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当社投資先 icuco 株式会社より icuco®book リリースのお知らせ 

 

 

 当社 HITSERIES®FUND のポートフォリオ企業である icuco 株式会社は、知的財産戦略をリニュ

ーアルし、保育領域における IoT クラウド事業として医療機器センサーデバイス、クラウド、

AI、WEB アプリ、モバイルアプリを組み合わせた量産体制を準備しました。 

 

 
icuco®touch icuco®care 

 

 既存プロダクトである特許申請済みの icuco®touch（医療機器デバイス）及び iOS アプリであ

る icuco®care、生体情報予測 AI アルゴリズムである icuco®intelligence に加えて、複数園を

運営する大手保育園むけのエンタープライズ IT パッケージである icuco®book を新しくリリー

スいたしました。 

 

  
icuco®book 

 

 icuco®book はクラウド時代において保育領域にイノベーションを起こすことを目的とした業

務オートメーションスイートです。産業領域では従来のデータセンター構築コストを 10 分の 1

以下に一新した Microsoft Azure、Amazon AWS や、CRM、MA 領域のシステム構築コストを 10 分

の 1以下に一新した Salesforce、エンタープライズ ERP の導入コストを 10 分の 1以下に一新し

た OracleNetsuite など、汎用技術の進歩によって最先端技術を採用しながらも、従来技術の 10

分の 1以下にコスト削減できるようなイノベーションが多数普及しています。 
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 icuco®book は一般的な保育園が地方自治体の補助金や金融機関からの借入に頼ったシステム

導入をし、費用負担により導入したシステムを使いこなせないという現在のマーケット課題を

発見し、契約更新に悩む保育所に、グローバル自動車部品メーカーが培った、高品質、低価格

の量産化技術を強みとした製品及びクラウドシステムを提供しています。icuco は保育領域をは

じめとする、イノベーションの到来を待つヘルスケア業界において IoT とクラウドの力で、人

がより人間らしく働くことのできる環境構築を支援していきます。 
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icuco 知的財産台帳 

 

No 分野 名称 備考 

1 商標 icuco® トレードマーク、社名および商品名称 

2 特許 icuco®intelligence  体温、体動、姿勢、心拍、呼吸、感情予測アルゴリズム

など 

国際特許出願番号 PCT/JP2021/007644 

3 特許 icuco®touch  医療機器クラスⅠデバイス 

国際特許出願番号 PCT/JP2021/007643  
4 意匠 icuco®touch 医療機器センサーデバイスの形状についての意匠 

5 医療機

器 

icuco®touch ハードウェア（外形及びエッジデバイス基盤）、セン

サ、無線通信機器、組み込みシステム、包装材及び周辺

備品 

6 ソース

コード 

icuco®care 午睡見守り iOS アプリ（モバイル、タブレット） 

7 ソース

コード 

icuco®book 

（一部開発中） 

icuco®book 複数園管理 

icuco®book 園台帳・職員台帳 

icuco®book 連絡帳・日誌 

icuco®book登降園管理 

icuco®book シフト管理（保育士） 

icuco®book 入退室管理（保育士・園児・保護者） 

icuco®book給食献立管理 

icuco®book法定書類管理 

icuco®book 請求管理 

icuco®book写真販売 

icuco®book 園バス管理  
8 ソース

コード 

icuco®book for 

nanny 

保育士むけ業務支援モバイル・タブレットアプリ

（iOS・Android） 

9 ソース

コード 

icuco®book for 

family 

保護者向けコミュニケーションアプリ 

（iOS・Android） 

10 認証規

格 

ISO/IEC27001 情報セキュリティに関して ISO/IEC27001 運用（2022 年

1 月より） 
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icuco について 

icuco は 2017 年に、武蔵精密工業株式会社（東証 7220）の新規事業創出プログラムである『第

一回ムサシ Innovator's Gate』の最優秀賞を受賞し、社内プロジェクトからスタート、2018 年

に法人化され、2019 年に icuco創業者である柳瀬社長が武蔵精密工業を退職の上、株式を購入

取得して事業運営継続、2020 年に IoT デバイスおよび iOS アプリを公式リリースし、2020 年東

京都主催「世界発信コンペティション」 特別賞を受賞しています。 

 

企業名 icuco 株式会社（旧 株式会社 wkwk） 

所在地 愛知県豊橋市駅前大通一丁目 135番地 COCOLA AVENUE 3階 

（MUSASHi Innovation Lab CLUE内） 

設立年月日 2018 年 5 月 15 日 

代表者  代表取締役 柳瀬陽一 

資本金   1億 7400万円 

従業員数    27 名（業務委託人員含む） 

WEB サイト     https://www.icuco.co.jp 

 

 

 

 
 

TANAAKKについて 

Tanaakk 株式会社はハイパーグロースする組織に対してイノベーション投資を実施する

HITSERIES®FUND を運営するともに、増収、増益、増配を実現するための一連のパッケージソフ

トウェアである HITSERIES®RevOps 及び HITSERIES®DevOps を世界６カ国の拠点で提供していま

す。TANAAKKは Microsoft Azure, Amazon AWS, Google GCP, Oracle Netsuite, Salesforce の

インテグレーションパートナーです。 

 

企業名   Ｔａｎａａｋｋ株式会社 

所在地   東京都千代田区丸の内二丁目 3番 2号郵船ビルディング 1階 

設立年月日  2013 年 7 月 3日 

代表者   代表取締役 田中翔一朗 

資本金   3億 4200万円 

従業員数  110 名（グローバル連結） 

WEB サイト  https://www.tanaakk.co.jp 

事業内容  

-HITSERIES®FUND IoT クラウド領域イノベーション投資ファンド 

-HITSERIES®RevOps クラウド事業 増収実現 

-HITSERIES®DevOps クラウド事業 開発標準化 

-HITSERIES®EquityOps クラウド事業 資本政策 

-TANAAKK LAW  クロスボーダー法律事務所 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

東京都千代田区丸の内二丁目３番２号１階 

Ｔａｎａａｋｋ株式会社 管理本部 

TEL 03-5533-8771 

FAX 03-5533-8771 

info@tanaakk.com 


