30 WEB オヤノコト.net - 働く人をアシストする「マッスルスーツ」は、暮らしの“必然”から生まれた https://www.oyanokoto.net/navi_page/hitogoto_200730.html

2020/08/03 WEB AGRI JOURNAL 株式会社アクセスインターナショナル
〈検証〉農作業による腰痛がもたらす危険性とは？ アシストスーツは

腰痛対策になるのか
https://agrijournal.jp/material/53057/

2020/08/03 WEB PR Times 株式会社PR TIMES
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000004192.html

2020/08/03 WEB @DIME 株式会社小学館
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://dime.jp/company_news/detail/?pr=653375

2020/08/03 WEB @nifty ビジネス ニフティ株式会社
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt0000000

40000004192_1.htm

2020/08/03 WEB All About NEWS 株式会社オールアバウト
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://news.allabout.co.jp/articles/p/000000040.000004192/

2020/08/03 WEB BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://news.biglobe.ne.jp/economy/0803/prt_200803_5992058794.html

2020/08/03 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
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://b2b-

ch.infomart.co.jp/news/detail.page;JSESSIONID_B2BCH=7aa5fa818ddbcf76

2020/08/03 WEB CNET Japan 朝日インタラクティブ株式会社
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://japan.cnet.com/release/30465306/

2020/08/03 WEB FOODS CHANNEL 株式会社インフォマート
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://www.foods-ch.com/news/prt_69779/

2020/08/03 WEB infoseekニュース 楽天株式会社
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000040_000004192/

2020/08/03 WEB JBpress 株式会社日本ビジネスプレス
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/5f27c7de7765613443800000

2020/08/03 WEB JORUDAN SOCRA NEWS ジョルダン株式会社
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000040A00000

4192

2020/08/03 WEB NewsCafe 株式会社イード
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20200803/518141.html

2020/08/03 WEB OSDN Magazine OSDN株式会社
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://mag.osdn.jp/pr/20/08/03/130059

2020/08/03 WEB PRESIDENT Online 株式会社プレジデント社
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://president.jp/ud/pressrelease/5f27c7ee7765615f19800000

2020/08/03 WEB RBB TODAY 株式会社イード
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://www.rbbtoday.com/release/prtimes2-today/20200803/524058.html

2020/08/03 WEB SEOTOOLSニュース ブラストホールディングス株式会社
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
http://www.seotools.jp/news/id_000000040.000004192.html

2020/08/03 WEB STRAIGHT PRESS 株式会社マッシュメディア
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000040.000004192

2020/08/03 WEB Techable 株式会社マッシュメディア
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://techable.jp/archives/000000040.000004192

2020/08/03 WEB ZDNet Japan 朝日インタラクティブ株式会社
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://japan.zdnet.com/release/30465306/

2020/08/03 WEB イザ！ 株式会社産経デジタル
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/200803/prl20080316400485-

n1.html

2020/08/03 WEB インターネットコム インターネットコム株式会社
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://pressrelease.internetcom.jp/release/2559173.html

2020/08/03 WEB エキサイトニュース エキサイト株式会社
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-08-03-4192-40/?p=3

2020/08/03 WEB とれまがニュース 株式会社サイトスコープ
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://news.toremaga.com/release/others/1593444.html

2020/08/03 WEB ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://news.nicovideo.jp/watch/nw7800380

2020/08/03 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
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20200803130059_

pr_pr000000040-000004192/a/index.html

2020/08/03 WEB マピオンニュース 株式会社ONE COMPATH
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://www.mapion.co.jp/news/release/000000040.000004192-all/

2020/08/03 WEB 現代ビジネス 株式会社講談社
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/5f27be137765615277090000

2020/08/03 WEB 財経新聞 株式会社財経新聞社
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://www.zaikei.co.jp/releases/1059520/

2020/08/03 WEB 産経ニュース 株式会社産経デジタル
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://www.sankei.com/economy/news/200803/prl2008030487-n1.html

2020/08/03 WEB 時事ドットコム 株式会社時事通信社
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000040.000004192&g=prt

2020/08/03 WEB 朝日新聞デジタル＆M 株式会社朝日新聞社
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_14666689/

2020/08/03 WEB 東洋経済オンライン 株式会社東洋経済新報社
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://toyokeizai.net/ud/pressrelease/5f27bda8776561041a050000

2020/08/03 WEB 読売新聞オンライン 株式会社読売新聞東京本社
業界初！ 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」

が開催！ IoTツールや最新テクノロジーなど、日本の最新アグリテック
https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/000000040000004192.

