
No 取得日 サイト名 媒体社名 記事タイトル 記事URL

1 2021/04/23 グノシー 株式会社Gunosy 岐阜大など、人工筋肉を光照射した場所に自在に形成させる技術を開発 https://gunosy.com/articles/ex0b5

2 2021/04/22 Wezzy（ウェジー） 株式会社サイゾー イノフィス「【母の日・父の日に＃贈る筋肉】キャンペーン 2021」実施中　「マッスルスーツEvery」を合計10名様に！ https://wezz-y.com/archives/89633

3 2021/04/16 JAcom 農業協同組合新聞 社団法人農協協会 母の日・父の日に「マッスルスーツEvery」10人にプレゼント　イノフィス2021年4月16日 https://www.jacom.or.jp/shizai/news/2021/04/210416-50747.php

4 2021/04/15 フレッシュアイ 株式会社スカラコミュニケーションズ 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://news.fresheye.com/prtimes/article/pr-000000038.000041785.html

5 2021/04/15 Infoseekニュース 楽天株式会社 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000038_000041785/

6 2021/04/15 @DIME（アットダイム） 株式会社小学館 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://dime.jp/company_news/detail/?pr=818227

7 2021/04/15 NewsCafe 株式会社イード 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20210415/689349.html

8 2021/04/15 @niftyビジネス ニフティ株式会社 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000038000041785_1.htm

9 2021/04/15 ジョルダンニュース！ ジョルダン株式会社 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ http://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000038A000041785

10 2021/04/15 財経新聞 株式会社財経新聞社 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://www.zaikei.co.jp/releases/1275744/

11 2021/04/15 BEST TIMES（ベストタイムズ） 株式会社ベストセラーズ 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/press_release/919822/

12 2021/04/15 時事ドットコム 株式会社時事通信社 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://www.jiji.com/jc/article?k=000000038.000041785&g=prt

13 2021/04/15 朝日新聞デジタル＆M 株式会社朝日新聞社 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_26487223/

14 2021/04/15 ORICON NEWS オリコン株式会社 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://www.oricon.co.jp/pressrelease/869505/

15 2021/04/15 現代ビジネス 株式会社講談社 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ http://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/6077d0bb7765613260350000

16 2021/04/15 JBpress（日本ビジネスプレス） 株式会社日本ビジネスプレス 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/6077cc34776561740c0b0000

17 2021/04/15 ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ http://news.nicovideo.jp/watch/nw9223504

18 2021/04/15 iza（イザ！） 株式会社産経デジタル 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/210415/prl21041514130362-n1.html

19 2021/04/15 時事メディカル 株式会社時事通信社 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://medical.jiji.com/prtimes/47340

20 2021/04/15 PRESIDENT Online 株式会社プレジデント社 [株式会社イノフィス] 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://president.jp/ud/pressrelease/6077cc3d7765618e950b0000

21 2021/04/15 Men’s Beauty メンズビューティー 株式会社小学館 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！株式会社イノフィス（2021-04-15） http://beauty-men.jp/prtimes-detail?no=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000041785

22 2021/04/15 フーズチャネル 株式会社インフォマート 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://www.foods-ch.com/news/prt_96596/

23 2021/04/15 ウレぴあ総研 ぴあ株式会社 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://ure.pia.co.jp/articles/-/1014972

24 2021/04/15 とれまがニュース 株式会社サイトスコープ 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://news.toremaga.com/release/others/1839548.html

25 2021/04/15 BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://news.biglobe.ne.jp/economy/0415/prt_210415_2673716435.html

26 2021/04/15 マピオンニュース 株式会社マピオン 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://www.mapion.co.jp/news/release/000000038.000041785/

27 2021/04/15 東洋経済オンライン 株式会社東洋経済新報社 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ http://toyokeizai.net/ud/pressrelease/6077d0387765617970330000

28 2021/04/15 おたくま経済新聞 C.S.T Entertainment,Inc. 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://otakei.otakuma.net/prtimes/04151425347.html

