J-Startup企業
ArchiTek株式会社
株式会社ispace
AWAKENS, Inc.
株式会社アクセルスペース
株式会社アストロスケール
株式会社ABEJA
株式会社アラヤ
AlpacaJapan株式会社
Idein株式会社
Inagora株式会社
InstaVR株式会社
株式会社インフォステラ
WHILL株式会社
株式会社エイシング
エーアイシルク株式会社
株式会社エクサウィザーズ
エディジーン株式会社
エルピクセル株式会社
エレファンテック株式会社
株式会社O: (オー)
株式会社お⾦のデザイン
株式会社Origami
株式会社オルツ
株式会社カウリス
株式会社キュア・アップ
株式会社QPS研究所
株式会社Kyulux
Kyoto Robotics株式会社
クオンタムバイオシステムズ株式会社
株式会社クラウドワークス
GROOVE X株式会社
Global Mobility Service 株式会社
株式会社 Cogent Labs
ココアモーターズ株式会社
コネクテックジャパン株式会社
CYBERDYNE株式会社
株式会社GRA
株式会社JTOWER
株式会社Studio Ousia
Spiber株式会社
スペースリンク株式会社
株式会社SmartHR
株式会社スマートドライブ
株式会社すららネット
セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ株式会社
株式会社ZMP

SORABITO株式会社
株式会社チャレナジー
株式会社tsumug
テラモーターズ株式会社
テレイグジスタンス株式会社
株式会社Trigence Semiconductor
トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社
株式会社ナノエッグ
⽇本環境設計株式会社
株式会社PKSHA Technology
株式会社バイオーム
株式会社パネイル
株式会社P・マインド
ピクシーダストテクノロジーズ株式会社
株式会社ビザスク
VISITS Technologies 株式会社
BizteX 株式会社
株式会社ビズリーチ
株式会社Finc
株式会社Photo electron Soul
株式会社Preferred Networks
Fringe81株式会社
株式会社FLOSFIA
ペプチドリーム株式会社
Holoeyes株式会社
マイクロ波化学株式会社
株式会社マネーフォワード
MAMORIO株式会社
株式会社MUJIN
株式会社メガカリオン
株式会社mediVR
株式会社メルカリ
株式会社メルティンMMI
株式会社ユーグレナ
株式会社ユーザベース
ライフイズテック株式会社
ラクスル株式会社
リーズンホワイ株式会社
LeapMind株式会社
株式会社Liquid
リバーフィールド株式会社
株式会社リプロセル
株式会社ルートレック・ネットワークス
レキオ・パワー・テクノロジー株式会社
レグセル株式会社
WAmazing株式会社
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J-Startup推薦委員
⾚浦 徹（インキュベイトファンド）
東 博暢（⽇本総合研究所:SMBC 未来）
安⻄ 智宏（株式会社ファストトラックイニシアティブ）
伊佐⼭ 元（株式会社 WiL）
伊地知 天（Creww株式会社）
伊藤 毅（Beyond Next Ventures 株式会社）
井本 潤⼀（ニッセイ・キャピタル株式会社）
内⽥ 毅彦（株式会社⽇本医療機器開発機構）
梅澤 ⾼明（A.T.カーニー）
梅⽥ 和哉（京都リサーチパーク株式会社）
江草 拓⼈（野村ホールディングス）
江幡 智広（KDDI株式会社:KDDI ∞ labo）
⼤下 創（MedVenture Partners）
⼩笠原 治（株式会社ABBA Lab）
岡橋 寛明（みやこキャピタル）
奥⽥ 浩美（Wiz Group）
加藤 由将（東京急⾏電鉄株式会社︓東急アクセラレートプログラム）
加藤 浩晃（デジタルハリウッド⼤学⼤学院）
⾦⼦ 好久（⼤和証券:Daiwa Innovation network）
仮屋薗 聡⼀（グロービス・キャピタル・パートナーズ／⽇本ベンチャーキャピタル協会 ）
河野 純⼀郎（伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社）
⽊村 幸太（⽇本IBM: IBM Blue hub）

⽊村 亮介（IF Lifetime Ventures）
夏野 剛（慶應義塾⼤学⼤学院）
國本 ⾏彦（インディペンデンツクラブ）
窪⽥ 正史（⽇本マイクロソフト:Microsoft Innovation Award）
栗⽥ 秀⾂（株式会社ケイエスピー）
郷治 友孝（株式会社東京⼤学エッジキャピタル）
國⼟ 晋吾（⼀般社団法⼈TXアントレプレナーパートナーズ）
斎藤 祐⾺（デロイトトーマツ／トーマツベンチャーサポート ）
榊原 健太郎（株式会社サムライインキュベート）
坂本 剛（QBキャピタル）
鮫島 正洋（弁護⼠）
James Riney（500 Startups Japan）
進 均（みずほ証券:MIZUHO Innovation Award）
鈴⽊ 規⽂（株式会社ゼロワンブースター）
曽我 弘（株式会社カピオン）
孫 泰藏（Mistletoe）
⾼野 真（Forbes Japan／MTパートナーズ株式会社）
瀧⼝ 匡（ウェルインベストメント）
滝澤 正宏（東⽇本電信電話株式会社:NTT 東⽇本 アクセラレータープログラム）
千葉 功太郎（DRONE FUND/個⼈投資家）
徳永 奈緒美（富⼠通株式会社）
冨⼭ 和彦（株式会社経営共創基盤）

