平成28年7月経営革新計画承認企業リスト
Ｎｏ

収受
番号

色付部分は企業非公開希望部分
登記上の所在地

企業名

代表者

電話番号

承認のテーマ

1

28-51 株式会社リトルハピネス

箕輪 喜彦

03-6450-7330

本格的なパンとワイン・ハム・ソーセージを同一店舗で
楽しめる店舗展開

2

28-52 井上 雅夫（屋号：MIコンサルティング） 井上 雅夫

184-0004

042-381-3465

実務系コンサルティングの展開による総合コンサルへ
の事業拡大

3

28-53 アトーテック株式会社

渡辺 正晴

120-0015 足立区足立一丁目5番5号

03-3840-5151

ナノ粒子製造装置の実用化

4

28-54 株式会社温故知新

松山 知樹

107-0061 港区北青山2-7-26 フジビル28-2階

03-6863-4809

人員の有効活用と評価制度の確立に特化した支援シ
ステムの開発

5

28-55 ミラージュ株式会社

芦田 麻有美

151-0053 渋谷区代々木2-38-11

03-6276-7117

安全に売買・レンタルできるフリマアプリの開発

6

28-56 合同会社ファニプロ

山川 拓也

167-0052

杉並区南荻窪4-29-10 田丸ビル306
号室

03-6454-2313

7

28-57 株式会社イグレックコーポレーション

横田 洋美

174-0041

板橋区舟渡3-13-17 グローリー吉田
401

050-3678-3308

様々な障がい者が利用できる自立サポート型福祉施
設の運営

8

28-58 アルファアーキテクト株式会社

岸 伴哉

150-0022

渋谷区恵比寿南一丁目24番2号
EBISU FORT 1F

03-6824-9356

高品質Made in Japan商品のECシステムによる海外展
開トータルサポート

9

28-59 有限会社ＵＧペット

吉武 雄史

157-0061 世田谷区北烏山1-32-3

10

28-60 株式会社システムクレール

高橋 淳司

101-0032

11

28-61 株式会社ウオールナット

齋藤 豊

190-0002 立川市幸町1-19-13

12

28-62 株式会社マグノリアカンパニー

管 さつき

151-0051

13

28-63 株式会社アートランド

林 文雄

116-0014 荒川区東日暮里2-7-1

03-3806-8846

錫合金製「中空構造の枡」の開発と販売

14

28-64 平成電子株式会社

125-0062 葛飾区青戸5-11-21

03-3690-0422

ＣＯＢを用いた明るい杖、Ｉｏｔを活用したスマート杖の開
発と販売

15

28-65 株式会社オーレックス

佐々木 健治

144-0056 大田区西六郷2-18-4

03-3735-4625

生産工程の自動化および検査工程の画像処理システ
ムの導入による経営革新。

16

28-66 株式会社タケトモ

伊藤 浩明

169-0075 新宿区高田馬場1-33-5 タケトモビル

03-3209-7231

医薬品の有効期限を伸ばすPTP包装材を生産して
ジェネリック市場へ販売する

17

28-67 キャップクラウド株式会社

萱沼 徹

150-0002 渋谷区渋谷一丁目8番3号

03-6824-1006

ビーコン端末とスマートフォンを組み合わせた打刻シス
テムの開発と提供

18

28-68 アース和ーズ株式会社

木村 雅俊

102-0082

千代田区一番町6番地 相模屋ビル7
階

03-4334-1375

ジャパンカルチャーを意識した和風家電製品を開発・
販売する

19

28-69 株式会社シリウス

亀井 隆平

110-0015

台東区東上野1丁目14番9号 中島ビ
ル3階

03-5817-4474

水を活用した次世代掃除機の開発と販売

20

28-70 株式会社関東テクニカルイールド

渡邊 裕司

116-0003 荒川区南千住5-9-6-1102号

03-3473-8572

給排水設備の常時自動監視点検システムと火災報知
器点検補助システムの開発・提供

21

28-71 株式会社銀杏

田中 栄作

136-0072 江東区大島2-15-3

03-3681-9962

冠婚葬祭等における「オーダーメイドそば会席」で新規
顧客拡大を図り新業態を創造する

22

28-72

23

28-73 株式会社アシストメイト

木村 秀和

174-0046 板橋区蓮根二丁目27番12号

03-5843-6450

ドイツ地域に向けたジャパン・ポップカルチャー制作通
信教育と無料アプリを開発し、提供する

24

28-74 株式会社ジェイエムエス

山本 博忠

140-0015 品川区西大井6-5-1

03-3778-2671

慢性閉塞肺疾患（COPD）診断・管理装置の開発と提
供

25

28-75 コスモピア株式会社

佐野 由子

151-0053 渋谷区代々木四丁目36番4号

03-5302-8377

インターネット環境下での新しい英語教育メソッドの構
築

26

28-76 株式会社リスコビジネス

木村 一彦

135-0053 江東区辰巳3-18-14

03-3522-6510

27

28-77 有限会社建進産業

大髙 政一

136-0075 江東区新砂1-11-5 ㈱ＩＨＩ敷地内

28

28-78 金井畜産株式会社

金井 一三

208-0031 武蔵村山市岸1-40-1

042-560-0022

29

28-79 山佐時計計器株式会社

加藤 研

152-8691 目黒区中央町一丁目5番7号

03-3792-4111

30

28-80 株式会社アーシャルデザイン

小園 翔太

151-0063 渋谷区富ヶ谷一丁目37番5号

03-5738-8013

アスリート人材に対し、限りなくミスマッチゼロに近い求
人メディア構築

31

28-81 ギガビジョン株式会社

南波 幸一

101-0054

03-5217-8990

映像教材提供型事業モデルから映像活用支援型事業
モデルへの転換

郵便番号

住 所

154-0004 世田谷区太子堂4-28-10
小金井市本町4-1-38-213 メルロー
ズスクエア武蔵小金井

千代田区岩本町3-9-17 スリーセブン
ビル4Ｆ

渋谷区千駄ヶ谷3-54-13 アーバン原
宿1Ｆ

千代田区神田錦町3-23 メットライフ
神田錦町ビル11F

044-931-4646
03-3851-3931

ソフトウェア開発コンビニエンスサービス

042-537-3838

ＩＯＴによる次世代型調査診断技術の確立と地方雇用
促進

03-5771-7785

建設発生土を「手間を省いて・早く・安く」蘇えらせる事
業の展開
自社ブランド豚を使った付加価値商品(ホルモン・味付
け肉加工)の開発とBtoC販売チャネルの開拓

※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。