29 2021/04/15 BtoBプラットフォーム 株式会社インフォマート 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/search/../detail.page?IMNEWS4=2516417

30 2021/04/15 STRAIGHT PRESS 株式会社PR TIMES 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000038.000041785

31 2021/04/15 エキサイトニュース エキサイト株式会社 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2021-04-15-41785-38/

32 2021/04/15 Number Web 株式会社文藝春秋 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ http://number.bunshun.jp/ud/pressrelease/6077cfe27765611cd9020000

33 2021/04/15 読売新聞オンライン 株式会社読売新聞社 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/000000038000041785.html

34 2021/04/15 PR TIMES 株式会社PR TIMES 今年も、ニッポンを支えるお母さん・お父さんに感謝をーー「マッスルスーツEvery」を合計10名様にプレゼント！ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000041785.html

35 2021/04/08 グノシー 株式会社Gunosy 日立、知能ロボット開発ベンチャーのKyoto Roboticsを買収 https://gunosy.com/articles/eWfSC

36 2021/04/07 ロボスタ ロボットスタート株式会社 2021年04月07日 ロボット業界ニュースヘッドライン https://robotstart.info/2021/04/07/robot-news-matome20210407.html

37 2021/04/07 NNA.ASIA 株式会社エヌ・エヌ・エー イノフィス、ロボットスーツを発売 https://www.nna.jp/news/show/2173789

38 2021/04/06 JAcom 農業協同組合新聞 社団法人農協協会 「マッスルスーツEvery」マレーシアで販売開始　イノフィス2021年4月6日 https://www.jacom.or.jp/shizai/news/2021/04/210406-50514.php

39 2021/04/06 Logistics Today マーケティングパートナー株式会社 イノフィス、マレーシアでマッスルスーツ販売 https://www.logi-today.com/428669

40 2021/04/06 LOGI-BIZ online 株式会社ライノス・パブリケーションズ 東南アジア初、製造業や物流業の労働人口多さに着目関連する記事 https://online.logi-biz.com/39210/

41 2021/04/05 フーズチャネル 株式会社インフォマート マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 https://www.foods-ch.com/news/prt_95506/

42 2021/04/05 産経ニュース 株式会社産経デジタル マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 https://www.sankei.com/economy/news/210405/prl2104050671-n1.html

43 2021/04/05 読売新聞オンライン 株式会社読売新聞社 マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/000000037000041785.html

44 2021/04/05 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 マレーシアで発売開始 http://toyokeizai.net/ud/pressrelease/606ad9a077656108f52f0000

45 2021/04/05 現代ビジネス 株式会社講談社 マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 http://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/606ad9fc77656149eb3e0000

46 2021/04/05 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 マレーシアで発売開始 https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_26054731/

47 2021/04/05 JBpress（日本ビジネスプレス） 株式会社日本ビジネスプレス マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 https://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/606ad56e77656177b6000000

48 2021/04/05 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 マレーシアで発売開始 https://news.toremaga.com/release/others/1830132.html

49 2021/04/05 iza（イザ！） 株式会社産経デジタル マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/210405/prl21040518470672-n1.html

50 2021/04/05 PRESIDENT Online 株式会社プレジデント社 [株式会社イノフィス] マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 https://president.jp/ud/pressrelease/606ad57b7765619993000000

51 2021/04/05 ジョルダンニュース！ ジョルダン株式会社 マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 http://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000037A000041785

52 2021/04/05 時事メディカル 株式会社時事通信社 マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 https://medical.jiji.com/prtimes/46437

53 2021/04/05 @niftyビジネス ニフティ株式会社 マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000037000041785_1.htm

54 2021/04/05 時事ドットコム 株式会社時事通信社 マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 https://www.jiji.com/jc/article?k=000000037.000041785&g=prt

55 2021/04/05 財経新聞 株式会社財経新聞社 マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 https://www.zaikei.co.jp/releases/1266674/

56 2021/04/05 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 マレーシアで発売開始 https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2021-04-05-41785-37/

