第３５回までの NEDOピッチ登壇企業 一覧
ID
1

1

（ABC＆50音順 ※ 社名変更のケースも登壇時社名でソートしました。 ）
開催テーマ

登壇企業
株式会社16Lab

第６回 IoT（5社）

HP（URL)
http://16lab.net/

第３回 人工知能（5社）
2

A

株式会社ABEJA

A

エレファンテック株式会社 （旧AgIC株式会社）

4

A

株式会社ＡＬＥ

5

A

6

2016年3月22日
2015年12月21日

https://abejainc.com/ja/
第２５回 JEITAベンチャー賞特集（5社）

3

開催日

第８回 素材（5社）

2018年6月5日
https://www.elephantech.co.jp/

2016年5月31日

第１５回 宇宙（5社）

http://star-ale.com/

2017年3月28日

AssistMotion株式会社

第２６回 地方発ベンチャー特集（5社）

http://assistmotion.jp/

2018年9月25日

A

株式会Aster

第３３回 安全・防災・減災（5社）

https://www.dis-aster.com/

2019年9月24日

7

A

株式会社Atomis

第２６回 地方発ベンチャー特集（5社）

http://www.atomis.co.jp/

2018年9月25日

8

B

BionicM株式会社

第３４回

http://www.bionicm.com/

2019年11月26日

9

B

BioWoｒｋｓ株式会社

第３２回 脱ﾌﾟﾗ・脱石油技術（5社）

https://bioworks.co.jp/

2019年7月30日

10

B

株式会社BugMo

第２９回 アグリ・フードテック特集（6社）

https://bugmo.jp/

2019年2月26日

11

C

株式会社CENOTE

第２８回 デジタルコンテンツ特集（6社）

http://cenote.tech/ja/front-page/

2019年1月29日

12

C

株式会社Cogent Labs

第１８回 人工知能（5社）

https://www.cogent.co.jp/

2017年6月27日

13

C

Core Tissue BioEngineering株式会社

第３４回

14

D

DVERSE Inc.

15

E

株式会社EAGLYS

16

E

株式会社 eNFC

17

E

株式会社Eyes, JAPAN

18

F

株式会社Finatext

第１３回 人工知能（5社）

19

F

株式会社FuturedMe

第３４回

20

G

Global Mobility Service株式会社

第１６回 モビリティ・物流（5社）

大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ × ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾍﾙｽｹｱ（5
社）

大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ × ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾍﾙｽｹｱ（5
社）

第５回 AR/VR（5社）

https://www.coretissue.com/
https://co.symmetryvr.com/jp/

2016年2月23日

第３０回 サイバーセキュリティ特集（５社）

https://eaglys.co.jp/

2019年5月28日

第３１回 スマートシティ特集（5社）

http://enfc.jp/

2019年6月25日

第３回 人工知能（5社）

大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ × ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾍﾙｽｹｱ（5
社）

