
出展社一覧 （カテゴリ別 /50音順 ）
9/16 時点で出展申し込み・基本情報登録済み企業を掲載しております。

※社名は出展登録情報を基に記載しております。

スタートアップ発掘 Vol.2

企業名

出展社の詳細はこちらから ※来場登録が必要となります。

URBANBASE株式会社

株式会社AXIVE

AGREEBIT 株式会社

株式会社ATTIVITA

アメリス株式会社

アライン株式会社

株式会社 ALGO ARTIS

株式会社 iTAN

一般社団法人 ifLinkオープンコミュニティ

Insider Japan 株式会社

株式会社インターパーク

Intelligence Design 株式会社

株式会社エイチ

エヴィクサー株式会社

AI inside 株式会社

エーアイシルク株式会社

株式会社AMDlab

XPAND株式会社

株式会社エッグシステム

AnyTech 株式会社

株式会社Engineerforce

株式会社久

グラフェンユニファイ株式会社

xID株式会社

クロスリバ株式会社

CO-NECT株式会社

株式会社コマースロボティクス

コミューン株式会社

株式会社コンシェルジュ

サインタイム株式会社

株式会社SandBox

株式会社CI

株式会社シェアウィズ

しくみ製作所株式会社

株式会社SHIFT PLUS

株式会社スカイ

株式会社スカイマティクス

scheme verge 株式会社

株式会社スタメン

スマートキャンプ株式会社

株式会社スマテン

株式会社Sumapla

セントラルソフト株式会社

NEWJI 株式会社

株式会社ニューロープ

株式会社NEO DIVERSE

negocia 株式会社

株式会社ネフロック

ノウンズ株式会社

株式会社Hakky

HappyLifeCreators 株式会社

株式会社HANATABA

ビーコア株式会社

bestat 株式会社

ファシリティジャポン株式会社

FastLabel 株式会社

VAJデジタルデザイン株式会社

BoostIO 株式会社

Ｆｕｔｕｒｅ Ｔｒｅｋ株式会社

freecle Inc.

株式会社ブリューアス

株式会社Blue Planet-works

株式会社Playground

株式会社ポラリファイ

株式会社ホロックス

株式会社オービタルネット SOINN株式会社 マネーフォワードｉ株式会社

株式会社オシエテ 株式会社タイムチケット MeeFa 株式会社

株式会社カタリストシステム 株式会社DFA Robotics ミチビク株式会社

株式会社川村インターナショナル 株式会社ＴＭＲ ミッドナイトブレックファスト株式会社

株式会社かんざし 株式会社ディビイ メタデータ株式会社

感性AI 株式会社 株式会社DIPRO 株式会社Mer

株式会社gamba 株式会社適正地盤構造設計 株式会社Movere

株式会社カンブライト 株式会社天地人 株式会社ユニッジ

株式会社希世舎 株式会社トライハッチ 株式会社 Lightblue Technology

株式会社KITOHA 株式会社TRUSTDOCK ラシン株式会社

株式会社CAMI＆Co. nat 株式会社 リアロップ株式会社

IT・テクノロジー・情報通信

https://online-event.dmm.com/main/page/startup2209/venue/booth_list.php?utm_source=dmm&utm_medium=pdf&utm_campaign=startup2209_visitor_dmm_pdf_20220915
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企業名

Lecto 株式会社 メディア・広告

株式会社リベロエンジニア

株式会社レッジ

レッドフォックス株式会社

レバテック株式会社

株式会社ロイスエンタテインメント

株式会社ロカリア

ロボ・スタディ株式会社

ワークスタイルテック株式会社

株式会社ONE ACT

Web3.0・ブロックチェーンテクノロジー

株式会社アイデアクラウド

合同会社あうりおん

株式会社UPBOND

ヴィガラクス株式会社

Office Areno 株式会社

ORPHE Inc.