57 2021/04/05 フレッシュアイ 株式会社スカラコミュニケーションズ マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 https://news.fresheye.com/prtimes/article/pr-000000037.000041785.html

58 2021/04/05 BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社 マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 https://news.biglobe.ne.jp/economy/0405/prt_210405_4753398217.html

59 2021/04/05 ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 http://news.nicovideo.jp/watch/nw9185126

60 2021/04/05 ウレぴあ総研 ぴあ株式会社 マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 http://ure.pia.co.jp/articles/-/1004545

61 2021/04/05 Infoseekニュース 楽天株式会社 マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000037_000041785/

62 2021/04/05 NewsCafe 株式会社イード マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20210405/681959.html

63 2021/04/05 PR TIMES 株式会社PR TIMES マッスルスーツEvery マレーシアで発売開始 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000041785.html

64 2021/03/31 JAcom 農業協同組合新聞 社団法人農協協会 マッスルスーツEvery　「かわさき基準（KIS）認証福祉製品」に認証2021年3月31日 https://www.jacom.or.jp/shizai/news/2021/03/210331-50376.php

65 2021/03/31 Work Master（ワークマスター） 株式会社PR TIMES マッスルスーツEvery、「かわさき基準認証福祉製品」に https://www.work-master.net/2021215658

66 2021/03/31 グノシー 株式会社Gunosy パンデミックで加速する人類サイボーグ化計画 https://gunosy.com/articles/a5Te8

67 2021/03/31 au Webポータル KDDI株式会社 パンデミックで加速する人類サイボーグ化計画 https://article.auone.jp/detail/1/3/6/85_6_r_20210331_1617141583029735

68 2021/03/31 JBpress（日本ビジネスプレス） 株式会社日本ビジネスプレス パンデミックで加速する人類サイボーグ化計画 https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/64700

69 2021/03/31 livedoorニュース LINE株式会社 パンデミックで加速する人類サイボーグ化計画 https://news.livedoor.com/article/detail/19943734/

70 2021/03/31 BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社 パンデミックで加速する人類サイボーグ化計画 https://news.biglobe.ne.jp/economy/0331/jbp_210331_2873042121.html

71 2021/03/31 ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ パンデミックで加速する人類サイボーグ化計画 http://news.nicovideo.jp/watch/nw9159595

72 2021/03/30 フーズチャネル 株式会社インフォマート マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://www.foods-ch.com/news/prt_94569/

73 2021/03/30 PRESIDENT Online 株式会社プレジデント社 [株式会社イノフィス] マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://president.jp/ud/pressrelease/6062c261776561719b240000

74 2021/03/30 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「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://www.sankei.com/economy/news/210330/prl2103300320-n1.html

75 2021/03/30 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「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_25768552/

76 2021/03/30 NewsCafe 株式会社イード マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20210330/675779.html

77 2021/03/30 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「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 http://news.nicovideo.jp/watch/nw9155529

78 2021/03/30 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「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://news.toremaga.com/release/others/1823133.html

79 2021/03/30 読売新聞オンライン 株式会社読売新聞社 マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/000000036000041785.html

80 2021/03/30 All About NEWS 株式会社オールアバウト マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://news.allabout.co.jp/articles/p/000000036.000041785/

81 2021/03/30 BEST TIMES（ベストタイムズ） 株式会社ベストセラーズ マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/press_release/895881/

82 2021/03/30 おたくま経済新聞 C.S.T Entertainment,Inc. マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://otakei.otakuma.net/prtimes/03301401262.html

83 2021/03/30 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「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://medical.jiji.com/prtimes/45808

84 2021/03/30 STRAIGHT PRESS 株式会社PR TIMES マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000036.000041785

85 2021/03/30 CNET JAPAN 朝日インタラクティブ株式会社 マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://japan.cnet.com/release/30535306/

86 2021/03/30 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「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://www.jiji.com/jc/article?k=000000036.000041785&g=prt

87 2021/03/30 RBBTODAY 株式会社イード マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://www.rbbtoday.com/release/prtimes2-today/20210330/598020.html

