平成31年度（2019年度）第1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

有井 誠

株式会社Unsungs&Web

純国産・完熟ドライフルーツのグローバル越境販売事業

伊藤 彰康

rainbowholic株式会社

日本のかわいい文具・ハンドメイドの海外EC販売・販売支援事業

遠藤 達也

Fast Space株式会社

半永久に使え摩擦の無いエアーベアリングＨｉ-Ｓａｂの製造販売

大久保 裕美

株式会社NINJA JAPAN

オリジナル忍者体操で子どもの健康増進と世界に着物文化を発信！

大堂 貴史

手作りの知育玩具と子育て支援を通して地域社会に貢献する

大沼 清香

カラー診断を軸に大人女性へトータルカスタマイズする革新サロン

小笠原 英明

株式会社タンソーバイオサイエンス

化合物評価技術により新薬開発を促進し人類の健康増進に貢献する

小縣 拓馬

オープンキッズベース株式会社

日本の「おもちゃ」産業を世界に発信するコミュニティ型メディア

小川 高弘

合同会社FANGOW

旅行客に折り畳み自転車を宅配貸与するレンタサイクル業

小澤 陽介

エピストラ株式会社

ＡＩとロボットを用いた生命科学実験の最適化サービス

落合 奏子

調布を中心に販売拡大チリソースで調布全体の飲食店を盛り上たい

小渕 浩史

株式会社KBSコーポレーション

糖質を気にせず食べられる健康米「TRICE」の開発と販売。

折橋 雅之

センスネットシステム株式会社

IOT技術を活用した高齢者向け見守りサービス事業

片山 敦

株式会社リーデッジテクノロジー

事故未然防止の為の省電力センサによる危険予知ＡＩシステム事業

加藤 節美

トータスケア株式会社

デイサービス・放課後デイサービス事業を通じて地域に貢献する

上田 睦

Phantasmagoria合同会社

”作る”をお手伝いする造形教室とミシンの時間貸しサービス。

川又 茂男

株式会社SnafkinDesignWorks

アシスタント美容師を短期間で即戦力となる人材に育成する事業

菊川 雄吾

人々が集まりそれぞれの楽しみ方で過ごせるオージー酒場をつくる
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岸本 一郎

ナイスニッポン株式会社

着付け不要の簡単着物や高級着物のレンタルを浅草で外国人に提供

見條 陽亮

株式会社GLITTERS

IT人材のスキルを見極め、採用難に悩む企業へ橋渡しをする事業

小島 孝二

ホスピタルコンプライアンスマネージメントジャパン株式会社

病院向けの外部者の入退管理システムサービスの提供

今野 徹

株式会社FOOD VOICE

おいしい野菜とその野菜を活用したからだに優しい惣菜の製造販売

坂井 勇二

株式会社ヴィレッジウェル

AIスカウトシステムによる介護・看護職専門の転職サイト事業

佐藤 圭太
佐藤 祐輔

大都市の新規出店でも運営可能な個人経営の果実店事業
合同会社OneSelF

佐山 愛
島崎 譲

トレーナーに依存しない“自律支援型”ジムでスポーツに親しむ
イラストの力で商品づくりと販売に貢献し企業・社会を活性化する

株式会社two sand

清水 朝義

サブスクリプション型の美容サービスの開発・展開
初心者でも受注可能な画期的受注システムを用いたオーダー靴販売

清水 登

株式会社Diletto

多くの人々の生活を豊にする中古ブランド品の通信販売事業

下手 大輔

株式会社shimote

アジア映画に特化した新たな配信方法による映画配給事業

庄司 晃

プロトンエンジニアリング株式会社

解凍工程のエンジニアリングで、食品工場の品質向上を提案する。

甚田 翔也

Somewhere株式会社

日々の意思決定を簡単にするチャットアシスタントサービスを運営

杉浦 みゆき

株式会社ミータン

世界に通用する東京ブランド高品質美容機器の企画販売事業立上げ

墨 健二

株式会社プレイフォー

ベトナムの国民食「フォー」ハノイで一番人気店の味を東京で提供

関口 太一

株式会社mate

動物の殺処分ゼロを実現する新しいEC事業

高田 優哉

コミューン株式会社

コミュニティソフトウェアを通じ個人の居場所づくりに貢献する
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竹宮 孝子

