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1

27-271 株式会社ビジョナリークロス

森 武史

107-0052 港区赤坂二丁目16番6号

03-6435-2710

スクール事業管理業務システムの開発とトータルサ
ポートサービスの展開

2

27-272 株式会社エイジア

後藤 和彦

174-0052 板橋区蓮沼町82番1号

03-5914-2677

安心安全な食品洗浄剤の開発とブランド化による海外
展開

3

27-273 株式会社MTCジャパン

程 思紅

160-0022

03-5312-6307

中国人向けマンション等のパッケージ設計と外国人に
特化したオリジナルリフォームの設計

4

27-274 水上印刷株式会社

水上 光啓

160-0023 新宿区西新宿5-14-3

03-3372-2431

インストアプロモーションにおける販促物のフルサービ
スを展開する。

5

27-275 渡辺紙器工業株式会社

渡邉 敏男

184-0013 小金井市前原町4-11-8

042-381-2045

自社企画品で当社の能力を「見える化」することによる
新規顧客の開拓等

6

27-276 株式会社japanbestheal.

西島 直子

106-0032 港区六本木4-3-38 303

03-6459-2791

ニューリッチ層に特化した「訪問美容」事業と自社ブラン
ド商品の確立

7

27-277 株式会社フォーステン

廣庭 修

105-0003 港区西新橋1丁目9-1 アコール新橋7Ｆ

03-5510-2101

ハラル認証を取得したメイドインジャパンの化粧品のイ
スラム市場への展開

8

27-278 地域エネルギー株式会社

福井 エドワー
ド

105-0001 港区虎ノ門5-3-1 第一榎ビル4階

03-6869-2485

バーチャルパワープラントの開発及びサービス展開

9

27-279 株式会社アネビー

熊尾 重治

151-0062 渋谷区元代々木町33-8

03-3465-4828

遊具の高効率販売方法の事業化

10

27-280 株式会社絆コンサルティング

伊藤 宜範

160-0022

03-6380-3589

クラウドオフィスによるマイナンバー管理システムの開
発と提供

11

27-281 株式会社アイディング

岩井 敏

132-0011 江戸川区西瑞江3-33-93

03-6432-4995

総合医向け患者説明用コンテンツ提供サービスの開発

12

27-282 株式会社アルファ・デポ

飯島 幸夫

154-0012 世田谷区駒沢2-11-5

03-5432-6401

運送会社車両の安全走行への新提案

13

27-283 株式会社ポッシブル

伊藤 修

182-0024 調布市布田2-18-6 ハイネス調布Ｉ B-101

042-489-1581

中小企業向けSaaS型業務管理システムの開発とサー
ビス提供

14

27-284 株式会社ビーアイ

松尾 正秋

130-0023 墨田区立川3-12-2

03-5638-6260

若手の資格取得と独立支援事業

15

27-285 株式会社日本システムプロジェクト

勝山 徹

160-0023 新宿区西新宿3丁目-9-2

03-3320-6992

騒音下でも音声認識可能なセルフオーダーシステムの
開発

16

27-286 株式会社銀座・トマト

近藤 千恵子

104-0061 中央区銀座8丁目10番4号

03-3572-5555

植物プラセンタを利用した新商品開発及び機能性素材
の開発

17

27-287 飛天ジャパン株式会社

李 戦海

103-0016 中央区日本橋小網町9番3号

03-3668-6668

パスワード不要でセキュリティ性の高いクラウド型認証
システムの開発

18

27-288 株式会社アイカ

19

27-289 株式会社エル・スリー・ソリューション

樋口 恵一

105-0004 港区新橋3-22-１ 川崎第一ビル5F

03-5473-0151

物流センター向け「貨物積み降ろし受付予約システム」
の開発販売

20

27-290 株式会社オフィス313

坂元 修一

153-0061 目黒区中目黒2-1-23-313

03-6324-7744

和的内装と最新ＩＴを活用した療育型放課後等デイサー
ビスの開設

21

27-291

22

27-292 株式会社MAYA SYSTEM

23

27-293 株式会社ケーシートラスト

小池 佳嗣

24

27-294 株式会社シュウテック

金沢 秀一

133-0056 江戸川区南小岩7-32-13

090-3229-7927

ラーメン店＆ビールバルの二毛作業態による経営革新

25

27-295 株式会社創朋

樫原 富雄

101-0021 千代田区外神田6丁目6番1号

03-5812-2151

HDDの再利用・廃棄処理装置の開発と販売

26

27-296 株式会社メイプル・リンク

鈴木 富美子

113-0034 文京区湯島4-6-12 B-104

03-5840-6366

ノートを媒介とした介護情報のデータベース構築と共有
プラットフォームの提供

27

27-297 ソリューションプラス株式会社

秋葉 英樹

135-0064 江東区青海2-7-4 theSOHO1306

03-3527-7286