88 2021/03/30 Techable（テッカブル） 株式会社PR TIMES マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://techable.jp/archives/000000036.000041785

89 2021/03/30 ORICON NEWS オリコン株式会社 マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://www.oricon.co.jp/pressrelease/855628/

90 2021/03/30 マピオンニュース 株式会社マピオン マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://www.mapion.co.jp/news/release/000000036.000041785/

91 2021/03/30 @DIME（アットダイム） 株式会社小学館 マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://dime.jp/company_news/detail/?pr=805516

92 2021/03/30 iza（イザ！） 株式会社産経デジタル マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/210330/prl21033014410320-n1.html

93 2021/03/30 ジョルダンニュース！ ジョルダン株式会社 マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 http://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000036A000041785

94 2021/03/30 現代ビジネス 株式会社講談社 マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 http://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/6062b9127765619d39090000

95 2021/03/30 ウレぴあ総研 ぴあ株式会社 マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://ure.pia.co.jp/articles/-/996442

96 2021/03/30 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「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2021-03-30-41785-36/

97 2021/03/30 BtoBプラットフォーム 株式会社インフォマート マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/search/../detail.page?IMNEWS4=2485904

98 2021/03/30 フレッシュアイ 株式会社スカラコミュニケーションズ マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://news.fresheye.com/prtimes/article/pr-000000036.000041785.html

99 2021/03/30 @niftyビジネス ニフティ株式会社 マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000036000041785_1.htm

100 2021/03/30 Infoseekニュース 楽天株式会社 マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000036_000041785/

101 2021/03/30 財経新聞 株式会社財経新聞社 マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://www.zaikei.co.jp/releases/1259294/
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102 2021/03/30 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「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 http://toyokeizai.net/ud/pressrelease/6062b8597765615a62080000

103 2021/03/30 PR TIMES 株式会社PR TIMES マッスルスーツEveryが「かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品」に認証 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000041785.html

104 2021/03/17 BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://news.biglobe.ne.jp/economy/0316/prt_210316_6394850320.html

105 2021/03/17 ジョルダンニュース！ ジョルダン株式会社 マッスルスーツEvery導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 http://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000035A000041785

106 2021/03/17 東洋経済オンライン 株式会社東洋経済新報社 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ http://toyokeizai.net/ud/pressrelease/605018fb7765616114000000

107 2021/03/17 NewsCafe 株式会社イード マッスルスーツEvery導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20210316/665068.html

108 2021/03/17 時事ドットコム 株式会社時事通信社 マッスルスーツEvery導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 https://www.jiji.com/jc/article?k=000000035.000041785&g=prt

109 2021/03/17 RBBTODAY 株式会社イード 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://www.rbbtoday.com/release/prtimes2-today/20210316/592233.html

110 2021/03/17 @DIME（アットダイム） 株式会社小学館 マッスルスーツEvery導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 https://dime.jp/company_news/detail/?pr=795149

111 2021/03/16 iza（イザ！） 株式会社産経デジタル 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/210316/prl21031611390130-n1.html

112 2021/03/16 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導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 https://news.toremaga.com/release/others/1809806.html

113 2021/03/16 Techable（テッカブル） 株式会社PR TIMES マッスルスーツEvery導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 https://techable.jp/archives/000000035.000041785

114 2021/03/16 おたくま経済新聞 C.S.T Entertainment,Inc. 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://otakei.otakuma.net/prtimes/03161380499.html

115 2021/03/16 RBBTODAY 株式会社イード マッスルスーツEvery導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 https://www.rbbtoday.com/release/prtimes2-today/20210316/592450.html

116 2021/03/16 BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社 マッスルスーツEvery導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 https://news.biglobe.ne.jp/economy/0316/prt_210316_1498091004.html

117 2021/03/16 時事ドットコム 株式会社時事通信社 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://www.jiji.com/jc/article?k=000000003.000073820&g=prt

