令和元年度（2019年度）第2回創業助成事業
代表者名（氏名）

採択結果
企業名

秋本 直

助成事業概要
ＬＧＢＴフレンドリーな飲食店でＬＧＢＴ当事者と社会を繋ぐ

石井 俊之

株式会社ビズパ

オフライン広告を仲介するウェブサービスで中小企業の発展に貢献

石川 陽子

株式会社aileron

外国人人材の定着を促進する日本語研修事業

伊丹 栄治

株式会社フレンドパーツ

自動車リサイクル部品の販売を通じて地域社会に貢献する

印南 悦子
梅津 国英

小麦アレルギーでも安心の米粉パン&スイーツの販売とレッスン
SucSeed株式会社

江上 竜太

持続可能な農業をデザインし日本の農業と食を世界に誇れる産業へ
特殊車両も提供する商用車両販売整備と車両一括管理サービス事業

大内 久和

株式会社dwing

健康長寿に貢献！口コミ活用事業で安心納得のパーソナルジム選び

大島 正和

株式会社ＡＮＡＴＡＮＯ

女性が主役。施術者付きのサブスクリプション型エステサロン事業

大槻 知子

アルコイリス＆Ｔ合同会社

住民同士をつなぎ、地域の力を底上げするコミュニティハウス事業

岡崎 良

株式会社ShareFair

世界初！人の信頼とAIを組み合せた専門家マッチングのPR事業

岡田 麻衣子

季節を食べるデザートショップ

小野 明敏

ジールズ株式会社

飲食店の人手不足を緩和すると共に生産性を向上する調理提供事業

海外 浩平

ヘテロＤＢ株式会社

ＧＰＵとＮＶＭＥを活用したＩｏＴ向けログ処理システムの製品化

勝間 珠美
門田 芳典

着物の帯を身近でモードなジャポニズムファッションにする事業
株式会社ユカシ

上島 勉

中小企業向けスマホアプリ運営クラウドサービス
完全手打ち麺手作りチャーシュー手作りスープの鶏醤油ラーメン

川路 祐康

10oct株式会社

テイクアウトアプリを利用した飲食店の販路拡大と広告支援事業

河島 亜希子

株式会社Schwester

世の男性ビジネスマンに明日への活力と自信を後押しする美容室

川田 博

プラネスト合同会社

中小企業向けにCAEを普及させるための取り組み

菊地 章訓

株式会社えらべる

2020年大会に向けたインバウンド販路開拓と社内インフラ強化

菊池 将貴

寿司業を通して伝統的な仕込を後世に繋ぎ日本の食文化を守る
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令和元年度（2019年度）第2回創業助成事業
代表者名（氏名）
北 奈央子

採択結果
企業名

株式会社ジョコネ

久我 直子

助成事業概要
女性の尿もれ改善のためのパーソナルトレーニングシステム
保護者様のご負担を軽減した、究極の手ぶら保育サービス

久野 保之

株式会社 エヴァアビエーション

航空機業界にICTでイノベーションをもたらす貢献をします。

倉内 誠

株式会社遊舎工房

自作キーボード製作に関するキット、パーツの企画・製作・販売

小関 直行

飲食業における働き方改善と食品ロスの削減

斎藤 優也

合同会社クアッガ

廃棄をなくすパンのお取りよせプラットフォームrebake

齋藤 有子

株式会社マモル

ハラスメントを早期発見する為の匿名報告プラットフォームマモル

笹井 浩太郎

マイスターズグリット株式会社

有機溶剤をオゾンで分解！環境に優しい塗装装置の開発・事業化

佐藤 龍弥

株式会社Yumeville

訪日外国人用施設(ゴミ箱等)検索アプリ「ＧＯＭＩ（仮称）」

重本 誠之

株式会社コノマチ

訪問看護を通じて多世代共生の地域コミュニティを創る一翼を担う

宍戸 菜穂美

株式会社メディカルコンチェルト

企業と産業医のマッチングを通し東京都の労働環境の向上を図る

柴田 耕佑

ワンインチ合同会社

中毒性・健康被害のあるタバコに代わる嗜好品としてCBDの提案

清水 厚芳

BEAUTEX株式会社

日本のカラーコンタクトレンズを越境ECを通じて世界中に販売

白川 直史

株式会社RAISE WORLD

アフリカ珈琲輸入販売を通した貧困撲滅と日本企業の世界進出促進

副田 義樹

株式会社エディアンド

医療系国家試験対策AI搭載学習支援ソフトウェア開発販売事業

高木 謙太郎

QOLdesign株式会社

病院外の医療健康ニーズを一元化した一対一のパーソナルセラピー

髙野 洋子

株式会社Terrace Works

低所得者でも幸せな結婚を！独自メソッドを提供する結婚相談事業

髙橋 真吾

株式会社EnergyColoring

スマホによるビルの消費電力の用途別内訳見える化サービスの運営

高橋 祥子

インキュビオン株式会社

知りたい情報が誰でも簡単に得られるロボット情報サービスを提供

瀧口 美幸

ママでも働きやすい「まつエクサロン」の経営

竹内 和人

株式会社futari style

夫婦や親子等ふたり向け専門のライフスタイル・ギフト商品の制作

竹本 亮太郎

株式会社乃庭

頼れる街の植木屋として技術を見える化し庭師として認知を上げる
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令和元年度（2019年度）第2回創業助成事業
代表者名（氏名）
辰巳 衛

