デロイト トーマツ ベンチャーサミット 2017

Global Morning Pitch EXPO
ブース出展企業一覧
7月25日（火）に開催する 「デロイト トーマツ ベンチャーサミット 2017」 内で行う 「Global Morning Pitch EXPO」において、
ブース出展する121社のベンチャー企業の一覧です。
国内外合わせて121社のベンチャー企業に一挙に会えるまたとない機会ですので、是非お越しください。

＜イベント概要＞
 対 象 者 ： 大企業・ベンチャー企業・ベンチャーキャピタル ・金融機関・メディアなど
 会
場 ： ザ･プリンス パークタワー東京
〒105-8563 東京都港区芝公園4-8-1
TEL： 03-5400-1111（代表）
 定
員 ： 1600名
※同業者の方、もしくはお申し込みが定員を超えた場合にはお断りする場合もありますので、ご了承下さい。
 受 講 料 ： 1名様 10,000円（税込）
 申込方法： Webサイト（http://eventregist.com/e/dtvs2017）よりお申し込み下さい。
※お申し込みは1名様ずつのご登録が必要となります。

＜ベンチャー企業121社の概要＞
 エリア
 国内70社
 国外約50社
（主なエリア：アメリカ西海岸、アメリカ東海岸、イスラエル、シンガポール、マレーシア、インド、ヨーロッパ、カナダ）
 カテゴリー
 FinTech(金融×Tech)
 HealthTech(ヘルスケアｘTech)
 HRTech(人事×Tech),EdTech(教育×Tech)
 LogiTech(物流×Tech）
 人工知能
 IoT
 ロボット・ドローン
 AR/VR
 シェアリング・エコノミー
 エンタープライズ
 環境エネルギー
 ライフスタイル
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■ FinTech(金融×Tech)
Company
株式会社Authlete
株式会社CAMPFIRE
ドレミング株式会社
株式会社FOLIO
株式会社Kyash
OpenLegacy オープン・レガシー
OmiseJapan株式会社
Paykey ペイキー
Scanovate スキャノベート
ShiftTechnologies
シフト・テクノロジーズ
VisionLabs ヴィジョン・ラボ

東京
東京
福岡
東京
東京
イスラエル
東京
イスラエル
イスラエル

Area

Web site
https://www.authlete.com/
http://www.campfire.co.jp/
http://www.doreming.com/ja/
https://folio-sec.com/
https://kyash.co/
http://www.openlegacy.com/
https://www.omise.co/ja
http://israelinnovationeffect.com/
http://www.scanovate.com/

ヨーロッパ(France)

http://www.shift-technology.com/

ヨーロッパ(Russia)

http://visionlabs.ai/

■ HealthTech(ヘルスケアｘTech)
Company
Imagene Labs (Asia Genomics)
イマジン・ラボ（アジア・ジオノミックス）
ドリコス株式会社
Forus フォーラス
Goqii ゴチー
HoloEyes株式会社
株式会社情報医療
株式会社スプラシア
MyDoc マイドック
株式会社PREVENT
リーズンホワイ株式会社
Tricog トライコグ
トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社
TytoCare タイトー・ケア
ユニバーサル・サウンドデザイン

Area

Web site

シンガポール

http://asia-genomics.com/

東京
インド
アメリカ西海岸(Silicon Valley)
東京
東京
東京
シンガポール
愛知
東京
インド
東京
イスラエル
東京

http://dricos.co.jp/
http://forushealth.com/forus/
https://goqii.com/us-en
http://holoeyes.jp/
https://micin.jp/
https://www.sprasia.co.jp/
https://www.my-doc.com/
https://prevent.co.jp/
https://www.reasonwhy.jp/
http://tricog.com/
http://dfree.biz/
http://www.tytocare.com/
http://u-s-d.co.jp/

■ HRTech(人事×Tech),EdTech(教育×Tech)
Company
株式会社COMPASS
InstitutionforaGlobalSociety
株式会社マナボ
株式会社ミライセルフ
株式会社SCOUTER
株式会社スタメン