118 2021/03/16 産経ニュース 株式会社産経デジタル 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://www.sankei.com/economy/news/210316/prl2103160131-n1.html

119 2021/03/16 Infoseekニュース 楽天株式会社 マッスルスーツEvery導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000035_000041785/

120 2021/03/16 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導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2021-03-16-41785-35/

121 2021/03/16 NewsCafe 株式会社イード 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20210316/664784.html

122 2021/03/16 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導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 http://toyokeizai.net/ud/pressrelease/60505f4b7765618e6e050000

123 2021/03/16 OSDN Magazine 株式会社アピリッツ 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://mag.osdn.jp/pr/21/03/16/090014

124 2021/03/16 @niftyビジネス ニフティ株式会社 マッスルスーツEvery導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000035000041785_1.htm

125 2021/03/16 ORICON NEWS オリコン株式会社 マッスルスーツEvery導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 https://www.oricon.co.jp/pressrelease/844226/

126 2021/03/16 ジョルダンニュース！ ジョルダン株式会社 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ http://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000003A000073820

127 2021/03/16 iza（イザ！） 株式会社産経デジタル マッスルスーツEvery導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/210316/prl21031616400405-n1.html

128 2021/03/16 おたくま経済新聞 C.S.T Entertainment,Inc. マッスルスーツEvery導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 https://otakei.otakuma.net/prtimes/03161381011.html

129 2021/03/16 産経ニュース 株式会社産経デジタル マッスルスーツEvery導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 https://www.sankei.com/economy/news/210316/prl2103160405-n1.html

130 2021/03/16 ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ マッスルスーツEvery導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 http://news.nicovideo.jp/watch/nw9087327

131 2021/03/16 @niftyビジネス ニフティ株式会社 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000003000073820_1.htm

132 2021/03/16 BtoBプラットフォーム 株式会社インフォマート マッスルスーツEvery導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/search/../detail.page?IMNEWS4=2461040

133 2021/03/16 マピオンニュース 株式会社マピオン マッスルスーツEvery導入事例コンテンツ『Muscle Mag』開設 https://www.mapion.co.jp/news/release/000000035.000041785/

134 2021/03/16 財経新聞 株式会社財経新聞社 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://www.zaikei.co.jp/releases/1245461/

135 2021/03/16 Techable（テッカブル） 株式会社PR TIMES 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://techable.jp/archives/000000003.000073820

136 2021/03/16 BtoBプラットフォーム 株式会社インフォマート 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/search/../detail.page?IMNEWS4=2460003

137 2021/03/16 @DIME（アットダイム） 株式会社小学館 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://dime.jp/company_news/detail/?pr=794890

138 2021/03/16 ZDNet Japan 朝日インタラクティブ株式会社 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://japan.zdnet.com/release/30529724/

139 2021/03/16 ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ http://news.nicovideo.jp/watch/nw9086164

140 2021/03/16 CNET JAPAN 朝日インタラクティブ株式会社 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://japan.cnet.com/release/30529724/

141 2021/03/16 エキサイトニュース エキサイト株式会社 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2021-03-16-73820-3/

142 2021/03/16 JBpress（日本ビジネスプレス） 株式会社日本ビジネスプレス 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/605023237765616ece170000

143 2021/03/16 PRESIDENT Online 株式会社プレジデント社 [福島市役所] 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://president.jp/ud/pressrelease/60502329776561986b170000

144 2021/03/16 マピオンニュース 株式会社マピオン 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://www.mapion.co.jp/news/release/000000003.000073820/

145 2021/03/16 とれまがニュース 株式会社サイトスコープ 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://news.toremaga.com/release/others/1809382.html

146 2021/03/16 朝日新聞デジタル＆M 株式会社朝日新聞社 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_25019806/

147 2021/03/16 Infoseekニュース 楽天株式会社 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000003_000073820/

148 2021/03/16 JAcom 農業協同組合新聞 社団法人農協協会 重労働の米農家による「マッスルスーツ」導入事例を公開　イノフィス2021年3月16日 https://www.jacom.or.jp/shizai/news/2021/03/210316-50049.php