http://www.nowhere.co.jp/

2015年12月21日

https://www.finatext.com/?lan=jp

2016年12月20日

https://futuredme.com/

2019年11月26日

https://www.global-mobility-service.com/

第４回 エネルギー・環境技術（5社）
21

G

Green Earth Institute株式会社

H

H2L株式会社

23

H

Hapbeat合同会社

24

H

HEROZ株式会社

http://gei.co.jp/ja/

第５回 AR/VR（5社）

2019年7月30日
http://h2l.jp/

2016年2月23日

第２８回 デジタルコンテンツ特集（6社）

http://hapbeat.com/

2019年1月29日

第１８回 人工知能（5社）

https://heroz.co.jp/

2017年6月27日

第１８回 人工知能（5社）
25

H

Hmcomm株式会社

2017年6月27日
http://hmcom.co.jp/

第２５回 JEITAベンチャー賞特集（5社）

2018年6月5日

26

I

Idein株式会社

第２７回 J-Startup特集（5社）

https://idein.jp/

27

I

ITDLab株式会社

第１１回 ドローン・モビリティ（5社）

https://itdlab.com/index.html

28

K

KAKAXI, Inc

第１２回 アグリテック（6社）

https://kakaxi.jp/

29

L

Laboratik株式会社

第２４回 Future of Work（5社）

https://laboratik.com/we/index.html

第１４回 IoT（5社）
30

L

2017年4月25日
2016年1月25日

第３２回 脱ﾌﾟﾗ・脱石油技術（5社）
22

2019年11月26日

株式会社Liquid

2018年11月27日
2016年9月27日
2016年11月22日
2018年3月6日
2017年2月28日

https://liquidinc.asia/
第３０回 サイバーセキュリティ特集（５社）

医療機器・医療用ソフトウェア（4

2019年5月28日

31

L

LPixel株式会社

第１０回

32

M

MAMORIO株式会社

第２２回 IoT（5社）

https://company.mamorio.jp/

2017年12月19日

33

M

株式会社mediVR

第２７回 J-Startup特集（5社）

https://www.medivr.jp/

2018年11月27日

34

M

株式会社Moff

第６回 IoT（5社）

https://jp.moff.mobi/

2016年3月22日

35

M

株式会社Molcure

第３回 人工知能（5社）

http://molcure.com/

2015年12月21日

36

M

株式会社MoriX

https://morixjp.com/

2019年1月29日

37

M

株式会社MUJIN

https://mujin.co.jp/

2016年6月28日

38

N

NetLED 株式会社

第１４回 IoT（5社）

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/16441

2017年2月28日

39

N

株式会社Nextremer

第２８回 デジタルコンテンツ特集（6社）

https://www.nextremer.com/

2019年1月29日

40

P

PDエアロスペース株式会社

第２３回 宇宙（5社）

https://www.pdas.co.jp/

2018年1月30日

41

P

ＰｅｒｃｅｐｔＩｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ

第３１回 スマートシティ特集（5社）

https://www.perceptin.io/

2019年6月25日

42

P

株式会社PEZY Computing