東京
東京
東京
大阪
東京
愛知

Area

Web site
http://compass-e.com/
http://www.i-globalsociety.com/
https://manabo.com/corp/
https://mitsucari.com/
https://corp.scouter.co.jp/
http://stmn.co.jp/

Area
東京
東京
神奈川
インド
東京
ヨーロッパ(Russia)
ヨーロッパ(France)
東京
佐賀

Web site
http://cb-cloud.com/
https://www.circlein.global/
http://www.infocube.co.jp/
http://letstransport.in/
https://www.openlogi.com/
http://robocv.com/
http://www.scallog.com/fr_FR/
https://www.souco.space/
http://tanka-eco.info/

■ LogiTech(物流×Tech）
Company
CBcloud株式会社
サークルイン株式会社
株式会社インフォキューブLAFLA
LetsTransport レッツ・トランスポート
株式会社オープンロジ
RoboCV ロボCV
Scallog スカログ
株式会社souco
株式会社炭化
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■ 人工知能
Company
Capio カピオ
株式会社シナモン
Glueck グルーエック
株式会社グルーヴノーツ
ITDLab株式会社
LitmusAutomation
リトマス・オートメーション
株式会社Nextremer
OmniScience オムニ・サイエンス
RealEyes リアル・アイズ
SageSenses セージ・センス
Simularity シミュラリティー
SightMachine サイト･マシーン
SOINN株式会社
SparkBeyond スパーク・ビヨンド
ストックマーク株式会社
Thinci シンキ

Area
アメリカ西海岸(Silicon Valley)
東京
マレーシア
福岡
神奈川

Web site
http://www.capio.ai/
http://cinnamon.is/
http://gluecktech.com/
https://www.groovenauts.jp/
http://itdlab.com/index.html

カナダ

http://www.litmusautomation.com/

東京
アメリカ西海岸(Silicon Valley)
ヨーロッパ(UK)
カナダ
アメリカ西海岸(Richmond)
アメリカ西海岸(Silicon Valley)
東京
イスラエル
東京
アメリカ西海岸(Silicon Valley)

http://www.nextremer.com/
https://www.omni.sc/
https://www.realeyesit.com/
https://angel.co/sage-senses
http://simularity.com/
http://sightmachine.com/
http://soinn.com/
http://www.sparkbeyond.com/
https://www.stockmark.xyz/
http://thinci.com/

Company
Actility アクティリティ
Aerofarms エアロファームズ
株式会社BONX
コネクテックジャパン株式会社
株式会社笑農和
Foghorn フォグホーン
Flutura フルーチュラ

Area
ヨーロッパ(France)
アメリカ東海岸(NewYork)
東京
新潟
富山
アメリカ西海岸(Silicon Valley)
インド

GlobalMobilityService株式会社

東京

株式会社ライナフ
Mode モード
Otonomo オトノモ
Ringly リングリー
セーフィー株式会社
株式会社スカイディスク
TheCoSMoCompany
ザ・コズモ・カンパニー
remot3.it リモート3
WhizpacePteLtd ウィズペース
Wondermento ワンダーメント

東京
アメリカ西海岸(Silicon Valley)
イスラエル
アメリカ東海岸(NewYork)
東京
福岡

Web site
https://www.actility.com/
http://aerofarms.com/
https://bonx.co/ja/
http://www.connectec-japan.com/
http://enowa.jp/
https://www.foghorn.io/
https://www.flutura.com/
http://www.global-mobilityservice.com/
https://linough.com/
http://dev.tinkermode.com/
http://otonomo.io/
https://ringly.com/
https://safie.link/
https://skydisc.jp/

