令和2年度 第2回創業助成事業 採択者一覧表
事業者名

法人の代表者

助成事業概要

合同会社ＲＢＸ

矢野 俊介

地域ビジネストラスフォ―メ―ションによる地域経済活性支援事業

AITOYA株式会社

町村 昌紀

高精度位置情報サービス「iChidoriシステム」事業

アクロスオーディオ株式会社

濱島 力

放送メディアと中小事業者及び地域活性化へ貢献するＴＳＳ事業

合同会社ACIU

竹田 純

バレエフィットネスを通じて人々のコミュニティと健康に貢献する

阿部 翔平

教員経験者のアイス職人とバリスタによるオンライン工場見学事業

安部 美紀

エチオピアカレー「ドロワット」を主軸としたカレー屋の事業拡大

アライアンサーズ株式会社

久保 渉

今溝 恭子

独居老人の老人ホ―ム入居を容易にするおひとり葬/老人ホ―ム葬
作家と新たな顧客をつなぐ有田焼販売業

Inkhorn Brewing株式会社

中出 駿

クラフトビール専門店

株式会社infit

後藤 剛志

オンラインで新卒採用が可能なWEBプラットフォームの運営

上田 照子

新規開発商品コレクトウェルで嚥下障害高齢者に口から食す喜びを

海野 由里子

再生美容の活用で人々の笑顔と地域活性化を図る美顔サロン

株式会社ATR Scientists Partners 高橋 浩三

表面界面に特化した分光測定装置の製造販売と応用開発とその提供

株式会社エジソンエーアイ

山浦 真由子

レジレス店舗の仕組提供を通し高齢化社会対策・小売業態改善する

株式会社Anyloc

福原 佑介

財布・PC紛失対策用の、長時間駆動の薄いGPS端末の開発販売
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NPS株式会社

