平成30年度 第2回創業助成事業 採択結果
代表者名(氏名)

企業名

助成事業概要

秋元 康雄

特定非営利活動法人居場所コム

空き家を活用した“居場所”提供とその運営を担う人材育成ビジネス

東 美希

合同会社のびーく

発達障害・不登校のお子様向け教育サービス事業

阿部 志織

株式会社エル・マジェスタ

女性音楽家達による生演奏宅配ビジネス

安藤 祐理子

合同会社カンパイ日和

クラフトビ―ルの醸造所及び併設の飲食店の運営

伊豫 愉芸子

株式会社RABO

猫専用ウェアラブルデバイスの取得データを活用したビジネス展開

岩﨑 健児

未病・病後に特化した専門職によるケアで自己メンテナンス

岡﨑 幸子

シックスルーツ株式会社

食という領域 において、新たな文化と空間を創造する事業

奥田 亮史

株式会社ライテンド

都内の大学に通う外国人留学生にインターンシップ機会を提供する

奥本 大祐

株式会社バブルス

青山から健康経営を広める新鮮な果物・野菜のジュース提供事業

門田 次郎

株式会社アンダースタンド

主婦やシニアを活用した次世代型オンライン業務受託サービス

金田 佐知子

高齢者向けアクティビティサービス

河合 克仁

株式会社アクティビスタ

【合宿型】実社会で活躍できる10代を育てる人間力強化プログラム

河口 裕哉

株式会社パルティータ

ウェブを活用したローカルマーケティングビジネス

河野辺 和典

株式会社LOAD&ROAD

「teplo」で実現するお茶のエコシステムの再開発

神林 隆

株式会社Eco-Pork

養豚と人口知能などの最新テクノロジ―を繋ぎ食肉生産性を高める

木村 幸太郎

イン・プラス株式会社

ホテル・小売店に特化したプリペイド式SIM展開事業

久保 英樹

株式会社Lit

お客様が値段を決める中古ブランド衣類の買取・販売

熊谷 亮

プロテオブリッジ株式会社

ヒトの代替となるタンパク質アレイによる受託解析・受託検査事業

桑原 健一郎

株式会社ライフワーカー＆アソシエイツ

個人の起業に対する企画ノウハウの提供や集客のコンサルティング

小池 正樹

株式会社 ナチュラルアビリティ

シニア向けの歩行補助塗料を用いた各種製品の開発と販売

小池 道隆

ミナモフーズ・ジャパン株式会社

ECサイトを活用した欧州消費者市場への日本食品販売事業

小島 裕久

株式会社TFCラボ

解析装置を活用した化粧品等の商品・施術効果測定の精度向上事業

小杉 好敬

アベントゥーライフ株式会社

ITの技術を活用した自転車修理CtoCプラットフォーム

後野 友輝

株式会社ASOBI

親子で楽しめるカフェスペース付キッズスペース。

齊藤 桂子

株式会社Archipatch

乳幼児の保育施設・環境デザイン事業

佐々木 達哉

人らしく歩くことができる施術で患者の悩みを根本から解決する

島田 千津子

株式会社Ritona

スタジオカフェスペース含14坪の音楽教室兼キッズルームカフェ

清水 康介

イヴセンス株式会社

手軽なPush通知管理システムで、顧客の集送客力向上に貢献。

清水 剛

アライン株式会社

高度なテレワーク環境を活用したITコンサルティングの確立

須賀 大貴

健康予防を掲げ体調不良の根本的な改善を提供する変革的治療院

鈴木 啓太

クイックピジョン株式会社

IoTカメラによるフォトサービスで都内の観光名所を新発掘する

鈴木 陽代

合同会社スミクル

薬剤師による薬配達サービスで展開：地域密着型調剤薬局

鈴木 良一

株式会社Travel Ai Labo

旅行業界の隙間を埋めるＬＣＣ手配及びツアー販売システムの開発

関 克紀

株式会社Tokyo Onigiri Labo

冷凍玄米寿司・おにぎり缶詰事業

瀬戸口 浩二郎

ブリッジポート株式会社

タブレットを活用した医療機関間連携による病理診断支援ビジネス

園田 正樹

Connected Industries株式会社

病児保育施設検索プラットフォ―ムの開発

峠下 周平

株式会社FLIGHTS

ドローン領域の全方位型のサービスプロバイダ

髙橋 優也

株式会社ソルフェージュ

スマホアプリのミュージックカレッジ

髙吉 泰尋

株式会社triple-y

最新設備導入によるロ―プ高所作業の生産性と安全性の向上

竹田 健司

(注) 敬称略 五十音順

飲食店クリニック。廃業が多い中小飲食店をＭＢＡ税理士が救う。
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多田 興平