html

2020/08/05 WEB 農業協同組合新聞 一般社団法人農協協会 農業のオンライン総合展示会「AGRI EXPO ONLINE」が通年開催 https://www.jacom.or.jp/ryutsu/news/2020/08/200805-45710.php

2020/08/07 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，新型コロナ対応支援「マッスルスーツ Every」寄贈プロジェ

クトを実施コロナ禍の厳しい環境にある介護福祉従事者の腰への負
https://www.innervision.co.jp/products/release/20200925

2020/08/07 WEB PR Times 株式会社PR TIMES
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000041785.html

2020/08/07 WEB @nifty ビジネス ニフティ株式会社
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt0000000

19000041785_1.htm

2020/08/07 WEB BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://news.biglobe.ne.jp/economy/0807/prt_200807_5514057090.html

2020/08/07 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、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/detail.page?IMNEWS4=2098731

2020/08/07 WEB Cubeニュース 株式会社キューブ・ソフト
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://news.cube-soft.jp/release/609842

2020/08/07 WEB infoseekニュース 楽天株式会社
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000019_000041785/

2020/08/07 WEB JBpress 株式会社日本ビジネスプレス
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/5f2cc7a777656185f9560000

2020/08/07 WEB JORUDAN SOCRA NEWS ジョルダン株式会社
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000019A00004
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https://news.goo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-11512.html
https://www.tbsradio.jp/503296
https://www.bengo4.com/c_5/n_11512/
https://article.auone.jp/detail/1/2/2/19_2_r_20200724_1595550501841527
https://article.auone.jp/detail/1/2/2/19_2_r_20200724_1595550501841527
https://news.headlines.auone.jp/stories/topics/story/13573725?genreid=1&subgenreid=3&articleid=13573725&cpid=10130032
https://news.headlines.auone.jp/stories/topics/story/13573725?genreid=1&subgenreid=3&articleid=13573725&cpid=10130032
https://news.biglobe.ne.jp/trend/0724/bdc_200724_1923457887.html
https://news.infoseek.co.jp/article/bengoshi_11512/?p=3
https://news.livedoor.com/article/detail/18623705/
https://news.mixi.jp/view_news.pl?id=6169450&media_id=149
https://news.yahoo.co.jp/articles/d077be98b03342469653a2b68effa8945cdd324c
https://news.yahoo.co.jp/articles/d077be98b03342469653a2b68effa8945cdd324c
https://gunosy.com/articles/a56F1
https://news.nicovideo.jp/watch/nw7719976
https://this.kiji.is/659192045818168417
https://www.excite.co.jp/news/article/TBSRadio_503296/?p=2
http://www.jpubb.com/press/2466153/
https://www.oyanokoto.net/navi_page/hitogoto_200730.html
https://agrijournal.jp/material/53057/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000004192.html
https://dime.jp/company_news/detail/?pr=653375
https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000040000004192_1.htm
https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000040000004192_1.htm
https://news.allabout.co.jp/articles/p/000000040.000004192/
https://news.biglobe.ne.jp/economy/0803/prt_200803_5992058794.html
https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/detail.page;JSESSIONID_B2BCH=7aa5fa818ddbcf7686890d3e68e7?IMNEWS4=2090974
https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/detail.page;JSESSIONID_B2BCH=7aa5fa818ddbcf7686890d3e68e7?IMNEWS4=2090974
https://japan.cnet.com/release/30465306/
https://www.foods-ch.com/news/prt_69779/
https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000040_000004192/
https://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/5f27c7de7765613443800000
https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000040A000004192
https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000040A000004192
https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20200803/518141.html
https://mag.osdn.jp/pr/20/08/03/130059
https://president.jp/ud/pressrelease/5f27c7ee7765615f19800000
https://www.rbbtoday.com/release/prtimes2-today/20200803/524058.html
http://www.seotools.jp/news/id_000000040.000004192.html
https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000040.000004192
https://techable.jp/archives/000000040.000004192
https://japan.zdnet.com/release/30465306/
http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/200803/prl20080316400485-n1.html
http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/200803/prl20080316400485-n1.html
https://pressrelease.internetcom.jp/release/2559173.html
https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-08-03-4192-40/?p=3
https://news.toremaga.com/release/others/1593444.html
https://news.nicovideo.jp/watch/nw7800380
https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20200803130059_pr_pr000000040-000004192/a/index.html
https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20200803130059_pr_pr000000040-000004192/a/index.html
https://www.mapion.co.jp/news/release/000000040.000004192-all/
https://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/5f27be137765615277090000
https://www.zaikei.co.jp/releases/1059520/
https://www.sankei.com/economy/news/200803/prl2008030487-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000040.000004192&g=prt
https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_14666689/
https://toyokeizai.net/ud/pressrelease/5f27bda8776561041a050000
https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/000000040000004192.html
https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/000000040000004192.html
https://www.jacom.or.jp/ryutsu/news/2020/08/200805-45710.php
https://www.innervision.co.jp/products/release/20200925
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000041785.html
https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000019000041785_1.htm
https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000019000041785_1.htm
https://news.biglobe.ne.jp/economy/0807/prt_200807_5514057090.html
https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/detail.page?IMNEWS4=2098731
https://news.cube-soft.jp/release/609842
https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000019_000041785/
https://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/5f2cc7a777656185f9560000
https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000019A000041785
https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000019A000041785
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2020/08/07 WEB NewsCafe 株式会社イード
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20200807/521165.html