43

P

PGV株式会社

44

P

株式会社Photo Electron Soul

社）

第２８回 デジタルコンテンツ特集（6社）
第９回 ロボット（5社）

第３回 人工知能（5社）
第２５回 JEITAベンチャー賞特集（5社）
第１回 シード期のTech系（7社）

https://lpixel.net/

https://www.pezy.co.jp/company/index.html
https://www.pgv.co.jp/
http://photoelectronsoul.com/

2016年7月26日

2015年12月21日
2018年6月5日
2015年7月22日

45

P

株式会社 PKSHA Technology

第１３回 人工知能（5社）

https://pkshatech.com/ja/

2016年12月20日

46

P

PLANTDATA株式会社

第２１回 アグリ・フード（５社）

https://www.plantdata.net/

2017年11月28日

47

P

PLIMES株式会社

第３４回

https://www.plimes.com/

2019年11月26日

48

P

株式会社PrediXT

第１８回 人工知能（5社）

https://venturetimes.jp/ma-business-partnership/14582.html

2017年6月27日

49

P

PRODRONE

第１１回 ドローン・モビリティ（5社）

https://www.prodrone.com/

2016年9月27日

50

P

株式会社PROVIGATE

第１回 シード期のTech系（7社）

https://www.ut-ec.co.jp/portfolio/provigate

2015年7月22日

51

Q

株式会社ＱＤレーザ

第５回 AR/VR（5社）

https://www.qdlaser.com/company.html

2016年2月23日

52

Q

株式会社QPS研究所

第２３回 宇宙（5社）

https://i-qps.net/

2018年1月30日

53

R

株式会社Rti-cast

第３３回 安全・防災・減災（5社）

https://www.rti-cast.co.jp/

2019年9月24日

54

S

SOINN株式会社

55

S

合同会社Space Cubics

第２６回 地方発ベンチャー特集（5社）

https://spacecubics.com/home

2018年9月25日

56

S

株式会社Synamon

第１９回 AR/VR（5社）

https://synamon.jp/

2017年8月29日

57

T

TELEXISTENCE株式会社

第１９回 AR/VR（5社）

https://tx-inc.com/

2017年8月29日

58

T

TierⅣ,Inc

第１１回 ドローン・モビリティ（5社）

https://www.tier4.jp/

2016年9月27日

59

T

株式会社TL Genomics

http://tlgenomics.com/

2015年7月22日

60

T

Trillium株式会社

第１６回 モビリティ・物流（5社）

http://www.trillium.co.jp/

2017年4月25日

61

U

株式会社U-Map

第１７回 素材（5社）

http://www.umap-corp.com/

2017年5月30日

第１２回 アグリテック（6社）

https://unibio-jp.com/

2016年11月22日

第２９回 アグリ・フードテック特集（6社）

https://unibio-jp.com/

2019年2月26日

https://whill.jp/

2016年4月25日

62

63

64

U

W

Z

大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ × ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾍﾙｽｹｱ（5
社）

