オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会 企業会員 （平成31年 4月 1日現在）
アーキタイプ株式会社

ANEW Holdings株式会社

株式会社earthkey

Aniwo株式会社

ＲＦルーカス株式会社

株式会社アプローチ・システムズ

IBM BlueHub

株式会社 Aventino

株式会社ＩＨＩ

アマノ株式会社

株式会社アイテーオー

あみだすIT株式会社

会川鉄工株式会社

株式会社アミンファーマ研究所

アイシン精機株式会社

ＡＭＥＣ株式会社

愛知海運 株式会社

アライアンス・コア株式会社

愛知製鋼株式会社

アルケア株式会社

株式会社iTiDコンサルティング

株式会社アルコパートナーズ

アイディールブレーン株式会社

株式会社アルバック

アイティメディア株式会社

株式会社アルビオン

iHeart Japan株式会社

ARUN

株式会社IP Bridge

株式会社ANSeeN

aili合同会社

株式会社 安藤・間

アヴェンタ株式会社

Amplify Japan合同会社

株式会社アウトスタンディングテクノロジー

EAGLYS株式会社

株式会社アウラ心理教育センター

株式会社イージステクノロジーズ

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社イーディーピー

アキム株式会社

イオンリテール株式会社

アクセーラ株式会社

株式会社イクス

アクティバイセス

石坂産業株式会社

旭化成株式会社

石塚硝子株式会社

旭化成エレクトロニクス株式会社

石原産業株式会社

旭硝子株式会社

株式会社イスラテック

朝日新聞社（有志団体わるだくみ）

株式会社 イチカワ

株式会社アサヒメッキ

いちご株式会社

株式会社旭リサーチセンター

株式会社イデアクエスト

株式会社ashigaru

出光興産株式会社

株式会社アシスト

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社

味の素株式会社

株式会社イトーキ

味の素製薬株式会社

因幡電機産業株式会社

株式会社アダチファクトリー

イノベーチュア株式会社

アットドウス株式会社

いよぎんキャピタル株式会社

株式会社ADEKA

岩谷産業株式会社

ADEKAケミカルサプライ㈱

株式会社インキューブ

アテックス株式会社

InstaVR株式会社

株式会社アドバネクス

株式会社インスパイア

株式会社アドバンスト・キー・テクノロジー研究所

インタートラスト・マネージメント株式会社

アトミクス株式会社

株式会社インディージャパン

株式会社アドライト

インテリジェンス

株式会社イントラリンク

株式会社M&A Biz

株式会社イントラリンク

ＭＣＨプランニング株式会社

株式会社Inner Frontier

株式会社ＭＣＢＩ

インビボサイエンス株式会社

株式会社MTG

インフォコム株式会社

MPP KOMATSU株式会社

株式会社インフォバーン

株式会社Elix

Info.Medica,LLC

株式会社LSIメディエンス

インフォメティス株式会社

LG Japan Lab 株式会社

Vanguard Industries 株式会社

エルシード株式会社

ヴィタネット株式会社

株式会社LTTバイオファーマ

株式会社うえじま企画

エレコム株式会社

株式会社ヴォクシス

株式会社エンジニア

株式会社ウッドペッカー

株式会社Enhanlabo

宇部興産株式会社

株式会社エンプラス

株式会社エア・リキード・ラボラトリーズ

株式会社エンルート

株式会社永産システム開発

オーエヌ工業株式会社

株式会社ＡＣＲ

大阪瓦斯株式会社

Ations株式会社

大関株式会社

株式会社A

Automagi株式会社

株式会社英知継承

株式会社大林組

A Tech Ventures株式会社

オープンアソシエイツ株式会社

株式会社エー・ソリューションズ

株式会社オールアバウト

株式会社エーエヌディー

株式会社オールプレジデント

エーザイ株式会社

株式会社オキサイド

ABS合同会社

沖電気工業株式会社

株式会社エクシング

株式会社奥村組

SSS合同会社

オザックス株式会社

SMBC日興証券

オフィス エイトックス

SBIインベストメント株式会社

株式会社オフィスエム

エスペック株式会社

株式会社オブジェクト・オブ・ヌル

株式会社XWORK

面白法人カヤック

エッセンス株式会社

株式会社オリゴジェン

エディットフォース株式会社

オリコン株式会社

株式会社エナジーゲートウェイ

オリックス株式会社

NECネッツエスアイ株式会社

オリックス・レンテック株式会社

NECフィールディング株式会社

カイゲンファーマ株式会社

NGLi Holdings Ltd.

