
No 企業名 URL 企業所在地

1 AndLaw株式会社 http://andlaw.co.jp/ 愛知県名古屋市

2 artics https://artics.page.link/japan 東京都目黒区

3 Blue Farm 株式会社 https://blue-farm.co.jp 静岡県静岡市

4 株式会社CULTA https://culta.jp/ 東京都渋谷区

5 株式会社FRESS www.fressmentalhealth.com 東京都渋谷区

6 Goldfinch合同会社 https://goldfinch.jp 東京都港区

7 株式会社KJ COMMONS https://kjcommons.com/ 神奈川県横浜市

8 PaylessGate株式会社 https://corp.paylessgate.com/ 大阪府大阪市

9 株式会社Pit-Step ー 東京都品川区

10 株式会社PITTAN http://www.pittan.co.jp/ 兵庫県神戸市

11 株式会社ZUU IFA https://zuu.co.jp/ 東京都目黒区

12 株式会社エキュメノポリス https://www.equ.ai/ja/ 東京都新宿区

13 株式会社オーディオストック https://audiostock.net/ 岡山県岡山市

14 オモテテ株式会社 https://ja.omotete.jp/ 東京都港区

15 株式会社カウシェ https://about.kauche.com/ 東京都渋谷区

16 株式会社グローバルステージ https://gl-stage.com/ 愛知県名古屋市

17 スペシャリスト・ドクターズ株式会社 https://www.specialist-doctor.com/home/ 東京都港区

18 ビビオ https://soundol.io 東京都渋谷区

19 株式会社プログミー https://progummy.com/ja 東京都中央区

20 マッチハット www.matchhat.com 東京都港区

No 企業名 URL 企業所在地

1 株式会社Closer https://close-r.com/ 茨城県つくば市

2 株式会社CROSS SYNC https://cross-sync.co.jp/ 神奈川県横浜市

3 株式会社datagusto https://lp.datagusto.jp/ 東京都港区

4 株式会社fcuro https://fcuro.com/ 大阪府大阪市

5 Green Synergy Japan株式会社 www.gsjp.co.jp 東京都目黒区

6 株式会社I’mbesideyou https://www.imbesideyou.com/ 東京都世田谷区

7 ICS-net株式会社 https://www.ics-net.com/ ⾧野県⾧野市

8 株式会社Medi-LX https://medi-lx.jp/site/index/ 大阪府和泉市

9 株式会社Notch https://www.dotshake.com 東京都港区

10 株式会社Onikle https://lp.napant.io 茨城県つくば市

11 株式会社PEER https://speak2you.net/ 福岡県北九州市

12 PJP Eye株式会社 https://pjpeye.tokyo/ 東京都港区

13 株式会社SaveExpats https://saveexpats.com 東京都中央区

2022年度スタートアップシティ・アクセラレーションプログラム参加企業一覧（計126社）（50音順）

〇Global Scaleコース（Techstars）：計20社

日本貿易振興機構（JETRO）　スタートアップ支援課

〇Enterprise Business (B2B) コース（AlchemistX）： 計20社
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14 SpoLive Interactive株式会社 https://spo.live/ 東京都千代田区