新規農業就業者に農業作業に関する情報交換を行なう
サイトを構築し、提供する。

28

27-298 株式会社クロスタウン

186-0004 国立市中1-9-18 NTC高橋ビル7F

042-574-1211

訪日外国人（台湾人）向けのお土産用（菓子類）の開発
と販路開拓

29

27-299 有限会社TBT

田畑 啓史

102-0074

03-5214-0278

和の伝統技術を取り入れたセミオーダードレスの製作
及び販売

30

27-300 株式会社アトランティス

赤見 和也

150-0002 渋谷区渋谷1-12-12-202

03-3409-4649

宝飾品を活用した革新的なネイル技術の開発・提供

31

27-301 有限会社しほまねき

尾城 光一

164-0014 中野区南台五丁目9番2号

32

27-302 日本建築構造センター株式会社

井口 哲朗

150-0043 渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス10F

33

27-303 株式会社ウインドジャマーズ

中澤 吉浩

183-0045 府中市美好町一丁目7番地の2

34

27-304 株式会社アエルワールド

大森 健史

160-0022 新宿区新宿3-2-1 新宿三丁目ビル7F

03-5341-4622

多言語に対応した外国人向け留学・生活・起業のため
のサイト構築とサポートの提供

35

27-305 株式会社アットワールド

濵端 昌也

160-0022 新宿区新宿3-2-1 新宿三丁目ビル７F

03-5341-4620

日本人海外留学生の帰国後の就職支援システムの構
築と日本国内企業向け人材紹介事業の展開

36

27-306 株式会社JUUNAN

髙田 志郎

160-0022 新宿区新宿5-11-4 龍生堂ビル6F

03-6427-6387

37

27-307 株式会社コラスケイト

笠原 久美

155-0033 世田谷区代田6-27-17

03-3466-3476

38

27-308 株式会社トッカータ

田島 克実

204-0023 清瀬市竹丘三丁目20番3号

03-3363-1688

図書館音楽資料目録の共同利用システムの構築

39

27-309 株式会社ナラハラニット

楢原 守人

135-0004 江東区森下2丁目27-2

03-3631-2794

洋服の伸び・縮み・ヨレを激減させるスチームプレスによ
る新裁断事業

40

27-310 有限会社竜徳

尾関 由起子

186-0004 国立市中1丁目20番地の90

042-572-1321

インキュベーションサービスの提供も行う複合商業施設
の整備事業

新宿区新宿2丁目11－2 カーサヴェルデ
502号

新宿区新宿六丁目24番20号 Welship東新
宿9階

一般消費者向け建築金物の製造・販売

健康指導型トレーニングサービスの開発で事業拡大を
実現する。

千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル7
階

実用新案権取得の容器を活用した料理と容器販売の
新規事業展開
03-5456-1348

低コストアリーナを建設・運営し、その効率的コンセプト
を自治体等に提案する。
オ―トバイ専門搬送設備導入によるオートバイ搬送
サービスの新規事業展開

※本申請に係る承認は、新規事業の経営計画を承認するものであり、申請書に記載されている商品やサービスを東京都で承認するものではありません。
また、他企業及び一般個人に対して商取引を推薦するものではありません。
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41

27-311 新灯印刷株式会社

後尾 和男

162-0811 新宿区水道町2番地15号

03-3260-9261

出版物の入稿から印刷・活用までをトータルサポートす
る新しい出版サービス

42

27-312 株式会社クラウディア

林 えり子

106-0047 港区南麻布5-1-2

03-3443-8681

ネットショップ向け通販用動画制作と専用ショッピングサ
イトの運営

43

27-313 株式会社デジタル・コア

井上 仁

157-0073 世田谷区砧5丁目8-31 銀河M1

03-5727-1064

ネットワーク医療、分業医療を実現する新たなDICOM通
信システムの構築

44

27-314 クラレンス株式会社

髙 昌弘

03-6450-5888

東京産健康食材を用いた新商品による安心・安全・ヘ
ルシーの最先端を提案

45

27-315 かっこ株式会社

岩井 裕之

107-0051 港区元赤坂1-5-31 新井ビル4階

03-6447-4534

46

27-316 株式会社ハウスクリニック

田中 利治

192-0032 八王子市石川町2966-9

042-622-0128

47

27-317

48

27-318 株式会社TERADA．LENON

寺田 義明

194-0005 町田市南町田五丁目2番2号

042-795-1701

双方向講義支援システムのクラウド化の開発

※本申請に係る承認は、新規事業の経営計画を承認するものであり、申請書に記載されている商品やサービスを東京都で承認するものではありません。
また、他企業及び一般個人に対して商取引を推薦するものではありません。