カイハラ株式会社

NTT東日本

花王株式会社

NTN株式会社

カコムス株式会社

株式会社NTTデータ

川崎重工業株式会社

株式会社ＮＢＣメッシュテック

鹿島建設株式会社

エネルギープロダクト株式会社

株式会社カネカ

エバマーケティング合同会社

金松総合研究所合同会社

株式会社荏原製作所

カバードブリッジコンサルティング合同会社

株式会社エビとも

株式会社ワイ・ディ・シー

エボニック ジャパン株式会社

株式会社環境エネルギー総合研究所

株式会社環境経営総合研究所

ＫＨネオケム株式会社

環境農漁業開発有限責任合同会社

経営パワー株式会社

関西電力株式会社

株式会社ケイエスピー

関西ペイント株式会社

ケイセイ医科工業株式会社

関東化学株式会社

KDDI株式会社

株式会社かんぽ生命保険

株式会社ケイテックパートナーズ

合同会社Keychain

KLab Venture Partners株式会社

ギガフォトン株式会社

株式会社健康都市デザイン研究所

有限会社ギガ プランニング

株式会社建設技術研究所

キスソニック株式会社

株式会社光子発生技術研究所

キヤノン株式会社

株式会社構造計画研究所

株式会社 ＣＡＭＩ&Ｃｏ．

株式会社 興電舎

キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

株式会社神戸製鋼所

株式会社キャンパスクリエイト

株式会社コーピー

九州エネルギーソリューション株式会社

国際航業株式会社

株式会社ＱＤレーザ

コクヨ株式会社

キユーピー株式会社

ココレア株式会社

京都試作センター株式会社

コニカミノルタ株式会社

京セラ株式会社

小林製薬株式会社

京セラコミュニケーションシステム株式会社

コベルコ建機株式会社

株式会社協同インターナショナル

株式会社小松製作所

株式会社共立

小松精練株式会社

協和テクノロジィズ株式会社

株式会社Co-LABO MAKER

株式会社清原光学

コランダム・イノベーション株式会社

株式会社きらり

株式会社コロプラネクスト

キリン株式会社

株式会社コングレ

株式会社 金嘉

株式会社コンコース

金属技研株式会社

株式会社コンセラクス

株式会社空

コンチネンタル・オートモーティブ株式会社

株式会社空スペース

株式会社昆虫食のentomo

株式会社 QUANTUM

株式会社サーキュレーション

倉敷紡績株式会社

サイコム・ブレインズ株式会社

株式会社グラフィシア

株式会社サイダ・FDS

株式会社クラレ

有限会社サイチ

グランデックス株式会社

有限会社サイバーカード インターナショナル

Green Earth Institute 株式会社

CYBERDYNE株式会社

株式会社クリスタル光学

株式会社サイバーディフェンス研究所

栗田工業株式会社

SCIVAX株式会社

グリッドマーク株式会社

株式会社サイベックコーポレーション

株式会社栗本鐵工所

堺化学工業株式会社

クレディスイス証券株式会社

サカタインクス株式会社

株式会社グローバ

さくら情報システム 株式会社

グローバルゲート株式会社

サッポロ不動産開発株式会社

グローバル・ブレイン株式会社

株式会社サトー

グローバルフレンドシップ株式会社

SABICジャパン合同会社

黒崎播磨株式会社

株式会社サムスン日本研究所

株式会社サンエー

ジョンソンコントロールズ株式会社

サンデン株式会社

株式会社新生銀行

サントリーホールディングス株式会社

株式会社シンセシス

三和システムエンジニアリング株式会社

株式会社ＳＨＩＮＤＯ

株式会社ＣＥホールディングス

新日鉄住金エンジニアリング株式会社

株式会社CSソリューション

新日鉄住金化学株式会社

ジーエフケー マーケティングサービス ジャパン 株式会社

新日本空調株式会社

シーエムシー技術開発株式会社

株式会社新農林社 （週刊農機新聞）

ＣＱベンチャーズ株式会社

水ing株式会社

株式会社Seize The Day

株式会社スギノマシン

株式会社ジーダット

株式会社SCREENホールディングス

株式会社シービーエス

鈴与商事株式会社

株式会社ジーンデザイン

スタンレー電気株式会社

GeneTech株式会社

ストーリーエム株式会社

JX金属株式会社

ストックマーク株式会社

JXTGホールディングス株式会社

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

JFEスチール株式会社

株式会社スパート