株式会社Machiim

新産業保健サービスの販売を通じて中小企業の健康経営に貢献する

立花 祥宏

マーベルオートサービス株式会社

安全運転教育を通じた法人の事故削減から地域の安心安全に貢献

立山 善規

株式会社アロットオブ

伝統工芸企業と連携した商品開発による地方モノづくり企業の活性

谷本 拓弥

株式会社DEED

パーソナルトレーナー育成校併設型アクティブレジャー施設事業

田野 宏一

株式会社Offisis

オフィス内福利厚生サービスを通して働き方改革の発展に貢献する

土田 凡枝

高齢化社会で歩けることの重要性を再確認できる靴えこるの販売

土屋 奈津子

株式会社ハレの日製作所

人々の大切な「思い」を次世代へつなぐ動画制作ビジネス

土屋 牧子

株式会社閃Art＆Creative Consulting

仕事と生活の調和を目指す女性が活躍できる女児衣料ブランド事業

寺垣 雄二

株式会社エイト

納骨ボトルの開発により墓地不足解消と改葬を容易にする事業

鳥居 陽

オーダーメイド可能のカスタマイズトリミングサロン

長坂 剛

エーテンラボ株式会社

アプリの開発運営を通じて利用者の生活習慣改善に貢献する

中竹 康彦

ビヨンド株式会社

個別事情に配慮した紹介により障がい者雇用の推進・安定に貢献

中村 忠明

株式会社なかむら商会

飲食業へ低リスクでチャレンジできる食のプレマーケティング施設

名取 良子

SK8INSOLL株式会社

フィギュアスケート専用インソールの製造、国内/海外販売

西井 克委

メディスコア株式会社

待機医療従事者の能力評価・教育による就業促進と人材不足の解消

西村 光貴

株式会社セントリック

地域包括ケアシステムを推進する見守り・介護連携型配食サービス

野登 愛子
野村 国康

バッグ販売＆和文化体験提供を通し日本の伝統美を世界に拡げる
おはようトラベル株式会社

要介護高齢者、障がい者の旅を支援し、社会の健康増進に貢献する
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播 太樹

株式会社フレンバシー

食のバリアフリーを実現するための食の制限対応の食品EC事業

日高 洋祐

株式会社MaaS Tech Japan

モビリティサービスの支援を通じて交通インフラの発展に貢献する

福井 健人

株式会社魔法アプリ

VR技術を用いた不安障害曝露療法ソフト開発販売事業

藤崎 みゆき

株式会社パーソン・プレイス

高齢者総合支援サービスとして地域の高齢者の暮しをサポートする

星川 奈穂

ストレッチ等を通じて少子化と女性の社会復帰に貢献する

前田 育茂

Atelier匠合同会社

2次元から3次元へ。職人集団が創りあげる精巧な建築模型

前田 雄大

株式会社GIVER

保険外サービスにより制度枠では届かない方への受け皿になる

町田 真由美

合同会社 ＪＯＹ

福祉サービス自立生活援助の運営とひきこもり支援

松岡 広明

株式会社レボーン

香りを定義し、食の安全、製品の品質、人の健康増進等に貢献する

松下 邦子

世界文化遺産であるギリシャの食文化を日本の皆様に届けます

馬目 佐和子

職人技術とデザイナー視点が生む東京発ギフト向けジュエリー事業

柳内 健

メダップ株式会社

病院向けCRM(顧客管理)ツールの開発及び提供事業

山中 真奈

シングルズキッズ株式会社

ひとり親と子供をシニアと地域でサポートする、現代版下宿の運営

吉村 恭輔

株式会社Swandive

不要な本を当社が預かりユーザー間でその本を交換できるサービス

和氣 美枝

株式会社ワーク＆ケアバランス研究所

介護離職防止並びに仕事と介護の両立を目的とした介護者支援事業

脇本 香奈

株式会社クルーズマンズ

クルーズ旅行者のための口コミ・商品検索サイトの運営事業

（注）敬称略 五十音順（採択者70件、申請者329件）
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