
平成29年度 「中堅・中小企業等イノベーション創出
支援プログラム（飛躍 Next Enterprise）」
参加企業一覧

グループ1：現地事業提携・進出模索（商談・プレゼン）
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シリコンバレー

1 株式会社I&C http://www.iandc-inc.jp

2 株式会社Eyes JAPAN http://www.nowhere.co.jp

3 株式会社ABEJA https://www.abeja.asia

4 株式会社ウィファブリック https://www.wefabrik.jp

5 株式会社うちゅう http://uchu-next.space

6 AeroEdge株式会社 http://aeroedge.co.jp

7 株式会社クリスタル光学 http://www.crystal-opt.co.jp

8 株式会社クロスブリッジ http://www.xbridge.co.jp

9 株式会社サーティーフォー https://www.thirty-four.co.jp

10 株式会社Psychic VRLab http://psychic-vr-lab.com

11
株式会社ジャパンユニック
ス https://www.japanunix.com

12 株式会社Zpeer http://zpeer.info

13 株式会社チャレンジ http://www.challengego.co.jp

14 株式会社テクノラボ http://www.techno-labo.com

15 Trillium株式会社 http://www.trillium.co.jp

16 株式会社Nextremer http://www.nextremer.com

17 HoloEyes株式会社 http://holoeyes.jp

18 株式会社Momo http://momo-ltd.com

19 株式会社ユカシカド http://www.yukashikado.co.jp

20 株式会社レイドリクス http://www.radrix.com

シンガポール

21 アクアシステム株式会社 http://www.aqua-club.co.jp

22 あっと株式会社 http://kekkan-bijin.jp

23 株式会社カウリス https://caulis.jp

24 株式会社Kyash https://kyash.co

25 株式会社QDレーザ http://www.qdlaser.com

26 千株式会社 https://sencorp.co.jp

27
フェーズワンジャパン株式会
社 https://www.phaseone.com

グループ2：現地フィードバック獲得（展示会視察・出展）

オースティン

29 エーアイシルク株式会社 http://www.ai-silk.com

30
ジョージ・アンド・ショーン合
同会社 http://george-shaun.com

31 株式会社電玉 https://dendama.co.jp

32
Vanguard Industries 株式会
社

https://www.vanguard-
industries.net

33 Miletos株式会社
https://twitter.com/groovino
fficial

34 Yume Cloud Inc. http://www.yume-cloud.com

35 株式会社ワールドスケープ http://world-scape.net

欧州（ヘルシンキ・ベルリン）

36 株式会社16Lab http://16lab.net

37 ソラミツ株式会社 http://www.soramitsu.co.jp

38 東京ハース株式会社 https://t-hearth.com

39 株式会社ネイン http://www.nain.jp

40 nobollel株式会社 https://nobollel.com

41 株式会社パブセン https://pubcen.com

42 BizteX株式会社 https://www.biztex.co.jp

43 夢見る株式会社 http://done-school.com
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デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社
www.deloitte.com/jp/dtvs

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームであるデロ

イト トーマツ合同会社およびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナン

シャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総

称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監

査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約40都市に約

11,000 名の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアン ト としています。詳細はデロイ ト トーマツ グループWebサイト

（ www.deloitte.com/jp ）をご覧ください。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連する

サービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界150を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通

じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを

Fortune Global 500® の8割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約245,000名の専門家につい

ては、Facebook、LinkedIn、Twitterもご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構

成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体

です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitteのメンバーファームによるグローバルネットワークの詳細

は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応

するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もありま

す。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに

依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。

Member of

Deloitte Touche Tohmatsu Limited

© 2017. For information, contact Deloitte Tohmatsu Venture Support Co., Ltd.

グループ3：エコシステム体感（アントレプレナーシップ強化）

イスラエル

44 エルピクセル株式会社 https://lpixel.net

45 株式会社Authlete https://www.authlete.com

46 株式会社GRA http://www.gra-inc.jp

47 株式会社情報医療 https://micin.jp

48 株式会社テクリコ http://www.rehamaru.jp

49 トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 http://dfree.biz

50 日本環境設計株式会社 http://www.jeplan.co.jp

51 リーズンホワイ株式会社 https://www.reasonwhy.jp

52 株式会社Rhelixa http://rhelixa.com
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