2020/08/07 WEB PRESIDENT Online 株式会社プレジデント社
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://president.jp/ud/pressrelease/5f2cc7b8776561157f560000

2020/08/07 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、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
http://www.seotools.jp/news/id_000000019.000041785.html

2020/08/07 WEB STRAIGHT PRESS 株式会社マッシュメディア
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000019.000041785

2020/08/07 WEB イザ！ 株式会社産経デジタル
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/200807/prl20080711470122-

n1.html

2020/08/07 WEB ウレぴあ総研 ぴあ株式会社
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://ure.pia.co.jp/articles/-/793972

2020/08/07 WEB エキサイトニュース エキサイト株式会社
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-08-07-41785-19/

2020/08/07 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、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://otakei.otakuma.net/archives/prtimes/000000019-000041785

2020/08/07 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、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://news.toremaga.com/release/others/1609433.html

2020/08/07 WEB ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://news.nicovideo.jp/watch/nw7830719

2020/08/07 WEB マピオンニュース 株式会社ONE COMPATH
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://www.mapion.co.jp/news/release/000000019.000041785-all/

2020/08/07 WEB 現代ビジネス 株式会社講談社
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/5f2cbdd677656156221a0000

2020/08/07 WEB 財経新聞 株式会社財経新聞社
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://www.zaikei.co.jp/releases/1063417/

2020/08/07 WEB 産経ニュース 株式会社産経デジタル
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://www.sankei.com/economy/news/200807/prl2008070121-n1.html

2020/08/07 WEB 時事ドットコム 株式会社時事通信社
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000019.000041785&g=prt

2020/08/07 WEB 時事メディカル 株式会社時事通信社
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://medical.jiji.com/prtimes/17294

2020/08/07 WEB 朝日新聞デジタル＆M 株式会社朝日新聞社
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_14796124/

2020/08/07 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、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://toyokeizai.net/ud/pressrelease/5f2cbda477656135351a0000

2020/08/07 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、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/000000019000041785.

html

2020/08/07 WEB PR Times 株式会社PR TIMES
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000385.000000157.html

2020/08/07 WEB @nifty ビジネス ニフティ株式会社
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt0000003

85000000157_1.htm

2020/08/07 WEB All About NEWS 株式会社オールアバウト
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://news.allabout.co.jp/articles/p/000000385.000000157/

2020/08/07 WEB BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://news.biglobe.ne.jp/economy/0807/prt_200807_5082210798.html

2020/08/07 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
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/detail.page?IMNEWS4=2098801

2020/08/07 WEB infoseekニュース 楽天株式会社
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000385_000000157/

2020/08/07 WEB JBpress 株式会社日本ビジネスプレス
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/5f2cd5aa7765614142290000

2020/08/07 WEB JORUDAN SOCRA NEWS ジョルダン株式会社
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000385A00000

0157

2020/08/07 WEB NewsCafe 株式会社イード
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20200807/521239.html

2020/08/07 WEB ORICON NEWS オリコン株式会社
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://www.oricon.co.jp/pressrelease/694069/

2020/08/07 WEB PRESIDENT Online 株式会社プレジデント社
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://president.jp/ud/pressrelease/5f2cd5b67765615da7290000

2020/08/07 WEB SEOTOOLSニュース ブラストホールディングス株式会社
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
http://www.seotools.jp/news/id_000000385.000000157.html

2020/08/07 WEB STRAIGHT PRESS 株式会社マッシュメディア
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000385.000000157

2020/08/07 WEB ウレぴあ総研 ぴあ株式会社
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://ure.pia.co.jp/articles/-/794070

