平成29年8月経営革新計画承認企業リスト
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番号

企業名

代表者

色付部分は企業非公開希望部分
登記上の所在地

郵便番号

住 所

電話番号

承認のテーマ

1

29-65 オオツキジュエリー株式会社

小野 誠

130-0014

墨田区亀沢一丁目11番5号 エステム
プラザ801

03-5688-5067

健康ジュエリーのポイントを安定・簡易移動できる独自
機構の開発

2

29-85 CWロジスティックス株式会社

吉岡 史好

103-0027

中央区日本橋二丁目13番10号 日本
橋サンライズビル2階

03-3510-1225

自社保有の超低温コンテナを活用した「貨物利用運送
業（NVOCC）」の事業化

3

29-86 株式会社JPキャリアコンサルティング

村上 吉幸

170-0014

豊島区池袋二丁目47番6号 第2オン
ダビル8F

03-3239-7442

介護業界に特化した外国人留学生の資格取得サポー
ト、人材紹介事業

4

29-87 株式会社メガ・テクノロジー

佐久間 拓也

160-0023

新宿区西新宿7丁目4番4号 武蔵ビ
ル4F

03-5989-1481

スマートフォン向けAI活用検索エンジンの開発及び販
売

5

29-88 株式会社好作

峯岸 良育

101-0047

千代田区内神田三丁目2番12号 大
我ビル5階

03-3253-5039

調査報告業務をワンストップ代行する「リサーチ・サ
ポート業務」の提供

6

29-89 株式会社イー・バード

香月 聡

150-0031

渋谷区桜丘町29番17号 さくらマン
ション501

03-3461-8111

タイに特化した、中小企業の海外進出の支援サービス

7

29-90 株式会社成和設計

中岡 道成

187-0042

小平市仲町571-2 ラリーマンション
303

042-313-8253

狭小地住宅に特化した「耐震＆ゼロエネルギー」リ
フォームの同時施工事業

8

29-91 株式会社ゴールドライン

瀬戸山 重光

145-0071 大田区田園調布二丁目11番11号

03-6438-1070

日本の映像作品・オシャレ文化を海外に発信するシス
テムの開発

9

29-92

10

29-93 株式会社コンベックス

美里 泰正

150-0002

03-5774-3181

スマホを活用した安価かつ効率的テレマーケティング
営業システム

11

29-94 株式会社ジェイ・エス

嶋田 武史

154-0011 世田谷区上馬四丁目2番5号

03-5432-6262

トップアスリート用レッグウォーマー商品の新規開発・
販売

12

29-95

13

29-96 株式会社MARUEIグループ

李 喜梅

101-0032 千代田区岩本町2丁目19番9号

03-3863-1205

消費者一人一人をサポートする美容健康食品の新興
国向け販売事業

14

29-97 株式会社アマテラスイノベーション

柏木 大

150-0041 渋谷区神南1丁目8-18

15

29-98 株式会社CZAR styled53

遠藤 康子

165-0025 中野区沼袋3-12-4-302

03-3389-5065

ビックデータを活用した、働く女性の為のビジネス
ファッションの情報提供サービス

16

29-99 株式会社セベル・ピコ

二宮 朝保

125-0062 葛飾区青戸一丁目8番2号

03-5654-9021

和楽器文化を児童（小学生・中学生）、インバウンド外
国人に伝える「現代風三味線」の開発・販売

17

29-100 株式会社エムズシステムズ

前沢 浩幸

131-0041 墨田区八広2丁目59番2号

03-5631-2285

軟性UV塗料及び無溶剤UV塗料対応コンパクト塗装装
置の開発・販売

18

29-101 アイブリ株式会社

橋井 芳高

105-0002

渋谷区渋谷2丁目5番3号 第二クレド
渋谷ビル4階

03-6427-7988

日記帳プラットフォームを構築し、旅行者（英語対応）
に旅アプリを提供する

19

29-102 ル・アンジェ株式会社

野口 正太郎

150-0036

渋谷区南平台町1番10号 いちご南平
台ビル6Ｆ

20

29-103 磯谷 一宏（屋号：赤坂見附磯谷歯科室） 磯谷 一宏

107-0052 港区赤坂3-21-17 ASK赤坂5F

21

29-104 有限会社ジェイシステム

佐野 淳一

183-0055 府中市府中町三丁目11番地の12

22

29-105 IBCパブリッシング株式会社

浦 晋亮

162-0804

03-3513-4511

学校・塾・予備校向け新英語教育コンテンツを開発し、
システム対応力の整備を行い販売する

23

29-106 永和紙器工業株式会社

穴穂 元伸

120-0023 足立区千住曙町13番5号

03-3882-6316

小ロットの斬新デザインパッケージの開発と特化型サ
イトの構築による経営革新

24

29-107 株式会社林パッキング工業

増田 誠

124-0002 葛飾区西亀有1-17-11

03-3603-4166

検査・計数・梱包一括機械化・簡略化によるダイバー
シティ

25

29-108 有限会社松蔵

寺尾 文利

166-0013 杉並区堀ノ内2-12-13

03-3311-8080

食品事業者と加工工場のWEBマッチングシステムの構
築

26

29-109 株式会社井上海苔店

井上 勝久

103-0024 中央区日本橋小舟町15-13

03-3663-3921

未利用海苔を活用した機能性調味料の開発製造販売

27

29-110 株式会社エナジービジョン

奥山 恭之

101-0032 千代田区岩本町1-9-3 池原ビル3階

03-5829-6424

田邊 顕能

港区赤坂二丁目14番13号 シャトレ赤
107-0052
坂202

03-6685-7779

28

29-111 ライフロボ株式会社

29

29-112 株式会社アイ.ピー.エー

30

29-113 アローサル・テクノロジー株式会社

佐藤 拓哉

107-0062

31

29-114 株式会社倉沢工務店

倉沢 健太郎

32

29-115 株式会社戦略参謀研究所

33
34

渋谷区渋谷二丁目15番1号 渋谷クロ
スタワー15F

新宿区中里町29番3号 菱秀神楽坂
ビル9F

広告連動型修善積立金管理システムの構築

107-0061 港区北青山3-10-7 三光ビル2階
港区南青山3丁目2-7 ブラック青山7
階

訪日外国人向けに食の安心安全を表示する飲食店向
けクラウドサービスの開発・提供
ドライバーの安全運転サポートツールの開発と販売

03-4400-1357

中小企業特化型AI搭載人員適正自動配置システムの
開発

120-0005 足立区綾瀬1-28-26

03-3602-8924

自然素材とエネルギー効率の両立を図った規格住宅
の開発・受注増

橋口 啓一

102-0083 千代田区麹町二丁目10番地3号

03-5922-3008

電子カタログ掲載プラットホームの提供

29-116 株式会社プラテック

大島 秀夫

105-0013 港区浜松町2-1-12

03-3437-1121

パレット洗浄機の製造部門内製化を機にモジュール化
による新生産方式に挑戦

29-117 株式会社ヤマサン精密

船山 芳寛

192-0154 八王子市下恩方町475番地

042-651-6240

新型工作機械導入による受注拡大体制の整備

※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。

