平成28年度創業助成事業採択結果
企業名

株式会社森未来
ホテル・ラフレシア株式会社
カソク株式会社

株式会社グランツーリスト
株式会社キモノール
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株式会社Marianne
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株式会社Luck

TALISMAN

Plus

日本3Dプリンター株式会社
株式会社ザリガス
株式会社GONZO
株式会社千金
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助成事業概要
訪日外国人観光客を起点にした日本酒海外マーケット拡大支援事業
ファッションの中心地渋谷から発信するオリジナルブランド事業
日本林業を稼げる産業に。木材流通プラットフォームの実現
美しいデザインを用いて旅館紹介に特化したポータルサイトの運営
SIMフリーの格安フィーチャーフォンの開発及び全国での販売事業
有機ゲルマニウム配合のストッキング開発事業
地域における在宅医療を積極的に支援する薬局の展開
コンシェルジュサービスに特化した旅行ビジネス
「原宿系メンズきもの」の発信
親子で楽しみながら交流を深める地域に根ざした料理教室事業
運動ビギナー向けエクササイズ動画のオンライン配信サービス
IT技術者・起業家向けのコワーキングスペースの展開
SNSを活用した、企業の販促・広報支援事業
女性アスリートのオフに光を与えるファッションブランド事業
ITを活用したコンシェルジュ型リフォーム会社仲介サービス
優れた商品を持つ中小事業主・個人の海外進出・販売を実現する
美味しいを作り見せたいをかなえる、託児サービス付お菓子教室
現役パイロットの技術向上を図るための「パイロット学校」事業
ロボットを活用した子供・シニア向け各教育ビジネス
医療分野向け臨床研究・治験文書管理クラウドサービス
ユニフォームを通じて「東京の魅力」を世界に発信する事業
ネットを活用した不登校生＆親＆学生向け支援ビジネス
キャラクターコンテンツを用いた社会的課題解決事業支援
日本初の健康と綺麗を叶えるシニアの為の学び舎エステ事業の展開
外国人と日本人児童を対象とした保育事業
捨て猫や御蔵島にいる野猫と出会えるドッグカフェ
オンラインで商品のデザイン販売ができるインターネットサービス
あらゆる人とペットの幸福な共存を目指す飼育支援サービス
3Dプリンターの輸入販売
子どもプログラミング教育トータルサービスの実施
『近所にこの店があってよかった』地元密着型居酒屋
子育て情報メディアサイト「ジーク」の拡大事業
女性向けに特化した防犯グッズの販売、開発事業
新興国ビジネスの知見を循環させる新たなプラットフォームの展開

弘文社株式会社
FAMILINK
株式会社タイムレスエデュケーション
株式会社チャレンジワールド
株式会社坂本メモリアルプロデュース
株式会社デザインフォリオ
株式会社Japonism2020
サークルアラウンド株式会社
株式会社いかす
株式会社インディゴジャパン
アイティエス・プレザント合同会社
International Innovative Investment株式会社
サンライズ・エナジー株式会社
株式会社言語生活サポートセンター
合同会社タカナワ香堂
株式会社シンビ・ラボラトワール
TK