149 2021/03/16 PR TIMES 株式会社PR TIMES 「本社＆オフィス移転」は福島市へ！ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000073820.html

150 2021/03/15 PR TIMES 株式会社PR TIMES 【農業】40kgの袋を1シーズン約800袋運ぶ重作業で活躍！ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000041785.html

151 2021/03/12 現代ビジネス 株式会社講談社 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 http://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/6049d669776561896f230000

152 2021/03/12 @DIME（アットダイム） 株式会社小学館 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://dime.jp/company_news/detail/?pr=792223

153 2021/03/12 NewsCafe 株式会社イード 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20210311/662079.html

154 2021/03/12 産経ニュース 株式会社産経デジタル 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://www.sankei.com/economy/news/210311/prl2103110662-n1.html

155 2021/03/12 JBpress（日本ビジネスプレス） 株式会社日本ビジネスプレス 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/6049d1dc7765611a7a010000

156 2021/03/11 iza（イザ！） 株式会社産経デジタル 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/210311/prl21031117470662-n1.html

157 2021/03/11 とれまがニュース 株式会社サイトスコープ 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://news.toremaga.com/release/others/1806106.html

158 2021/03/11 ジョルダンニュース！ ジョルダン株式会社 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 http://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000034A000041785

159 2021/03/11 時事ドットコム 株式会社時事通信社 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://www.jiji.com/jc/article?k=000000034.000041785&g=prt

160 2021/03/11 おたくま経済新聞 C.S.T Entertainment,Inc. 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://otakei.otakuma.net/prtimes/03111374615.html

161 2021/03/11 PRESIDENT Online 株式会社プレジデント社 [株式会社イノフィス] 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://president.jp/ud/pressrelease/6049d1e67765613c4c010000

162 2021/03/11 BtoBプラットフォーム 株式会社インフォマート 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/search/../detail.page?IMNEWS4=2453156

163 2021/03/11 ORICON NEWS オリコン株式会社 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://www.oricon.co.jp/pressrelease/841000/

164 2021/03/11 Infoseekニュース 楽天株式会社 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000034_000041785/

165 2021/03/11 BEST TIMES（ベストタイムズ） 株式会社ベストセラーズ 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/press_release/870887/

166 2021/03/11 エキサイトニュース エキサイト株式会社 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2021-03-11-41785-34/

167 2021/03/11 マピオンニュース 株式会社マピオン 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://www.mapion.co.jp/news/release/000000034.000041785/

168 2021/03/11 朝日新聞デジタル＆M 株式会社朝日新聞社 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_24822847/

169 2021/03/11 STRAIGHT PRESS 株式会社PR TIMES 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000034.000041785

170 2021/03/11 フレッシュアイ 株式会社スカラコミュニケーションズ 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://news.fresheye.com/prtimes/article/pr-000000034.000041785.html

171 2021/03/11 BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://news.biglobe.ne.jp/economy/0311/prt_210311_8573014903.html

172 2021/03/11 読売新聞オンライン 株式会社読売新聞社 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/000000034000041785.html

173 2021/03/11 PR EDGE（ピーアールエッジ） 株式会社PR TIMES 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://predge.jp/pr/192169/

174 2021/03/11 ウレぴあ総研 ぴあ株式会社 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://ure.pia.co.jp/articles/-/979313

175 2021/03/11 財経新聞 株式会社財経新聞社 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://www.zaikei.co.jp/releases/1242151/

176 2021/03/11 ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 http://news.nicovideo.jp/watch/nw9065894

177 2021/03/11 @niftyビジネス ニフティ株式会社 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000034000041785_1.htm

178 2021/03/11 東洋経済オンライン 株式会社東洋経済新報社 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 http://toyokeizai.net/ud/pressrelease/6049d5d4776561058c1d0000

179 2021/03/11 時事メディカル 株式会社時事通信社 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://medical.jiji.com/prtimes/43951

180 2021/03/11 PR TIMES 株式会社PR TIMES 台湾で「肌力裝（マッスルスーツEvery）」プロモーション開始 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000041785.html