JFEエンジニアリング株式会社

スペクトロニクス株式会社

ＪＭＴＣキャピタル合同会社

SMILABLE株式会社

株式会社ジェイ・キャスト

住友化学株式会社

株式会Ｊストリーム

住友化学園芸株式会社

株式会社ジェイテクト

住友金属鉱山株式会社

Ｊトップ株式会社

住友商事株式会社

JBソリューションズ株式会社

住友精密工業株式会社

ジェイファーマ株式会社

住友生命保険相互会社

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

住友電気工業株式会社

志賀高原創生公社

住友ベークライト株式会社

株式会社ジカン

360ipジャパン株式会社

株式会社シグマクシス

株式会社スリー・ディー・マトリックス

株式会社シナプスイノベーション

スリープウェル株式会社

Xinova

株式会社スワローインキュベート

シバセ工業株式会社

セイコーソリューションズ株式会社

株式会社 島津製作所

セイコーホールディングス株式会社

清水建設株式会社

セイノーホールディングス株式会社

シャープ株式会社

西武しんきんキャピタル株式会社

株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー

株式会社清和光学製作所

株式会社ジャパンベンチャーリサーチ

積水化学工業株式会社

株式会社ジョイント

セコム株式会社

株式会社 商船三井

Scenography Creator：KEI

正田醤油株式会社

株式会社セレクトスクエア

株式会社情報基盤開発

千株式会社

株式会社情報システム総研

全国農業協同組合連合会

昭和電工株式会社

先端フォト二クス株式会社

JOHNAN株式会社

株式会社 先端力学シミュレーション研究所

株式会社ジョブ

双日株式会社

ジョルダン株式会社

株式会社ソサエティ

ソシデア知的財産事務所

知能技術株式会社

ソニー株式会社

株式会社チャレンジ

株式会社ソフトウィング

中国電力株式会社

ソフトバンク株式会社

株式会社チューブグラフィックス

ソフトバンク コマース＆サービス株式会社

千代田化工建設株式会社

ソフトバンク・テクノロジー株式会社

株式会社ツーセル

ソプラ株式会社

合同会社ツクル

ソメイテック

株式会社椿本チエイン

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

ＴＩＳ株式会社

ソニー銀行株式会社

DIC株式会社

第一工業製薬株式会社

ＴＡインターナショナル株式会社

第一三共株式会社

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社

第一精工株式会社

株式会社DNPエル・エス・アイ・デザイン

ダイキン工業株式会社

株式会社TNPオンザロード

大正製薬株式会社

株式会社ディーエムエス

大成建設株式会社

DGインキュベーション

株式会社ダイセル

D3 LLC

ダイソー株式会社

株式会社ティービーアイ

株式会社ダイナックス

テイ・エステック株式会社

大日本印刷株式会社

㈱ティオシステムズ

株式会社ダイネット

テイカ株式会社

太平洋精工株式会社

帝人株式会社

大鵬薬品工業株式会社

ディップ株式会社

太陽化学株式会社

TDK株式会社

大陽日酸株式会社

株式会社ティ・ディ・シー

太陽ホールディングス株式会社

ディナベック株式会社

大和企業投資株式会社

DBJキャピタル株式会社

大和証券株式会社

株式会社ディライト

大和ライフネクスト株式会社

テクニオンジャパン株式会社

高砂熱学工業株式会社

テクノロジーシードインキュベーション株式会社

高島株式会社

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

髙橋金属株式会社

テックスエンジソリューションズ株式会社

高橋聡公認会計士事務所

株式会社TECHFUND

株式会社タクマ

テック・ワーク株式会社

拓山株式会社

株式会社Temari

武田薬品工業株式会社

株式会社テムザック

株式会社竹中工務店

デュポン株式会社

株式会社ダスキン

テラ・ラボ

株式会社 タスク・ヨダ

テレビ東京

TANAKAホールディングス株式会社

デンカ株式会社

WMパートナーズ株式会社

株式会社電業社機械製作所

多摩川精機株式会社

株式会社デンソー

タマホーム株式会社

株式会社デンソーテン

DANベンチャーキャピタル株式会社

株式会社電通

地域エネルギー株式会社