第３回 人工知能（5社）

第１回 シード期のTech系（7社）

https://soinn.com/

2015年12月21日

株式会社UniBio

ＷＨＩＬＬ株式会社

第７回 ヘルスケア・ウェルフェア（5社）
第２５回 JEITAベンチャー賞特集（5社）

https://www.zenmutech.com/

2018年6月5日

第３０回 サイバーセキュリティ特集（５社）

https://www.zenmutech.com/

2019年5月28日

株式会社ZenmuTech

65

あ

アースアイズ株式会社

第２４回 Future of Work（5社）

https://earth-eyes.co.jp/

66

あ

アイ・イート株式会社

第２９回 アグリ・フードテック特集（6社）

https://www.ieat-fresh.com/

2019年2月26日

67

あ

株式会社愛南リベラシオ

第３５回 アグリ・水産ベンチャー（５社）

http://ai-lib.com/

2020年1月28日

68

あ

アクプランタ株式会社

第３５回 アグリ・水産ベンチャー（５社）

http://ac-planta.com/

2020年1月28日

69

あ

株式会社アクセルスペース

第１５回 宇宙（5社）

https://www.axelspace.com/

2017年3月28日

70

あ

株式会社アスター

第２５回 JEITAベンチャー賞特集（5社）

https://www.ast-aster.com/

2018年6月5日

71

あ

アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社

第１７回 素材（5社）

http://www.asmi.jp/

72

あ

株式会社アミンファーマ研究所

73

あ

株式会社アラヤ

74

あ

株式会社アロマジョイン

第５回 AR/VR（5社）

https://aromajoin.com/ja

2016年2月23日

75

い

株式会社イクシス （旧株式会社イクシスリサーチ）

第９回 ロボット（5社）

https://www.ixs.co.jp/

2016年6月28日

76

い

イタンジ株式会社

第１３回 人工知能（5社）

https://www.itandi.co.jp/

2016年12月20日

77

い

株式会社インキュベーション・アライアンアス

第１７回 素材（5社）

http://incu-alliance.co.jp/

2017年5月30日

78

い

インターステラテクノロジズ株式会社

第２３回 宇宙（5社）

http://www.istellartech.com/

2018年1月30日

79

い

インテグリカルチャー株式会社

第２９回 アグリ・フードテック特集（6社）

https://integriculture.jp/?lang=ja

2019年2月26日

80

い

株式会社インフォステラ

第１５回 宇宙（5社）

https://www.infostellar.net/

2017年3月28日

81

え

エーアイシルク株式会社

http://www.ai-silk.com/

2016年5月31日

82

え

エクストリームデザイン株式会社

https://xtreme-d.net/ja/

2017年6月27日

83

え

株式会社エスキュービズム （旧エスキュービズム・テクノロジー）第６回 IoT（5社）

https://s-cubism.jp/

2016年3月22日

84

え

エディットフォース株式会社

第２１回 アグリ・フード（５社）

https://www.editforce.jp/

2017年11月28日

85

え

株式会社 恵葉&菜 健康野菜

第２１回 アグリ・フード（５社）

http://k87vege.jp/

2017年11月28日

86

え

エネフォレスト株式会社

87

え

エリー株式会社

88

お

オルソリバース株式会社

第２回 バイオ・再生医療（5社）

http://orthorebirth.com/orthorebirth/?lang=ja

2015年11月24日

89

お

オンコリスバイオファーマ株式会社

第２回 バイオ・再生医療（5社）

https://www.oncolys.com/

2015年11月24日

90

お

第２０回 ライフサイエンス・ヘルスケア（5社） https://www.on-chip.co.jp/

2017年9月26日

株式会社オンチップ・バイオテクノロジーズ

第２回 バイオ・再生医療（5社）
第２７回 J-Startup特集（5社）

第８回 素材（5社）
第１８回 人工知能（5社）

第７回 ヘルスケア・ウェルフェア（5社）
第３５回 アグリ・水産ベンチャー（５社）

か

株式会社カウリス

2017年5月30日

https://amine-pharma.com/

2015年11月24日

https://www.araya.org/

2018年11月27日

http://www.eneforest.co.jp/

2016年4月25日

https://www.ellieinc.co.jp/

2020年1月28日

第２４回 Future of Work（5社）
91

2018年3月6日

2018年3月6日
https://caulis.jp/

第３０回 サイバーセキュリティ特集（５社）

2019年5月28日

92

か

カディンチェ株式会社

第１９回 AR/VR（5社）

https://www.kadinche.com/

93

か

カラフル・ボード株式会社

第１３回 人工知能（5社）

https://sensy.ai/

94

か

環境エネルギー株式会社

第３２回 脱ﾌﾟﾗ・脱石油技術（5社）

https://www.kankyo-energy.jp/

2019年7月30日

95

き

株式会社キュア・アップ

https://cureapp.co.jp/

2016年4月25日

96

き

京ダイアグノスティクス株式会社

第３４回

97

く

株式会社クァンタリオン

第３０回 サイバーセキュリティ特集（５社）

https://www.zenmutech.com/

2019年5月28日

98

く

株式会社グリーンネット・エンジニアリング

第３２回 脱ﾌﾟﾗ・脱石油技術（5社）

http://www.greennetwork.or.jp/greennet-eng/

2019年7月30日

99

く

株式会社グリラス

第３５回 アグリ・水産ベンチャー（５社）

https://gryllus.jp/

2020年1月28日

100

く

株式会社クロスエフェクト

第１７回 素材（5社）

https://www.xeffect.com/

2017年5月30日

101

く

株式会社クロスコンパス

第１３回 人工知能（5社）

https://www.cross-compass.com/

102

け

株式会社ケイティーバイオ

103

こ

株式会社五合

第１７回 素材（5社）

104

さ

105

第７回 ヘルスケア・ウェルフェア（5社）

大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ × ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾍﾙｽｹｱ（5
社）

