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株式会社 aba 

AGRIST 株式会社 

株式会社 AI メディカルサービス 

株式会社アルム 

株式会社アンドパッド 

株式会社アロマジョイン 

株式会社ビースポーク 

株式会社ビットキー 

CoreTissue BioEngineering 株式会社 

株式会社クレードル 

DAIZ株式会社 

株式会社ファーストアセント 

GITAI Japan 株式会社 

株式会社 糖鎖工学研究所 

五常・アンド・カンパニー株式会社 

株式会社グラファー 

iHeart Japan 株式会社 

株式会社 I’mbesideyou 

インスタリム株式会社 

株式会社 KabuK Style 

株式会社カケハシ 

京都フュージョニアリング株式会社 

株式会社 LegalForce 

株式会社リクシス 

株式会社 Magic Shields 

メロディ・インターナショナル株式会社 

メトロウェザー株式会社 

株式会社 MICIN 

PDエアロスペース株式会社 

株式会社プランテックス 

PuREC 株式会社 

株式会社 RevComm 

株式会社 Shippio 

株式会社 SkyDrive 

株式会社スカイマティクス 

株式会社 Space Power Technologies 

株式会社 Spider Labs 

スタートバーン株式会社 

株式会社 Synspective 

株式会社 TBM 

株式会社タイミー 

株式会社 TRUSTDOCK 

Ubie 株式会社 

ユニファ株式会社 

UPWARD 株式会社 

株式会社ウーオ 

VLP セラピューティクス・ジャパン 

株式会社 WAKAZE 

WASSHA 株式会社 

株式会社ヤマップ 

2021 年 10 月 20 日 



 

 

 

 

J-Startup2021 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（BRIDGE 共同創業者 兼 シニアエディター） 

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） 

井上 加奈子（NEXTBLUE 有限事業組合） 

井上 智子（オムロンベンチャーズ株式会社） 

井本 潤一（ニッセイ・キャピタル株式会社） 

岩谷 渉平（アセットマネジメント One 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 INNOVATION） 

小野 種紀（日本郵便株式会社兼日本郵政キャピタル株式会社） 

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/一般社団法人 日本医療ベンチャー協会） 

加藤 由紀子（SBI インベストメント株式会社） 

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） 

岸本 拓磨（日本アイ・ビー・エム株式会社） 

木村 亮介（ライフタイムベンチャーズ） 

キャシー松井（MPower Partners） 

楠 淳（Johnson & Johonson Innovation） 

國本 行彦（認定NPO法人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） 

剱持 隆雄（株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 

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） 

小林 雅（ICC パートナーズ株式会社） 

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） 

笹原 優子（株式会社 NTT ドコモベンチャーズ） 

佐藤 真希子（株式会社 iSGSインベストメントワークス） 

佐藤 正義（株式会社三井住友銀行） 

佐俣 安理（ANRI） 

佐村 礼二郎（エー・アイ・キャピタル株式会社） 

鮫島 正洋（弁護士） 

James Riney（Coral Captal） 

島川 敏明（IVS） 

白木 信一郎（あいざわアセットマネジメント株式会社） 

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 泰蔵（Mistletoe Japan） 

高塚 清佳（新生企業投資株式会社） 

高野 真（D4V 合同会社） 

瀧口 匡（ウエルインベストメント株式会社） 

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） 

丹下 智広（JIC ベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社） 

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） 

David Milstein（Eight Roads Ventures） 

冨山 和彦（株式会社経営共創基盤） 

中垣 徹二郎（DNX Ventures） 

中嶋 淳（アーキタイプベンチャーズ株式会社） 

永田 暁彦（リアルテックホールディングス株式会社） 

中野 慎三（伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社） 

夏野 剛（慶應義塾大学大学院） 

南場 智子（株式会社 DeNA） 

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） 

畑 浩史（アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社） 

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（Plug and Play Japan 株式会社） 

福井 崇博（東急株式会社） 

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） 

藤原 由佳（EY 新日本有限責任監査法人） 

堀 新一郎（Z Venture Capital） 

堀 義人（グロービス経営大学院/グロービス・キャピタル・パートナーズ） 

堀江 愛利（Women's Startup Lab） 

本荘 修二（本荘事務所/多摩大学大学院） 

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） 

矢澤 麻里子（Yazawa Ventures） 

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） 

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） 

 

2021 年 10 月 20 日 