15 株式会社Yuimedi https://yuimedi.com/ 東京都港区

16 ケイナン・アドバイザーズ株式会社 https://www.zenihub.com/ja 東京都港区

17 株式会社トレードワルツ https://www.tradewaltz.com/ 東京都千代田区

18 リンクウィズ株式会社 https://linkwiz.co.jp/ 静岡県浜松市

19 株式会社レブコム https://www.revcomm.co.jp/ 東京都渋谷区

20 ロボセンサー技研株式会社 https://robosensor.co.jp 静岡県浜松市

No 企業名 URL 企業所在地

1 株式会社ACCELStars https://www.accelstars.com/ 福岡県久留米市

2 aiwell株式会社 https://www.aiwelljapan.com/ 東京都千代田区

3 C4U株式会社 https://www.crispr4u.jp/ 東京都目黒区

4 株式会社HICKY ー 東京都文京区

5 Nexuspiral株式会社 http://nexuspiral.co.jp/ 兵庫県神戸市

6 PRD Therapeutics株式会社 https://www.prdtherapeutics.com/ 東京都港区

7 株式会社VC Cell Therapy https://www.vcct.jp/ 兵庫県神戸市

8 エディットフォース株式会社 https://www.editforce.co.jp/ 東京都港区

9 株式会社クロバーナ https://cloverna.com/ 岡山県倉敷市

10 タグシクス・バイオ株式会社 http://tagcyx.com/ 東京都目黒区

11 パームエックス・セラピューティックス https://www.purmx.com 広島県広島市

12 ファイメクス株式会社 https://www.fimecs.com/ 神奈川県藤沢市

13 メディギア・インターナショナル株式会社 https://www.medigear.co.jp/?l=ja 東京都世田谷区

14 モルフェウス株式会社 ー 東京都港区

15 リバーセル株式会社 https://rebirthel.com/ 京都府京都市

16 レッドアローセラピューティックス https://redarrowtx.com/ 東京都文京区

No 企業所在地

1 Capy株式会社 https://corp.capy.me/ 東京都千代田区

2 株式会社EarBrain https://ear-brain.mystrikingly.com/ 東京都墨田区

3 株式会社Eukarya https://eukarya.io/ 東京都渋谷区

4 株式会社EX-Fusion https://www.ex-fusion.com/ja 大阪府吹田市

5 Fermelanta, Inc. (旧Naturax BioDesign） ー 東京都港区

6 株式会社Final Aim https://final-aim.com/ 東京都文京区

7 株式会社IDDK https://iddk.co.jp 東京都江東区

8 Nekotronic株式会社 https://nekotronic.com 神奈川県横浜市

9 株式会社Redge ー 神奈川県川崎市

10 SACIQ株式会社 https://matchasf.com/ 大阪府大阪市

〇Bio/Healthcareコース（CIC）：計16社

〇Deep Tech (IoT/Robotics/Mobility/ Cleantech and others) コース（Berkeley SkyDeck）：計20社

企業名                                                            URL
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11
SKYSCAPE株式会社