中村 優介

製薬会社の設備点検業務を代行し、より早い安全な新薬開発を支援

M-coto株式会社

杉山 由美恵

地域に暮らすママのコミュニティを活用した不動産販売支援事業

ＥＮＪＹＮ株式会社

枝光 敏章

研究、開発及び設計業務に関するコンサルティング及び請負

遠藤 良子

食べ歩きができるアップルパイを主力商品とする持帰り専門菓子店

大久保 亮

希少なお酒と住民同士のふれあいの場を提供する憩いのBAR

株式会社Opening Line

佐々木 亮一

ブロックチェーンを利用した文章改竄防止プラットフォームの開発

岡藤石株式会社

藤井田 仁

東京発自然素材と伝統技術を活かし世界に挑戦する建築設計事務所

株式会社俺

中北 朋宏

お笑い芸人のセカンドキャリアを支援し、企業人材の多様化を図る

株式会社ORANGE kitchen

松本 みな美（若子みな美）

オンライン×人工透析予防特化型の重症化予防プログラム

株式会社オレンジの風

髙木 由美

障がい者が普通にいる街・暮らし障がい者グループホーム事業

勝俣 孝一

フランスの技術と日本の素材が融合したアシェットデセールの提供

川口 亘

メンタルヘルス改善を目的とした金魚水槽のレンタルサービス

木村 恵子

ママの気持ちに寄り添って、安心して出産する事のできる助産施設

株式会社キャリアラダー

梶川 耀雅

後継者不在解決の一助を担うM&A仲介会社への人材紹介事業

Colossal Tech 株式会社

陳 賽力

商品画像をAI識別によるキャッシュレス非対面決済POS事業

2 / 5 ページ

令和2年度 第2回創業助成事業 採択者一覧表
事業者名

法人の代表者

助成事業概要

株式会社クリル・プリヴェ

髙野 はるみ

カスタムメイド特化の旅行手配とプライベートコンシェルジュ業務

株式会社耕

藤井 耕太

高付加価値酒類のプロデュ―ス及び日本酒生サ―バ―代理店事業

株式会社コティスエルト

矢野 亜也那

男女問わず使用できるジェンダーニュートラル化粧品の製造販売

株式会社サードスコープ

伊藤 辰也

ブランディング業務のIT化推進事業

株式会社サイマム

佐藤 かずみ

精神科に特化したスーパーフレックスタイム制の訪問看護事業

坂下 睦子

人との繋がりを生む本と庭のあるカフェ

CFOナレッジ株式会社

佐々木 義孝

CFO人材の育成と継続教育によるベンチャー企業への安定的供給

株式会社Genics

栄田 源

介護現場向け次世代型全自動歯ブラシの開発と販売事業

柴田 雅章

食のサスティナブルで地域を活性化するスイーツ、パン事業

株式会社SKIDAY

太野垣 達也

スキーにまつわる映像・文字情報の制作および発信

スターペグ・ミュージック株式会社

三輪 篤志

ギター初心者を対象に月額制ギターレンタルサービスを提供する

株式会社Sparkle JP

藤田 智也

トレーナーの強みを生かし、妊婦とベビーを対象とした事業を行う

株式会社ソシエテ

森本 真輔

会社員を主な対象とする精神科に特化した訪問看護ビジネス

株式会社チトセロボティクス

西田 亮介

単調労働を代替するロボットの提供と遠隔管理保守サービスの提供

津嶋 恭宏

ウィズコロナでも安心！オンライン・対面で受講できる個別指導塾
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合同会社tectak

古谷 美和子

低予算の作品から大作迄 世界に向けた映像制作

株式会社テストイベント企画

齊藤 大嗣

都内初！非対面かつAIを活用した試験運営・イベント実施の取組

株式会社Two Trees

鈴木 夢海

持続可能なものづくりを通して、環境問題解決に貢献したい。

株式会社Dr.健康経営

鈴木 健太

産業医教育およびメンタルケアに注力した産業医サービス

株式会社Tokel

瀬戸口 翔大

ストレスとセルフケアに特化した入浴剤のサブスクリプション事業

中島 澄子

要介護者向け衣料品の開発及び販売

那須 滋

シングルマザーが働きやすいエステ事業

南波 利宗

慢性疼痛と未病を心身両面から解決する新たな鍼灸院独自サービス

HARDWOOD株式会社

森 広志

樹木医の専門知識と現場力を生かし、緑の価値を向上させる事業

Pathfinder株式会社

小野﨑 悠介

介護の経済的負担等低減に、レンタカー回送車両を低価格で提供

株式会社Hunks

平山 昇

酒類の中国向け輸出販売

パンゲア株式会社

米川 雄基

創薬研究者と世界の研究受託会社をつなぐ研究支援サ―ビス

株式会社万和

佐々木 祐美子

急成長する新興国向け医療ツーリズムを核とした健康管理サービス

稗田 明代
合同会社ビズ服

気軽に花を買えるようにするための移動販売による生花の販売
中村 昭

仕事服を全ておまかせするオフィスカジュアルのレンタルサービス
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株式会社HITOKUCHI

荻曽 友貴

完全非対面型の高級チョコレートオンライン販売事業

株式会社FiLL

髙橋 宗徳

町工場の受注に寄与する部品単位で加工可能な企業検索サイト運営

株式会社福寿家

新保 和子

１００年の伝統の味と見た目でも楽しめる伊奈利寿司の製造・販売

株式会社Brick Wall

河東 誠

日常ではできない新たなエンターテイメントサービスの創出

株式会社Bets

竪山 裕一

動画コンテンツを絡めたデジタルマーケティング支援事業

本間 勲

「心を動かす」カクテルで明日の活力を提供するBAR

牧村 耕平

キッチンカーによる新しい生活様式に則った飲食ビジネス

株式会社MONO Investment

佐々木 辰

山崎 真隆

店舗独自の電子マネーを簡単に販売できるウェブサービスの開発
子供達の味覚を育み食の未来に貢献する小さなレストラン

合同会社ユウボク

佐藤 弘章

ノマドワーカーの働き方を改善する雑貨ブランドでの製品拡大展開

株式会社レミング

石井 雅士

在中国日本ブランドに向けたマーケティング及びePR事業

株式会社WacWac

佐々木 章太

物流会社向けVR安全教育動画と監査管理システムサービス提供。

株式会社WLIFE

譜久村 翔

看護の新しい価値を提供し、生産寿命を延ばすと共に日本を豊かに

（注）敬称略 五十音順（採択者73件、申請者561件）
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