株式会社戸出O-Fit

知財務株式会社

東亞合成株式会社

トゥインクルスプリンクルジャパン株式会社

ナイトライド・セミコンダクター株式会社

東急建設株式会社

株式会社ナインシグマ・ジャパン

東急不動産株式会社

永島医科器機械株式会社

株式会社東急不動産次世代技術センター

株式会社ナガセインテグレックス

東京エレクトロン株式会社

ナガセケムテックス株式会社

東京海上ホールディングス株式会社

長瀬産業株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

株式会社ナカヨ

東京ガス株式会社

名古屋テレビ放送株式会社

東京計器株式会社

株式会社ナサダ

東京応化工業株式会社

ナッジ株式会社

株式会社東京精密

NanoGlobe

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社

株式会社ニコン

東京鐵鋼株式会社

西日本旅客鉄道株式会社

東京理化器械株式会社

西松建設株式会社

株式会社東光高岳

株式会社ニチレイ

株式会社東芝

日華化学株式会社

東芝テック株式会社

日揮株式会社

株式会社 東振精機

株式会社ニッコー

東ソー株式会社

株式会社日新システムズ

東燃ゼネラル石油株式会社

日清食品ホールディングス株式会社

東武ビジネスソリューション株式会社

日清紡ホールディングス株式会社

東北マイクロテック株式会社

ニッセイキャピタル

東洋エンジニアリング株式会社

日東薬品工業株式会社

東陽監査法人

日特エンジニアリング株式会社

株式会社東洋発酵

株式会社日本コンピュータ開発

東洋紡株式会社

日本精工株式会社

東レ株式会社

日本タングステン株式会社

東レフィルム加工株式会社

日本郵便株式会社

株式会社トータルオリジナルプロデュース

株式会社ニフコ

株式会社トータルメディア開発研究所

ニフティ株式会社

TOTO株式会社

日本コムクエスト・ベンチャーズ合同会社

遠山コンサルオフィス

日本ＩＤＥＡＳＣＡＬＥ

トーヨーカネツ株式会社

日本アジア投資株式会社

TOWA株式会社

株式会社日本アプライドリサーチ研究所

株式会社徳田義肢製作所

株式会社日本アプライドリサーチ研究所

株式会社トクヤマ

株式会社日本医療機器技研

戸田建設株式会社

日本エア・リキード株式会社

凸版印刷株式会社

日本革新創薬株式会社

トッパン・フォームズ株式会社

日本化薬株式会社

株式会社戸畑製作所

日本碍子株式会社

株式会社トプスシステムズ

日本光電工業株式会社

豊田合成株式会社

日本国土開発株式会社

トヨタ自動車株式会社

日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社

株式会社Trigence Semiconductor

日本出版販売株式会社

トランスフォーメーションイニシアティブ株式会社

株式会社日本触媒

株式会社ナイスク

日本信号株式会社

株式会社日本政策投資銀行

ピジョン株式会社

日本製紙株式会社

日立化成株式会社

日本生命保険相互会社

株式会社日立情報通信エンジニアリング

株式会社日本総合研究所

株式会社日立製作所

日本電気株式会社

日立造船株式会社

日本電産コパル株式会社

株式会社 日立ハイテクソリューションズ

日本電子株式会社

株式会社日立ハイテクノロジーズ

日本特殊陶業株式会社

ビッグローブ株式会社

日本バイリーン株式会社

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社

日本ベース株式会社

株式会社HUMS

日本ユニシス株式会社

現代自動車日本技術研究所

日本ロレアル株式会社

Beyond Next Venｔures 株式会社

日本ワムネット株式会社

平河ヒューテック株式会社

NEWRON株式会社

株式会社Vilingベンチャーパートナーズ

株式会社ネオテクノロジー

株式会社ファースト・イノベーテック

株式会社ネクステック

株式会社ファーストアセント

ネットワンパートナーズ株式会社

ファスコ貿易株式会社

株式会社ノースサンド

株式会社ファストトラックイニシアティブ

ノーベルファーマ株式会社

VRワイバオ・ジャパン株式会社

ノバルス株式会社

株式会社フィックスターズ

株式会社ノリタケカンパニーリミテド

株式会社フィンチジャパン

株式会社ノルメカエイシア

株式会社フーモア

パイオニア株式会社

Four Innovation,S.L.