（旧ドローネクスト株式会社）
www.dronextglobal.com 大阪府堺市

12 株式会社アドダイス https://ad-dice.com/ 東京都台東区

13 エーアイシルク株式会社 http://www.ai-silk.com/ 宮城県仙台市

14 コネクテッドロボティクス株式会社 https://connected-robotics.com/ 東京都小金井市

15 株式会社セキューリド https://scurid.com/jp/index-jp.html 東京都品川区

16 セレイドセラピューティクス株式会社 https://celaidtx.com/ 東京都文京区

17 ハインツテック株式会社 https://hyntstech.com 福岡県北九州市

18 メトロウェザー株式会社 https://www.metroweather.jp/ 京都府宇治市

19 株式会社ユニバーサルブレイン https://universalbrain.jp/ 福岡県福岡市

20
株式会社ロングターム・インダストリアル・

ディベロップメント
https://www.ltid.jp/ 東京都三鷹市

No 企業所在地

1 AP TECH株式会社 https://aptechnology.co.jp/ 岩手県八幡平市

2 BLUE Symphony株式会社 https://www.symphony.blue/ 大阪府大阪市

3 合同会社D&S EdNet https://www.parksglobalschool.com/ 東京都小金井市

4 DAC-NOTE株式会社 https://dac-note.jp 東京都千代田区

5 株式会社DeepX https://www.deepx.co.jp/ 東京都文京区

6 株式会社DXEED https://dxeed.com/ 東京都中央区

7 株式会社Ecold https://ecold.co.jp/ 大阪府吹田市

8 株式会社eve autonomy https://eveautonomy.com/ 静岡県袋井市

9 株式会社FingerVision https://www.fingervision.jp/ 東京都杉並区

10 F-ZERO株式会社 https://f-zero.webnode.jp/about-us/ 三重県三重郡

11 株式会社HANATABA https://tender.party/ 福岡県北九州市

12 株式会社Herazika https://jr.herazika.com/ 神奈川県横浜市

13 株式会社iDevice https://www.med-idevice.com 大阪府大阪市

14 株式会社MISOVATION https://misovation.com 東京都中央区

15 株式会社MizLinx https://mizlinx.com/ 東京都千代田区

16 株式会社ORANGE kitchen https://orangekitchen.co.jp 東京都渋谷区

17 Powder Keg Technologies合同会社 https://powderkegtech.com/ja/ 広島県広島市

18 Qolo株式会社 https://qolo.jp/ 茨城県つくば市

19 株式会社Simplee https://instabio.cc/4051502zLczXH 東京都港区

20 株式会社 Space Power Technologies https://spacepowertech.com/ 京都府京都市

21 株式会社spread with https://www.spreadwith.com/ 東京都千代田区

22 SUSHI TOP MARKETING株式会社 https://www.sushitopmarketing.com/en/ 東京都千代田区

23 株式会社tapco https://tapco.co.jp/ 東京都渋谷区

24 Tetra Tokyo合同会社 https://ja.tetratokyo.com 東京都渋谷区

25 株式会社toraru https://toraru.co.jp/ 兵庫県神戸市

〇Global Preparationコース（Plug and Play Japan）：計50社

企業名                                                            URL
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26 株式会社Unwind https://unwind-inc.co.jp/ 兵庫県西宮市

27 株式会社Zenmetry https://www.zenmetry.net 東京都中央区

28 アラクノフォース株式会社 http://www.arachnoforce.com 東京都稲城市

29 株式会社イーストフィールズ https://granstra.com/ 東京都目黒区

30 合同会社エルプロジェクト https://yellproject.net/ 大阪府大阪市

31 エレガント株式会社 http://nipponauction.sun.bindcloud.jp 東京都中央区

32 株式会社オーツー・パートナーズ https://www.o2-inc.com/ 東京都港区

33 株式会社想ひ人 https://www.omohibito.com/ 東京都中野区

34 クレーロバック ー 茨城県つくば市

35 けあばーす株式会社 https://careverse.studio.site/ 東京都板橋区

36 株式会社シーテックヒロシマ https://seatec.hiroshima.jp 広島県呉市

37 株式会社スキーデイ https://skiday.co.jp/ 東京都千代田区

38 合同会社スタジオユリグラフ https://akala.ai/companies/4360003011178 沖縄県名護市

39 株式会社センシンロボティクス https://www.sensyn-robotics.com/ 東京都渋谷区

40 株式会社ソフトマターシミュレーションズ https://kapsel-dns.com/ 京都府京都市

41 ニューメッドラボ https://newmedlab.com 兵庫県芦屋市

42 株式会社パンダビジョン https://panda-vision.co.jp/ 東京都渋谷区

43 株式会社ブガンダ https://www.buganda.biz 東京都港区

44 株式会社ミーバイオ https://www.mii-bio.com/ 神奈川県川崎市

45 株式会社ミライ菜園 https://www.mirai-scien.com/ 愛知県名古屋市

46 株式会社ミラリンク https://milalink.co.jp/ 福岡県北九州市

47 株式会社ユニバーサル・バイオサンプリング https://www.universal-bs.com/ 兵庫県神戸市

48 RIDE DESIGN
https://www.innovation-osaka.jp/ja/library/library-

10792/
大阪府大阪市

49 株式会社魁半導体 https://sakigakes.co.jp/ 京都府京都市

50 鳥海メディカルサービス www.kizuna.travel 栃木県宇都宮市
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