採択結果
企業名

株式会社Leretto

舘山 耕太郎

助成事業概要
社内宴会（高単価×大人数飲み会）に特化したグルメ予約サービス
お客様・地域・空間の“個性を活かす“古民家風美容サロン事業

辻 将一

ダイアグノシス株式会社

マンション管理を見える化し改善に繋げる画期的診断サービス提供

天満 亮

株式会社ブライト相続

資産税(相続税･贈与税)に特化した税務コンサルティング

中田 慶

株式会社エイトエンターテイメント

東京のアニメ文化発展に寄与するキャラクター商品化事業

中山 由衣

株式会社これポチ

テレビの未来を変える！テレビ番組連動型ＥＣアプリ「これポチ」

中山 大希

南山物産株式会社

オンリーワンの焼酎専門商社。SHOCHUを東京から世界へ発信

西 俊之

行政書士が探偵業を兼務することで依頼者の負担軽減に貢献する

西山 直隆

株式会社SUKILLS

日本のスタートアップとインドの連携プラットフォーム

野田 爽介

株式会社For you

法人向けオリジナル番組制作を行うオウンドチャンネル運用事業

野々村 拓

株式会社オールドマンノート

フランスの小料理を中心に提供する地域に必要とされる店作り

野村 佳南

70歳になってもハイヒールを履ける足であるよう足元をサポート

橋本 雅史

リサーチコーディネート株式会社

AIモーションキャプチャーによる動作解析受託事業

平野 歩

Our Photo株式会社

出張撮影サ―ビスOurPhoto（アワーフォト）を運営。

平林 美絵

女性のための創業・副業支援でギャラリーの利用の促進を図る。

藤澤 ゆき

古着に伝統的染色加工を施しファッションとして再生する事業

淵邊 善彦

専門的な法務知識を生かして地域のベンチャー企業を支援する

堀（近藤） 亜耶

本物の植物と樹脂、地金を使用したオリジナルジュエリーの展開

堀米 純矢

株式会社ＡＲＣＲＥＥＤ

前田 幸紀
丸山 亜由美
三木 仙太郎

アパレルやインテリア業者などが出店を行う店舗の運営代行事業
手作りサンドイッチで新宿御苑と周辺のさらなる活性化に貢献する

トリプル・リガーズ合同会社

デザイン＆ガストロノミーからワクワクするヘルスケアをつくろう
若手アーティストの作品を展示し、販売する。
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令和元年度（2019年度）第2回創業助成事業
代表者名（氏名）

採択結果
企業名

助成事業概要

湊 和修

株式会社テックドクター

データを活用したヘルスケアサービスの開発及び企業向けサービス

南 祐貴

Ｋｏｒｕ－ｗｏｒｋｅｒｓ株式会社

多国籍の方が訪れるゲストハウスの運営を通し、異文化交流を促進

宮﨑 明子

株式会社アファニー

保育士の就職支援を通じて保育施設の人手不足解消に貢献する。

宮下 直樹

株式会社メディカルスイッチ

服薬支援ロボットによる在宅高齢者の見守りと服薬介助の実現

宮田 有理

山の魅力を伝え環境保全の意識を高めるアクセサリーの開発

宮原 由紀

Siblings合同会社

専門家×ママクリエイタ―による家庭でできる性教育サイト命育🄬

村住 明彦

株式会社アークズ

革新の「自発型」姿勢矯正クッションで、子供の今と未来を支える

村松 圭介

遺言動画メッセージ作成及び財産情報管理システム提供サービス

女池 和子

店舗を持たないパン屋だからできる福祉への貢献、地域への貢献

森内 勇登

オリジンコーヒートレーダーズジャパン株式会社

高級珈琲生豆の日本への輸入と焙煎業者への販売。

安原 瑞枝

株式会社プレシャスマム

先輩ママが支えるトータル産後母子ケアサービス事業

矢野 祐輔

株式会社インフォモーション

AIによりWEB上のイベント情報を収集し企業自治体に提供する

山田 邦生

株式会社Meta Anchor

人と組織のシナジーを実現させるクラウド型人事システム提供事業

山中 資久

株式会社ユニアス

アレルゲンタンパク質定量化食品の企画販売事業

横内 悠佑

Xeforward株式会社

飲食店のキャンセル被害と食品ロスを解消する現金レス予約アプリ

吉田 和人

株式会社ファーストオーダー

物流会社向けにIＴ技術を活用したパッケージの提供を行う

（注）敬称略 五十音順（採択者82件、申請者479件）
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