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株式会社 i-plug 

株式会社アイリス 

akippa 株式会社 

株式会社アジラ 

アソビュー株式会社 

株式会社 Alivas 

株式会社 Integral Geometry Science 

株式会社 ALE 

株式会社 Empath 

株式会社オプティマインド 

キャディ株式会社 

Kotozna 株式会社 

コネクテッドロボティクス株式会社 

株式会社サイフューズ 

サイマックス株式会社 

サスメド株式会社 

Sansan 株式会社 

C Channel 株式会社 

株式会社シナモン 

株式会社 Synamon 

シンクサイト株式会社 

株式会社スカイディスク 

スマートニュース株式会社 

セーフィー株式会社 

株式会社センシンロボティクス 

株式会社ティアフォー 

株式会社 DG TAKANO 

株式会社バカン 

ひむか AM ファーマ株式会社 

株式会社ファームシップ 

株式会社ファーメンステーション 

プランティオ株式会社 

株式会社ブレイゾン・セラピューティクス 

株式会社ポーラスター・スペース 

ボールウェーブ株式会社 

炎重工株式会社 

株式会社マテリアル・コンセプト 

株式会社ミューラボ 

株式会社ミラティブ 

株式会社ムスカ 

株式会社メタジェン 

株式会社メトセラ 

メドメイン株式会社 

ユカイ工学株式会社 

Rapyuta Robotics 株式会社 

株式会社 Lily MedTech 

リンクウィズ株式会社 

株式会社 Luup 

株式会社 Luxonus 

2019 年 6 月 24 日 



 

 

 

 

 

 

J-Startup2019 推薦委員  

赤浦 徹（インキュベイトファンド） 

東 博暢（株式会社日本総合研究所：SMBC 未来） 

安西 智宏（株式会社ファストトラックイニシアティブ） 

池田 将（ジャーナリスト） 

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） 

蛯原 健（リブライト・パートナーズ株式会社） 

大澤 弘治（GLOBAL CATALYST PARTNERS JAPAN） 

大下 創（MedVenture Partners 株式会社） 

大櫃 直人（株式会社みずほ銀行） 

岡 隆宏（一般社団法人日本スタートアップ支援協会） 

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（株式会社ウィズグループ ） 

小田嶋 Alex 太輔（EDGEof） 

片岡 正光（TBS イノベーション・パートナーズ合名会社） 

加藤 浩晃（デジタルハリウッド大学大学院） 

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） 

金子 好久（大和証券株式会社） 

金本 泰裕（日本マイクロソフト） 

鎌田 富久（Tomy K） 

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） 

木村 亮介（ライフタイムベンチャーズ） 

楠 淳（Johnson & Johonson INNOVATION） 

國本 行彦（インディペンデンツクラブ） 

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） 

佐藤 真希子（株式会社 iSGS インベストメントワークス） 

佐俣 安理（ANRI） 

鮫島 正洋（弁護士） 

椎葉 圭吾（日本アイ・ビー・エム株式会社） 

James Riney（500 Startups Japan） 

地引 功（日本郵便株式会社） 

鈴木 智裕（富士通株式会社） 

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） 

竹井 智宏（株式会社 MAKOTO） 

田島 聡一（株式会社ジェネシア・ベンチャーズ） 

千葉 功太郎（DRONE FUND/個人投資家） 

中馬 和彦（KDDI 株式会社） 

津田 佳明（ANA ホールディングス株式会社） 

土田 誠行（株式会社 INCJ） 

David Milstein（Eight Roads Ventures） 

都 虎吉（楽天ベンチャーズ） 

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） 

中野 慎三（伊藤忠テクノロジーベンチャーズ） 

夏野 剛（慶應義塾大学大学院） 

西口 尚宏（一般社団法人 Japan Innovation Network） 

西田 隆一（B Dash Ventures 株式会社） 

波木井 卓（コニカミノルタ株式会社） 

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（PhgandPlay, Japan） 

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・キャピタルワークス株式会社） 

星野 大輔（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社） 

堀 新一郎（YJ キャピタル株式会社） 

堀 義人（グロービス経営大学院） 

本荘 修二（本荘事務所） 

松谷 卓也（株式会社プロジェクトニッポン） 

丸 幸弘（株式会社リバネス） 

宮下 敬宏（株式会社国際電気通信基礎技術研究所） 

三好 啓介（株式会社ジャフコ） 

両角 将太（F Ventures LLP 有限責任事業組合） 

山川 恭弘（バブソン大学） 

山岸 広太郎（株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ） 

山本 将裕（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） 

湯木 将生（三菱 UFJ キャピタル株式会社） 

百合本 安彦（グローバル・ブレイン株式会社） 

吉川 正晃（株式会社 Human Hub Japan） 

 

2019 年 6 月 24 日 