ヨーロッパ(France)

https://cosmotech.com/

アメリカ西海岸(Silicon Valley)
シンガポール
アメリカ東海岸(NewYork)

https://www.remot3.it/
http://www.whizpace.com/
http://wonderwoof.com/

Area
静岡
イスラエル
インド
シンガポール
アメリカ西海岸(Silicon Valley)
イスラエル
インド
ヨーロッパ(France)
静岡
大阪
福岡
東京

Web site
http://aegistec.tech/
https://www.dronomy.com/
http://www.greyorange.com/
https://www.h3dynamics.com/
https://www.kudo3d.com/
http://www.parazero.com/
http://www.systemantics.com/
http://uavia.eu
http://linkwiz.co.jp/
http://plen.jp/jp/
http://reif.p2.bindsite.jp/
https://www.terra-drone.net/

■ IoT

■ ロボット・ドローン
Company
株式会社イージステクノロジーズ
Dronomy ドロノミー
GreyOrange グレイ・オレンジ
H3DynamicsH3 ダイナミックス
Kudo3D クド３D
ParaZero パラゼロ
Systemantics システマンティクス
Uavia ウアヴィア
リンクウィズ株式会社
株式会社プレンプロジェクト
リーフ株式会社
テラドローン株式会社
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■ AR/VR
Company
DVERSEInc.
カディンチェ株式会社
株式会社PsychicVRLabxchloma
株式会社ＱＤレーザ
株式会社テレパシージャパン

Area

Web site
http://dverse.me/
http://www.kadinche.com/
http://psychic-vr-lab.com/
http://www.qdlaser.com/
https://telepathywear.com/

Area

Web site
http://ancar.co.jp/
https://www.any-times.com/
https://ecbo.io/
http://corp.laxus.co/
http://corp.taskaji.jp/
https://visasq.co.jp/

Area
東京
東京
東京
東京

Web site
http://eventregist.com/
http://minimaltech.co/ja/
https://mobingi.co.jp/
https://retrieva.jp/

広島

http://spacebio-lab.com/

イスラエル
福岡

http://www.thetaray.com/
https://www.unixon.co.jp/

Area
アメリカ西海岸(Silicon Valley)
アメリカ西海岸(Silicon Valley)
大分
アメリカ西海岸(Silicon Valley)
愛知
東京
東京

Web site
http://www.auto-grid.com/
https://electriqpower.com/
http://www.eneforest.co.jp/
http://finlessfoods.com/
http://greencontinental.co.jp/
http://www.jeplan.co.jp/ja/
http://corp.minden.co.jp/

東京
東京
東京
神奈川
東京

■ シェアリング・エコノミー
Company
株式会社Ancar
株式会社エニタイムズ
ecbo株式会社
ラクサス・テクノロジーズ株式会社
株式会社タスカジ
株式会社ビザスク

東京
東京
東京
東京
東京
東京

■ エンタープライズ
Company
イベントレジスト株式会社
株式会社ミニマル・テクノロジーズ
モビンギ株式会社
株式会社レトリバ
株 式 会 社 ス ペ ー ス ・ バ イ オ ・ ラ ボ ラト
リーズ
ThetaRay シータ・レイ
株式会社ユニゾンシステムズ
■ 環境エネルギー
Company
Autogrid オートグリッド
ElectrIQPower エレクトリックパワー
エネフォレスト株式会社
FinlessFoods フィンレス･フーズ
GREENCONTINENTALINC.
日本環境設計株式会社
みんな電力株式会社
■ ライフスタイル
Company
AUTHENTICJAPAN株式会社
カラフル・ボード株式会社
株式会社だんきち
株式会社I&C
NowThis ナウ・ディス
Paptic パプティック
株式会社SPLYZA
株式会社Stroly

Area
福岡
東京
大阪
大阪
アメリカ東海岸(NewYork)
ヨーロッパ(Finland)
静岡
京都

Web site
http://www.authjapan.com/
http://www.colorful-board.com/
http://dank-1.com/
http://iandc-inc.jp/index.html
http://nowthisnews.com/
http://www.paptic.com/
http://www.splyza.com/ja/home/
https://stroly.jp/
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