株式会社Ginco

Graffity 株式会社

クリーヴァ株式会社

cryptomall japan 株式会社

株式会社KI Strategy

株式会社 contronym 

全景株式会社

株式会社TEAMZ

Digital Platformer 株式会社

株式会社ハシラス

BGM株式会社

株式会社MATRIX

金融・決済・保険

イークラウド株式会社

株式会社Geolocation Technology

株式会社Scrumy

TOGGLE合同会社

マネーツリー株式会社

マネーフォワードケッサイ株式会社

株式会社YAMATO

株式会社アドダイス

株式会社 itakoto

株式会社 Ecold

一般社団法人SIG

Essence research 株式会社

株式会社オムニ

株式会社オンラインドクター .com

KAICO株式会社

株式会社カミナリヤ

株式会社ＣＳＥ

株式会社Zene

株式会社ZIPCARE

医療・福祉・健康

株式会社ジョコネ。

株式会社Xenoma

セレイドセラピューティクス株式会社

タウンドクター株式会社

株式会社ノビアス

BABYJOB株式会社

株式会社Medifellow

株式会社メンタルシンクタンク

エネルギー・資源・環境

株式会社S-Nanotech Co-Creation

SequencEnergy 株式会社

株式会社CBA

フリースタイル・テクノロジー・ジャパン株式会社

卸売・小売・EC

株式会社テックシンカー

株式会社 kiwami

株式会社アドジャパン

COUXU株式会社 / セカイコネクト

タイムリープ株式会社

NPO法人日本リユース協会

PinPon株式会社

株式会社ブランジスタソリューション

株式会社REGALI

株式会社レスティル

アイティメディア株式会社

アウモ株式会社

株式会社エボレボ

株式会社Catalu JAPAN

Greenroom株式会社

株式会社ケイビーカンパニー

攻城団合同会社

コネヒト株式会社

株式会社コマースピック

セキュアロジック株式会社

株式会社Chocostory

株式会社PalledAd

株式会社フィールドキャスター

Fiom合同会社

株式会社ブランジスタソリューション

株式会社マーケティングデザイン

メタコラム合同会社

MOFO TOKYO

rayout 株式会社

メディア・広告

株式会社ＩＤＤＫ

株式会社OUTSENSE

株式会社Ｃ－ＩＮＫ

株式会社ダイモン

国立大学法人東北大学

株式会社Yspace

人材・教育

宇宙航空開発・研究開発

株式会社アイデミー

株式会社エナジード

株式会社M-Cass

オモイエル株式会社

KUROFUNE株式会社

株式会社コーナー

株式会社タレントアンドアセスメント

株式会社テックオーシャン

ハイタレント株式会社
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株式会社クレマチス

株式会社 fruor

株式会社マージナル

株式会社MatchboxTechnologies

株式会社みらいワークス

株式会社みんがく

Libera 株式会社

株式会社ローンディール

旅行観光

株式会社インバウンドプラットフォーム

合同会社スタジオ・ヒーローズ

メディコム株式会社

エンタメ・スポーツ

生活関連サービス

美容・ファッション

モビリティ・製造・物流

食・農業・水産

アニメファンド株式会社

株式会社VIC

EXDREAM株式会社

SSS合同会社

株式会社休日ハック

Studio ENTRE株式会社

株式会社TechnoBlood eSports

アライアンサーズ株式会社

株式会社一心助け

株式会社 crossDs japan

株式会社テルマエオット

一般社団法人日本サステナブル化粧品振興機構

合同会社リブ・フォー・トゥデイ

RFルーカス株式会社

株式会社Azoop

HW ELECTRO株式会社

株式会社ExtraBold

株式会社S-Nanotech Co-Creation

エフシースタンダードロジックス株式会社

カルコジェニック株式会社

カンタム・ウシカタ株式会社

Datumix 株式会社

207株式会社

株式会社ＰＵＺＺＬＣＥ

株式会社マクルウ

三咲デザイン合同会社

株式会社 LINK-US

株式会社アクト・ノード

株式会社恵葉＆菜健康野菜

株式会社S-Nanotech Co-Creation

株式会社SENTOEN

PLANT DATA株式会社

出展社の詳細はこちらから ※来場登録が必要となります。

株式会社ビーケー通商
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