Brothers

Japan

株式会社

ゼロプラスゼロ合同会社

株式会社カルディア
株式会社Craftie
株式会社Creade
日本頭脳株式会社
株式会社スマイル・フォー・ユー
株式会社オスカー
株式会社コミュニティー・ベロ
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傘を差しながら歩ける4輪キャリーバッグの開発・製造・販売
建設需要を支える市場調査・分析とポータルサイト構築事業
医師監修のケアレシピ『体の声ごはん』を活用した料理教室
新しいサービスや産業を生み出す人材を育てるIT教育事業の実施
2階建てロンドンバスを活用した飲食事業の展開
子ども向けの体験プログラムを提供する事業
自然栽培の野菜を使用した和食飲食店
ワンデー葬儀・無宗教葬という新しいスタイルを提供する業務
ギャラリーを活用した地域コミュニティの創出
書道教室経営事業 書道普及事業
ＩＴ技術を利用したインバウンド促進事業
都内で質・量ともに不足する高度ICT人材のトレーニング事業
心と体のデトックスを通したオーガニック・ライフスタイルの提案
外国人留学生の能力を生かして企業のグローバル化に貢献する事業
多摩地域におけるインバウンド・マーケティング分析
おうち学童「地域で育む家庭的小規模学童保育」事業
特許「化合物製造システム」を活用した商品開発・製造・販売ビジネス
失語症のある高次脳機能障害の生活言語訓練事業
東京奥多摩の玄関口の大自然で、新しいスパリゾートビジネス
ディスティネーションスパに基づいた予防美容・健康ビジネス
年配女性を活用した高感度な手編帽子の製造販売
サラダボウル専門店の営業
天然100％樹液のオイル販売とエステサロン・スクール事業実施
写真とともに音声が再生できるカード販売と専用アプリの配信
レーザー加工機を使用した精巧なペーパークラフトビジネス
日本中小企業活性化に繋がる日中貿易事業
日本人と中国人の相互理解の深化に向けた不動産仲介業
多摩地区を拠点に女性の事業継続/企業を伴走支援する店舗経営
機械類をオンラインで相互に貸し借りできるシェアリングプラットフォームの開発
65歳以上のシニア女性に特化した婦人服の通信販売
手芸、アクセサリーなどの作り方やレッスン情報をネットで紹介
東京（日本）と海外の製品およびサービスを融合し、国内外にその価値を発信する
介護保険及び健康保険等による指定訪問看護事業
オフィス業務効率化ツールに特化したマーケットプレイスの創設
歯科衛生士教育を活用した歯科医院、歯科衛生士サポートビジネス
初心者向け中古車情報サイト運営及び中古車在庫無料掲載サービス
自転車タクシーを利用した「墨田区」商業・観光の活性化について

株式会社Curio

School

プレジテール
株式会社シエル・ブルー
ドリームメディカルパートナーズ株式会社
FUNFAM株式会社
株式会社H2M
株式会社FISHOE
株式会社文鳥社
三翔建設株式会社
株式会社HappyHack
アイ‐コンポロジー株式会社
合同会社はひぷぺぽ
株式会社パインジャム
コアプラス合同株式会社
株式会社EMINA
株式会社Creators
株式会社介護本舗
株式会社PLOT

株式会社アグリトラスト・ジャパン
株式会社びっぐびっぐ・じー・りーだー
(注）敬省略 五十音順
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福村 彩乃
藤岡 康代
星 卓実
堀添 芳恵
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三鍋 洋司
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三宅 仁
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藪本 守
山岡 広法
山﨑 公代
山崎 道夫
山田 千沙
吉岡 浩憲
米山 亜紀

芸術文化に特化した通訳・翻訳ワンストップサービス提供事業
企業とコラボレーションしたキャリア教育プログラム事業
外国人のための茶道ワークショップ、及び、講師養成教室開催
出産記念のジュエリーブランドの企画製造販売事業
ハラール対応カレールウ及びレトルト食品の開発・販売と海外輸出
オンラインショップのPRと自社ブランドの販路開拓
リハビリ意欲を高める歩行分析系の普及及び販売促進
ガラスアクセサリーを通じたクラシック音楽の普及・展開
特許を取得した特殊木工技術による竹素材の幼児用食器の製造販売
空中店舗型ドラッグストア展開による新たな雇用創出
下町のママたちをファッションで応援するショップ運営
文鳥文庫の制作・販路拡大による日本文学及び地域の活性化
洋菓子製造及び販売
防火地域に特殊な免振装置付きの木造耐火建築物を建てる
ロボット管理サービスの提供とロボットアプリの受託開発
機械学習と信号処理を追加したインフラ点検のロボットの研究開発等
射出成型可能な木質プラスチック材料の製造・販売事業
地域企業・地方自治体とママを繋ぐ、ママの働き方支援ビジネス
CGとセルアニメのハイブリッドアニメーションの企画・制作事業
ブレンディング教育によるクリエータ育成および就労支援事業
中学、高校、大学、及びその在校生向けキャリア教育プログラム
プライズメイドドレスのネットレンタル・販売事業
若きクリエイターと職人達が提案するSelf Fashion
高齢者支援・貧困支援・就職支援を可能にする三位一体型介護事業
日本の科学力を世界にPR！未来を変える科学者のプレゼンを支援します
日本料理の職人が一から作る本物の料理を出すファミリーレストラン
「食」と「農」におけるグローバル展開の支援の実施
東京の食生活を支える卸や米穀店、小規模飲食店の品揃え強化事業
新製品産後布パッドの開発、被災地での生産、販売促進