181 2021/03/09 Infoseekニュース 楽天株式会社 パワーアシストスーツ開発のイノフィス、欧州でも積極展開（フランス、スペイン、日本） https://news.infoseek.co.jp/article/jetro_6c3d7eb851a39844/

182 2021/03/09 JAcom 農業協同組合新聞 社団法人農協協会 「マッスルスーツEvery」フランスとスペインで発売開始　イノフィス2021年3月9日 https://www.jacom.or.jp/shizai/news/2021/03/210309-49890.php

183 2021/03/09 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、フランスとスペインで発売開始 https://news.toremaga.com/release/others/1802083.html

184 2021/03/09 @DIME（アットダイム） 株式会社小学館 マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://dime.jp/company_news/detail/?pr=789355

185 2021/03/09 ウレぴあ総研 ぴあ株式会社 マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://ure.pia.co.jp/articles/-/975462

186 2021/03/09 財経新聞 株式会社財経新聞社 マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://www.zaikei.co.jp/releases/1238274/

187 2021/03/09 ジョルダンニュース！ ジョルダン株式会社 マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 http://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000033A000041785

188 2021/03/09 Infoseekニュース 楽天株式会社 マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000033_000041785/

189 2021/03/09 フーズチャネル 株式会社インフォマート マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://www.foods-ch.com/news/prt_91883/

190 2021/03/08 LOGI-BIZ online 株式会社ライノス・パブリケーションズ EC諸国で販売拡大目指す関連する記事 https://online.logi-biz.com/37929/

191 2021/03/08 iza（イザ！） 株式会社産経デジタル マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/210308/prl21030818470710-n1.html

192 2021/03/08 ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 http://news.nicovideo.jp/watch/nw9051574

193 2021/03/08 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、フランスとスペインで発売開始 https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_24651079/

194 2021/03/08 マピオンニュース 株式会社マピオン マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://www.mapion.co.jp/news/release/000000033.000041785/

195 2021/03/08 フレッシュアイ 株式会社スカラコミュニケーションズ マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20210308140000_pr_pr000000033-000041785/a/index.html

196 2021/03/08 ニューズウィーク日本版 株式会社CCCメディアハウス マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://www.newsweekjapan.jp/press_release/2021/03/000000033000041785.php

197 2021/03/08 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、フランスとスペインで発売開始 http://toyokeizai.net/ud/pressrelease/6045ef9977656104462a0000

198 2021/03/08 産経ニュース 株式会社産経デジタル マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://www.sankei.com/economy/news/210308/prl2103080709-n1.html

199 2021/03/08 時事ドットコム 株式会社時事通信社 マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://www.jiji.com/jc/article?k=000000033.000041785&g=prt

200 2021/03/08 読売新聞オンライン 株式会社読売新聞社 マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/000000033000041785.html

201 2021/03/08 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、フランスとスペインで発売開始 https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2021-03-08-41785-33/

202 2021/03/08 STRAIGHT PRESS 株式会社PR TIMES マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000033.000041785

203 2021/03/08 おたくま経済新聞 C.S.T Entertainment,Inc. マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://otakei.otakuma.net/prtimes/03081369767.html

204 2021/03/08 @niftyビジネス ニフティ株式会社 マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000033000041785_1.htm
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205 2021/03/08 BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社 マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://news.biglobe.ne.jp/economy/0308/prt_210308_0212812426.html

206 2021/03/08 BtoBプラットフォーム 株式会社インフォマート マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/search/../detail.page?IMNEWS4=2446487

207 2021/03/08 NewsCafe 株式会社イード マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20210308/658965.html

208 2021/03/08 Logistics Today マーケティングパートナー株式会社 イノフィス、仏・西でもマッスルスーツ発売 https://www.logi-today.com/423666

209 2021/03/08 PR TIMES 株式会社PR TIMES マッスルスーツEvery、フランスとスペインで発売開始 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000041785.html
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