2020/08/07 WEB エキサイトニュース エキサイト株式会社
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-08-07-157-385/

2020/08/07 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
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://otakei.otakuma.net/archives/prtimes/000000385-000000157

2020/08/07 WEB とれまがニュース 株式会社サイトスコープ
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://news.toremaga.com/release/others/1609547.html

2020/08/07 WEB ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://news.nicovideo.jp/watch/nw7831486

2020/08/07 WEB マピオンニュース 株式会社ONE COMPATH
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://www.mapion.co.jp/news/release/000000385.000000157-all/

2020/08/07 WEB 現代ビジネス 株式会社講談社
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/5f2ccb9b77656188320f0000

2020/08/07 WEB 財経新聞 株式会社財経新聞社
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://www.zaikei.co.jp/releases/1063508/

2020/08/07 WEB 時事ドットコム 株式会社時事通信社
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000385.000000157&g=prt

2020/08/07 WEB 時事メディカル 株式会社時事通信社
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://medical.jiji.com/prtimes/17297

2020/08/07 WEB 朝日新聞デジタル＆M 株式会社朝日新聞社
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_14797741/

2020/08/07 WEB 東洋経済オンライン 株式会社東洋経済新報社
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://toyokeizai.net/ud/pressrelease/5f2ccb95776561865d0a0000

2020/08/07 WEB 読売新聞オンライン 株式会社読売新聞東京本社
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/000000385000000157.

html

2020/08/07 WEB @DIME 株式会社小学館
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://dime.jp/company_news/detail/?pr=656229

2020/08/07 WEB All About NEWS 株式会社オールアバウト
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://news.allabout.co.jp/articles/p/000000019.000041785/

2020/08/07 WEB BEST TIMES 株式会社ベストセラーズ
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/press_release/611146/

2020/08/07 WEB ORICON NEWS オリコン株式会社
イノフィス、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://www.oricon.co.jp/pressrelease/694010/

2020/08/07 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、新型コロナ対応支援「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェク

トを実施
https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20200807111505_

pr_pr000000019-000041785/a/index.html

2020/08/07 WEB AMP 株式会社ブラーブメディア ソニー銀行ら、マッスルスーツ寄贈プロジェクト始動　介護業界を支援 https://ampmedia.jp/2020/08/07/sonybank-3/

2020/08/07 WEB NewsPicks 株式会社ユーザベース ソニー銀行ら、マッスルスーツ寄贈プロジェクト始動　介護業界を支援 https://newspicks.com/news/5132908

2020/08/07 WEB @DIME 株式会社小学館
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://dime.jp/company_news/detail/?pr=656272

2020/08/07 WEB BEST TIMES 株式会社ベストセラーズ
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/press_release/611644/

2020/08/07 WEB イザ！ 株式会社産経デジタル
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/200807/prl20080712420189-

n1.html

2020/08/07 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
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20200807121505_

pr_pr000000385-000000157/a/index.html

2020/08/07 WEB 産経ニュース 株式会社産経デジタル
新型コロナ対応支援 「マッスルスーツEvery」寄贈プロジェクト開始の

お知らせ
https://www.sankei.com/economy/news/200807/prl2008070189-n1.html

2020/08/08 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」寄贈プロが始動　(株)イノフィスなど　コロナ

禍の介護従事者を支援
https://www.jacom.or.jp/ryutsu/news/2020/08/200808-45775.php

2020/08/10 WEB 介護ニュース 株式会社リファイド
介護者の負担を軽く。『マッスルスーツEvery』寄贈プロジェクトがス

タート！
https://www.kaigo-news.net/news_byOYSbfdLQ.html

https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20200807/521165.html
https://president.jp/ud/pressrelease/5f2cc7b8776561157f560000
http://www.seotools.jp/news/id_000000019.000041785.html
https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000019.000041785
https://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/200807/prl20080711470122-n1.html
https://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/200807/prl20080711470122-n1.html
https://ure.pia.co.jp/articles/-/793972
https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-08-07-41785-19/
https://otakei.otakuma.net/archives/prtimes/000000019-000041785
https://news.toremaga.com/release/others/1609433.html
https://news.nicovideo.jp/watch/nw7830719
https://www.mapion.co.jp/news/release/000000019.000041785-all/
https://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/5f2cbdd677656156221a0000
https://www.zaikei.co.jp/releases/1063417/
https://www.sankei.com/economy/news/200807/prl2008070121-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000019.000041785&g=prt
https://medical.jiji.com/prtimes/17294
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