第１回 シード期のTech系（7社）

https://kyo-diagnostics.jp/

2017年8月29日
2016年12月20日

2019年11月26日

2016年12月20日

https://www.kayteebio.com/

2015年7月22日

http://www.gogoh.jp/

2017年5月30日

株式会社サイキンソー

第２０回 ライフサイエンス・ヘルスケア（5社） https://cykinso.co.jp/

2017年9月26日

さ

サイトセンシング株式会社

第２２回 IoT（5社）

106

さ

株式会社細胞応用技術研究所

107

さ

サスメド株式会社

第２０回 ライフサイエンス・ヘルスケア（5社） https://www.susmed.co.jp/

108

し

株式会社シナモン

第２４回 Future of Work（5社）

109

し

株式会社情報医療

第１０回

110

し

株式会社シルバーウッド

111

し

株式会社人機一体

112

す

株式会社スカイディスク

113

す

スキューズ株式会社

114

す

スペースリンク株式会社

115

す

116

第２回 バイオ・再生医療（5社）

医療機器・医療用ソフトウェア（4

http://site-sensing.com/index.html

2017年12月19日

https://www.l-cat.co.jp/

2015年11月24日

http://cinnamon.is/

2017年9月26日
2018年3月6日

https://micin.jp/

2016年7月26日

第２８回 デジタルコンテンツ特集（6社）

http://www.silverwood.co.jp/

2019年1月29日

第１９回 AR/VR（5社）

http://www.jinki.jp/

2017年8月29日

第４回 エネルギー・環境技術（5社）

https://skydisc.jp/

2016年1月25日

第９回 ロボット（5社）

http://www.squse.co.jp/

2016年6月28日

第２３回 宇宙（5社）

https://www.spacelinkltd.jp/

2018年1月30日

株式会社スペースシフト

第１５回 宇宙（5社）

https://www.spcsft.com/

2017年3月28日

す

株式会社スペース・バイオ・ラボラトリーズ

第１５回 宇宙（5社）

https://spacebio-lab.com/

2017年3月28日

117

す

株式会社スマートドライブ

第１６回 モビリティ・物流（5社）

https://smartdrive.co.jp/

2017年4月25日

118

す

スリープウェル株式会社

https://sleepwell.co.jp/

2015年7月22日

119

せ

セーフィー株式会社

第２２回 IoT（5社）

https://safie.link/about/

2017年12月19日

120

せ

株式会社セツロテック

第２６回 地方発ベンチャー特集（5社）

https://www.setsurotech.com/

2018年9月25日

121

せ

（旧セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ株式会社）

第１０回

https://sevendreamers.com/

2016年7月26日

122

せ

先進モビリティ株式会社

第１１回 ドローン・モビリティ（5社）

http://www.as-mobi.com/#

2016年9月27日

123

ち

チケイ株式会社

第６回 IoT（5社）

https://bonx.co/ja/

2016年3月22日

124

て

ティエムファクトリ株式会社

第８回 素材（5社）

https://www.tiem.jp/

2016年5月31日

125

て

テラドローン株式会社

https://www.terra-drone.net/

2017年4月25日

126

と

株式会社トライフ

https://www.try-fu.co.jp/index.html

2016年4月25日

127

と

株式会社トラジェクトリー

https://trajectory.jp/

2019年9月24日

128

と

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社

https://dfree.biz/

2016年4月25日

129

と

株式会社トリマティス

第２２回 IoT（5社）

https://www.trimatiz.com/jp/

2017年12月19日

130

な

株式会社ナイルワークス

第２１回 アグリ・フード（５社）

https://www.nileworks.co.jp/

2017年11月28日

131

に

日本環境設計株式会社

第３２回 脱ﾌﾟﾗ・脱石油技術（5社）

http://www.jeplan.co.jp/ja/

2019年7月30日

132

に

日本材料技研株式会社

第８回 素材（5社）

https://www.jmtc.co.jp/

2016年5月31日

133

に

日本環境設計株式会社

第４回 エネルギー・環境技術（5社）

http://www.jeplan.co.jp/ja/

2016年1月25日

134

は

株式会社バイオーム

135

は

株式会社ハイドロヴィーナス

136

は

株式会社ハイボット

第２２回 IoT（5社）

http://www.hibot.co.jp/jp/home

137

は

株式会社バカン

第３１回 スマートシティ特集（5社）

https://www.vacancorp.com/

2019年6月25日

138

は

パロニム株式会社

第２８回 デジタルコンテンツ特集（6社）

https://www.paronym.jp/

2019年1月29日

139

ふ

ファイトケム・プロダクツ株式会社

第２９回 アグリ・フードテック特集（6社）

http://www.phytochem-products.co.jp/

2019年2月26日

140

ふ

株式会社フェニックスソリューション

第１４回 IoT（5社）

http://phoenix-sol.co.jp/index.html