中垣 徹⼆郎（Draper Nexus Venture Partners, LLC）
中嶋 淳（アーキタイプ株式会社）
永⽥ 暁彦（合同会社ユーグレナSMBC⽇興リバネス）
⻄⼝ 尚宏（⼀般社団法⼈Japan Innovation Network）
⻄⽥ 隆⼀（B Dash Ventures 株式会社）
波⽊井 卓（コニカミノルタ株式会社: コニカミノルタ Business Innovation Center）
服部 結花（インクルージョン・ジャパン株式会社）
林 千晶（株式会社ロフトワーク）
林 ⿓平（株式会社ドーガン・ベータ）
廣川 克也（⼀般財団法⼈SFCフォーラム）
フィリップ・誠慈・ヴィンセント（Plug and Play, Japan）
福井 崇博（⽇本郵便株式会社:POST LOGITECH INNOVATION AWARD）
藤記 敬久（フューチャーベンチャーキャピタル株式会社）
藤野 英⼈（レオス・キャピタル）
星野 ⼤輔（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社:CCC T-Venture Program）
堀 義⼈（グロービス経営⼤学院）
本荘 修⼆（本荘修⼆事務所）
松⾕ 卓也（株式会社プロジェクト⽇本）
丸 幸弘（株式会社リバネス）
三好 啓介（株式会社ジャフコ）
湯⽊ 将⽣（三菱UFJキャピタル:MUFG Rize up Festa）
百合本 安彦（グローバル・ブレイン株式会社）

J-Startup Supporters
アーキタイプ株式会社
⼀般社団法⼈iEducation
IF Lifetime Ventures
アクサ⽣命保険株式会社
株式会社ABBALab
伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社
インキュベイトファンド
インクルージョン・ジャパン株式会社
特定⾮営利活動法⼈インデペンデンツクラブ
株式会社ウィズグループ
株式会社WiL
ウエルインベストメント株式会社
弁護⼠法⼈ 内⽥・鮫島法律事務所
A.T. カーニー
株式会社エッジ・オブ
株式会社NTTデータ
株式会社NTTドコモ
MTパートナーズ株式会社
沖電気⼯業株式会社
オムロン株式会社
オリンパス株式会社
株式会社カピオン
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
QBキャピタル合同会社
京都リサーチパーク株式会社
キリンホールディングス株式会社
グーグル合同会社
Creww株式会社
グローバル・ブレイン株式会社
株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ
グロービス経営⼤学院
株式会社経営共創基盤
株式会社ケイエスピー
KDDI株式会社
コニカミノルタ株式会社

株式会社サムライインキュベート
シャープ株式会社
⼀般社団法⼈Japan Innovation Network
株式会社ジャフコ
Johnson & Johnson Innovation
新⽇本有限責任監査法⼈
住友⽣命保険相互会社
セイコーエプソン株式会社
株式会社ゼロワンブースター
ソフトバンク株式会社
SBイノベンチャー株式会社
損害保険ジャパン⽇本興亜株式会社
第⼀⽣命保険株式会社
⼤⽇本印刷株式会社
⼤和証券株式会社
武⽥薬品⼯業株式会社
⽥辺三菱製薬株式会社
TDK株式会社
⼀般社団法⼈TXアントレプレナーパートナーズ
デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社
東京海上ホールディグス株式会社
東京ガス株式会社
東京急⾏電鉄株式会社
株式会社東京⼤学エッジキャピタル
株式会社ドーガン・ベータ
Draper Nexus Venture Partners, LLC
DRONE Fund
ニッセイ・キャピタル株式会社
⽇本アイ・ビー・エム株式会社
株式会社⽇本医療機器開発機構
⽇本⽣命保険相互会社
株式会社⽇本総合研究所
⽇本マイクロソフト
⽇本郵便株式会社
⼀般社団法⼈⽇本臨床研究学会

野村ホールディングス株式会社
株式会社HEART CATCH
パナソニック株式会社
B Dash Ventures株式会社
PwCコンサルティング合同会社
東⽇本電信電話株式会社
Beyond Next Ventures株式会社
500 Startups Japan
株式会社ファストトラックイニシアティブ
株式会社フィリップス・ジャパン
富⼠通株式会社
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
Plug and Play Tech Center, Japan
株式会社プロジェクトニッポン
Venture Café Tokyo
前⽥建設⼯業株式会社
Mistletoe株式会社
株式会社みずほ銀⾏
みずほ証券株式会社
株式会社三井住友銀⾏
三菱地所株式会社
三菱UFJキャピタル株式会社
株式会社三菱UFJ銀⾏
みやこキャピタル株式会社
MedVenture Partners株式会社
森ビル株式会社
合同会社ユーグレナSMBC⽇興リバネス
⼀般社団法⼈ライフサイエンス・イノベーション・
ネットワーク・ジャパン（三井不動産株式会社）
株式会社リコー
株式会社リバネス
レオス・キャピタルワークス株式会社
Regus Japan
ロート製薬株式会社
株式会社ロフトワーク
※五⼗⾳順で掲載
２０１８年６月１１日