株式会社Piezo Sonic

新型超音波モータを利用した小型搬送装置の開発

田中 彩諭理

株式会社ＨＥＲＢＩＯ

基礎体温ウェアラブルと女性専用の体調管理サ―ビス

千葉 光範

ゴム製犬用シューズの製造及び販売

辻井 樹

株式会社アースキー

大企業とベンチャー企業のマッチングサービスの運営

出川 章理

株式会社パワーフォー

全固体半導体二次電池の開発

中島 まみ子

FiveStar化粧品株式会社

天然とケミカルを融合させた女性を綺麗にする美容商品の開発販売

長島 康之

株式会社nicori

運動が苦手な方が何回もやりたくなるメディカルジムビジネス

中村 智子

株式会社Lupinus

子どもの側で集中して作業や勉強ができる一時保育メインの保育園

西 勝敏

株式会社 NEXT leBELL

真に地域が望んでいる訪問看護サービス

沼本 真希

「よせもの」技術を活用したメイドイント―キョ―ブランドの強化

浜村 圭太郎

LEBO ROBOTICS株式会社

風力発電機の翼を遠隔操作で点検/補修する装置の販売と貸出

氷室 友里

株式会社HIMURO DESIGN STUDIO

東京発テキスタイルブランドのブランディング及び業務体制の強化

平田 紗弓

株式会社サクラウンジャパン

日本伝統文化普及と継承のためのコミュニティメディア事業の拡大

藤谷 博樹

株式会社GOOD LUCK &D

ブライダルのノウハウを活用したペット葬儀事業の展開

藤原 崇義

AUTOLAB株式会社

学習用ロボットなどの開発、生産および販売

古田 雅士

日本で唯一の乗馬・馬術愛好者に寄り添う総合サービス事業

堀田 真

安全と自家製を主とした料理を提供する地域に根差したカフェ事業

堀越 元太

バインミー（ベトナムサンドイッチ）のテイクアウト専門店

本田 英貴

株式会社KAKEAI

企業人事部向けの人材マネジメント実態改善支援システム開発販売

増山 祥紘

株式会社リアルミー

働くパパママ向け職業紹介事業

増野 佳範

株式会社We Care Japan

介護専門家と入居者が厳選する高齢者向け高満足度施設の紹介事業

松岡 光洋

株式会社hitotofrom

訪問薬剤に特化し、地域を支える調剤薬局

松村 喜幸

株式会社Shiok

海外の日本人学校で発展した教授法を用いた中高生向け英語塾

宮本 敬史

株式会社OsidOri

共働き夫婦向けの家計・資産管理のFINTECHサービス

向井 麻里絵

スパトレ株式会社

既存サービスの不便を解消し挫折しない英語・留学サービスの提供

武藤 高史

カイテク株式会社

日本初の厳選介護施設求人Webサービス「三ツ星カイゴ」の展開

村田 真太

合同会社 真刃

江古田に憩いの空間と創作料理を提供する地域密着型の居酒屋事業

森 仁平

カフェとガレージを融合した大人のライダー向けくつろぎスペース

森垣 洋平

株式会社リアリゼイション

店舗ビジネスに特化した研修・人事コンサルティング事業

森島 聖

株式会社ココピア

精神障害者を高付加価値な人材に育て企業に紹介する事業

矢部 貴志

株式会社UNIAS

２０代の若手を中心とした転職エージェント事業

山口 利浩

株式会社Daigomi

職人・作家のための、越境ＥＣサイトの管理・運営

山田 遣人

1010bit工房合同会社

合成音声を用いた自動音声応答及びＳＭＳ送信システムの展開

山中 雅也

合同会社MONTESAINT

車いす女子とつくる服飾企画・販売・イベント事業

與那嶺 茂人

株式会社ＡＴＮ１

「健康寿命＆予防医療」をサポートする癒しより健康重視のサロン

李 滕鋒

株式会社ブリッジワールドコンサルティング

オンラインガイドにより新型観光案内サービス

栄 皓（ロン ハオ） Tokyo Bay Films Entertainment株式会社 中国インバウンドの突破口メディア
渡辺 恵里

未就学の子供連れ親子をターゲットとするカフェ

渡邊 文浩

どの世代にも選ばれる究極の親子丼を軸にした焼鳥店のビジネス

(注) 敬称略 五十音順
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