2017年2月28日

141

ふ

株式会社フォトシンス

第１４回 IoT（5社）

https://photosynth.co.jp/

2017年2月28日

社）

第１回 シード期のTech系（7社）

医療機器・医療用ソフトウェア（4
社）

第１６回 モビリティ・物流（5社）
第７回 ヘルスケア・ウェルフェア（5社）
第３３回 安全・防災・減災（5社）
第７回 ヘルスケア・ウェルフェア（5社）

第２７回 J-Startup特集（5社）
第４回 エネルギー・環境技術（5社）

https://biome.co.jp/
http://hydrovenus.com/

2018年11月27日
2016年1月25日
2017年12月19日

142

ふ

株式会社フューチャースタンダード

143

ふ

株式会社プラントライフシステムズ

144

ふ

株式会社プリベンテック

145

ふ

146

第３１回 スマートシティ特集（5社）

https://www.futurestandard.co.jp/

2019年6月25日

https://plantlife.jp/

2016年3月22日

第２９回 アグリ・フードテック特集（6社）

http://www.preventec-inc.com/

2019年2月26日

ブルーイノベーション株式会社

第１１回 ドローン・モビリティ（5社）

https://www.blue-i.co.jp/

2016年9月27日

ふ

ブレインイノベーション株式会社

第２６回 地方発ベンチャー特集（5社）

http://www.independents.jp/article/item001676?back=/

2018年9月25日

147

へ

ベジタリア株式会社

第１２回 アグリテック（6社）

http://www.vegetalia.co.jp/

148

ま

株式会社マイオリッジ

第２０回 ライフサイエンス・ヘルスケア（5社） http://myoridge.co.jp/

149

ま

株式会社マリンナノファイバー

150

み

三谷電池技術研究所合同会社

151

み

株式会社ミライセンス

152

む

株式会社ムスカ

153

め

メスキュージェナシス株式会社（旧ジェナシス株式会社）

第２回 バイオ・再生医療（5社）

http://www.mescue.co.jp/

2015年11月24日

154

め

メディカルフォトニクス株式会社

第１回 シード期のTech系（7社）

https://med-photo.co.jp/

2015年7月22日

155

め

株式会社メトロウェザー

第３３回 安全・防災・減災（5社）

https://www.metroweather.jp/

2019年9月24日

156

め

メビオール株式会社

第１２回 アグリテック（6社）

http://www.mebiol.co.jp/

157

め

メルティンMMI株式会社

158

ゆ

ユカイ工学株式会社

第１４回 IoT（5社）

159

ゆ

株式会社ユニバーサルビュー

第１０回

160

よ

株式会社TEAD （旧株式会社ヨコヤマコーポレーション）

第１２回 アグリテック（6社）

https://www.tead.co.jp/company/

161

ら

株式会社ライナフ

第３１回 スマートシティ特集（5社）

https://linough.com/

2019年6月25日

162

ら

ライフラボラトリ株式会社

第１６回 モビリティ・物流（5社）

http://www.lifelabs.co.jp/index.html

2017年4月25日

163

ら

ライフロボティクス株式会社

http://liferobotics.com/

2016年6月28日

164

り

株式会社リーゾ

第２１回 アグリ・フード（５社）

http://rizo.co.jp/

165

り

株式会社リトルソフトウェア

第１９回 AR/VR（5社）

http://www.littlesoftware.jp/

2017年8月29日

166

り

リンクウィズ株式会社

https://linkwiz.co.jp/

2016年6月28日

167

る

株式会社ルートレック・ネットワークス

168

る

株式会社ルネッサンス・エナジー・リサーチ

169

れ

レキオ・パワー・テクノロジー株式会社

第２７回 J-Startup特集（5社）

https://www.lequiopower.com/?lang=ja

170

れ

株式会社レトリバ

第２４回 Future of Work（5社）

https://retrieva.jp/

171

ろ

ロボティック・バイオロジー・インスティテュート株式会社

第２０回 ライフサイエンス・ヘルスケア（5社） https://rbi.co.jp/

2017年9月26日

172

わ

株式会社ワープスペース

第２３回 宇宙（5社）

2018年1月30日

第６回 IoT（5社）

第８回 素材（5社）
第３３回 安全・防災・減災（5社）
第５回 AR/VR（5社）
第３５回 アグリ・水産ベンチャー（５社）

第１回 シード期のTech系（7社）

医療機器・医療用ソフトウェア（4
社）

第９回 ロボット（5社）

第９回 ロボット（5社）
第１２回 アグリテック（6社）
第４回 エネルギー・環境技術（5社）

2016年11月22日
2017年9月26日

http://www.marine-nf.com/

2016年5月31日

------

2019年9月24日

http://www.miraisens.com/ja/news.html

2016年2月23日

https://musca.info/

2020年1月28日

2016年11月22日

https://www.meltin.jp/

2015年7月22日

https://www.ux-xu.com/

2017年2月28日

https://www.universalview.jp/

2016年7月26日
2016年11月22日

2017年11月28日

http://www.routrek.co.jp/

2016年11月22日

http://www.r-energy.com/

2016年1月25日

https://warpspace.jp/

2018年11月27日
2018年3月6日