株式会社バイオメッドコア

株式会社フォトシンス

パイクリスタル株式会社

Forex Robotics株式会社

バイテックグローバルエレクトロニクス

福島工業株式会社

パイフォトニクス株式会社

フジイコーポレーション株式会社

株式会社ハイペップ研究所

株式会社フジクラ

ハウス食品グループ本社株式会社

富士ゼロックス株式会社

橋本電子工業株式会社

株式会社 富士ゼロックス総合教育研究所

株式会社パスコ

株式会社フジタ

株式会社HATCH

富士通株式会社

パナソニック株式会社

株式会社富士通研究所

ハネウｴルジャパン株式会社

株式会社 富士通ゼネラル

株式会社パブリカ

株式会社 富士通ゼネラル

林化成株式会社

株式会社富士通マーケティング

パルステック工業株式会社

富士電機株式会社

株式会社バンテック

富士電子工業株式会社

株式会社ピーアイ技術研究所

富士特殊紙業株式会社

BASFジャパン株式会社

富士フイルム株式会社

株式会社ピーエスシー

藤森工業株式会社

株式会社ピーエムティー

不二ライトメタル株式会社

株式会社ＢＢＳ金明

株式会社 不動テトラ

株式会社ピクセル

フューチャー・エクシィード株式会社

株式会社ビザスク

フューブライト・コミュニケーションズ株式会社

株式会社ビジョナリーボード

芙蓉総合リース株式会社

ブラザー工業株式会社

三井物産株式会社

株式会社プラズマイオンアシスト

三井不動産株式会社

プランツラボラトリー株式会社

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

株式会社PLAN-B

三菱化学株式会社

フリーバンク株式会社

三菱ガス化学株式会社

フリービットインベストメント株式会社

三菱地所株式会社

Fresvii, Inc.

三菱重工業株式会社

株式会社ブリヂストン

三菱樹脂株式会社

BLUE TAG株式会社

三菱商事株式会社

古河電気工業株式会社

三菱食品株式会社

フロイント産業株式会社

三菱製紙販売株式会社

株式会社プロテイン・エクスプレス

株式会社三菱総合研究所

プロトスター株式会社

三菱電機株式会社

株式会社フロンティア・フィールド

株式会社三菱東京UFJ銀行

株式会社ベアリッジ

三菱日立パワーシステムズ株式会社

ペニンシュラリソースラボ合同会社

三菱マテリアル株式会社

株式会社ベンチャーラボインベストメント

三菱UFJキャピタル株式会社

株式会社ボナック

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

株式会社ホプニック研究所

水上印刷株式会社

HOYA株式会社

未来技研株式会社

株式会社堀場製作所

未来創造株式会社

ポリプラスチックス株式会社

Mira Robotics株式会社

ボルカノ株式会社

武蔵エンジニアリング株式会社

株式会社 本田技術研究所

株式会社むさし小金井自動車教習所

マイクロ波化学株式会社

株式会社明電舎

マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社

森公認会計士事務所

毎日新聞社

森トラスト株式会社

株式会社前川製作所

矢崎総業株式会社

前澤工業株式会社

株式会社安川電機

株式会社マキシマム・テクノロジー

安永クリーンテック株式会社

株式会社まちなかHubLab

株式会社矢野経済研究所

株式会社マテリアル

山田ビジネスコンサルティング株式会社

株式会社丸井グループ

やまと産業創成パートナーズ株式会社

丸五ゴム工業株式会社

山本化成株式会社

株式会社ミーミル

ヤンマーホールディングス株式会社

三木プーリ株式会社

ユーヴィックス株式会社

みずほ銀行

株式会社UACJ Marketing＆Processing

みずほ証券株式会社

株式会社ユーグレナ

みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社

株式会社ユーグレナインベストメント

株式会社みずほフィナンシャルグループ

ユニチカ株式会社

三井化学株式会社

ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社

三井金属鉱業株式会社

株式会社UniBio

株式会社三井住友銀行

夢の街創造委員会株式会社

三井住友海上火災保険株式会社

株式会社YOUI

三井倉庫サプライチェーンソリューション（株）

株式会社ヨコオ

三井造船株式会社

横河電機株式会社

吉田電材工業株式会社

株式会社リログループ

よつばワーク社会保険労務士法人

リンカーズ株式会社

株式会社ライフ

リンカーン・インターナショナル株式会社

ライフラボラトリ株式会社

リンテック株式会社

楽天株式会社

ルーラ株式会社

株式会社LASSIC

株式会社ルネッサンス・エナジー・リサーチ

LASAIN

株式会社 ロータス

株式会社ラック

ロータスアロイ株式会社

株式会社ラディックス

ロート製薬株式会社

株式会社ランドスキップ

ローバル株式会社

株式会社リアルタイム・グラフィックス

ローム株式会社

リアルワールドゲームス株式会社

株式会社ロキテクノ

株式会社LIXIL

株式会社ロボキュア

株式会社リクルートキャリア

株式会社ロボケン

株式会社リクルートホールディングス

ロボットスタート株式会社

株式会社リコー

株式会社 わ

株式会社リコジェ

株式会社ワークハピネス

株式会社リトルデバイス

ＹＳテック株式会社

リ・バース株式会社

YKK AP株式会社

株式会社リバネス

ワザアリ株式会社

株式会社里灯都

