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■東京都が実施する「インキュベーション施設運営計画認定事業」は、民間事業者等による創業支援の取組
を後押しするため、創業支援施設の運営に係る事業計画のうち一定の基準を満たしたものを認定し、施設
の紹介等を行います。 
（注）認定を受けた事業者（施設）の運営行為を、東京都が保証したり、責任を負うものではありません。

■東京都中小企業振興公社（以下、公社）が実施する「インキュベーション施設整備・運営費補助事業」は、
都が認定した事業のうち優れた取組に対して、施設運営のレベルアップに必要な整備・改修及び運営に関
する経費の一部の補助を行います。

認定事業及び補助事業は、申請後、同時並行で審査を実施します。
※認定を受けることができなかった場合、公社の補助金が交付決定されることはありません。　

■東京都ＨＰで紹介 ■交流会への参加 ■補助金の申請 ■創業助成金の申請

東京都ＨＰの「東京
都創業 NET」で認定
施設を紹介します。

認定事業者等の交流
会（勉強会）に参加
できます。

公社の「インキュベ
ーション施設整備・
運営費補助金」の申
請ができます。

認定を受けた施設に一定期間入居
し、事業内容に関する個別具体的支援
をインキュベーションマネージャー
から継続的に受けた方は、公社の「創
業助成金」の申請ができます。

1 事業の概要

2 事業認定取得の主なメリット

3 審査の流れ
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認定区分 施設面の必須要件

一般向け
インキュベーション施設

○ 個別の貸事務室として供する部屋面積の合計が 50㎡以上有すること。ただし、個別の貸事務室１室当たりの面積は概ね５㎡以上とし、
概ね 10㎡以上の個別の貸事務室を 1室以上確保すること

○ 創業前又は創業５年未満の入居者が常時入居することを前提としていること
○ 関係法令を遵守した施設であること

女性向け
インキュベーション施設

○ オフィススペース (個別の貸会議室、コワーキングスペース、ブース席、会議室、イベントスペース等 )として供する面積の合計が
50㎡以上であること （※個別の貸事務室の有無は問わない）

○ 子育て中の方でも利用できるように、託児スペース等を有すること
○ 主に女性又は子育て中の方で、創業前又は創業 5年未満の入居者が常時入居することを前提としていること
○ 女性と子育て中の方を主な対象としたインキュベーション施設であることを明示し、女性又は子育て中の起業家の積極的な利用に繋が
るよう努めること

○ 関係法令を遵守した施設であること

地域密着型 
小規模シェアオフィス

○ 身近な地域での起業を希望する高齢者や女性を対象とするなど、地域の実情に応じた創業支援を行う施設であって、創業前又は創業５
年未満の入居者が常時入居することを前提としていること

○ 空き家又は既存施設を活用し、概ね５人以上のワークスペースがあること（※個別の貸事務室の有無は問わない）
○ 関係法令を遵守した施設であること

認定区分 運営面の必須要件

共通

○ 申請者に創業支援の実績が１年以上あること　（※直近 1年間の、広く不特定多数の起業予定者等に対する創業支援実績であり、特定
の事業に限定した支援や連携・協力事業者への支援は創業支援実績には含みません。）

○ ＩＭ（インキュベーションマネージャー）の配置が具体的に計画されていること
○ 暴力団関係者の入居を排除していること
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■インキュベーション施設運営計画認定事業
申請資格

申請資格

補助対象期間

補助限度額

補助率

補助対象経費

認定区分及び必須要件

認定対象期間

■インキュベーション施設整備・運営費補助事業

① 会社、区市町村、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、大学、地方銀行、 
信用金庫、信用組合、特定非営利活動法人

② 都内にインキュベーション施設を有する、又は有する予定であること
③ 申請時点において、過去 1年以上、創業支援の実績を有すること
④ 創業支援に係る継続的かつ具体的な運営計画を有すること
⑤ 地域密着型小規模シェアオフィスの認定を受けようとする場合は、申請に係る事業計画について、
施設設置予定の区市町村による推薦を得ていること

「インキュベーション施設運営計画認定事業」に認定された事業のうち、優れた取組を行う 
事業者。ただし、大企業（みなし大企業を含む）は除く。

［ 整備・改修費 ］交付決定日から最長２年
［ 運 営 費 ］  整備・改修費の補助対象期間終了日の翌日から 1年以上最長 2年
※整備・改修費及び運営費に係る補助対象期間を通算して最長３年を上限とします。 
※自費工事の実施により、運営費のみが対象となる場合は、交付決定日から最長 2年

［ 整備・改修費 ］5,000万円（但し、区市町村は 4,000万円）
［ 運 営 費 ］  年毎 2,000万円（但し、区市町村は年毎 1,500万円）

３分の２以内（区市町村の場合：2分の 1以内）   
※ 多摩産材を使用して施設整備を行う場合及び多摩産材什器等を購入する場合は、当該部分につき４分の３以内

認定決定通知の日から８年を経過した日の属する年度の末日まで

整備・改修費
工事費 施設の整備・改修に係る工事費等
施工監理費 施設の整備・改修に係る施工監理費等
建物・施設取得費 建物・建物付属設備の購入に係る経費等
不動産賃借料 工事期間中に発生する不動産賃料等
備品費 施設の運営に必要なオフィス家具・用品等
広告費 施設を広報する上で必要な経費等

運営費
人件費 ＩＭ・スタッフ等に対する給与・賃金等
備品費 施設の運営に必要なオフィス家具・用品等
建物管理委託費 施設の管理に当たり必要な外部委託費用等
広告費 施設を広報する上で必要な経費等
専門家報酬 入居者向けに行うセミナー等の外部講師費用等
備品等賃借料 リース・レンタルに係る経費等

4 事業内容



施設の詳細については、直接各施設へお問い合わせください。
認定施設の概要については、東京都ホームページでも紹介しています。

     　-▶東京都創業 NET 　http://www.tokyo-sogyo-net.jp/incu_office/nintei

［平成 27年度認定］

一般向け施設（50音順）

施設名称 浅草ものづくり工房
事業者 台東区

所在地 台東区橋場 1-36-2（台東区立産業研修センター内）

アクセス 東京メトロ銀座線・東武線浅草駅から台東区循環バス「北めぐり
ん」⑦橋場老人福祉館西下車徒歩 3分

WEBサイト http://www.monokobo9.com

問合せ先 03-5246-1415 （台東区文化産業観光部産業振興課）

施設の特徴

皮革をはじめとする台東区内地場産業のものづくり分野を支え、業界の活性化に貢献していただける職人・クリ
エーター（個人や創業間もない法人）に対し、低額で事務室を提供するとともに、インキュベーションマネージ
ャーが、経営・マーケティング・営業等の各種相談対応や地場産業界とのネットワーク作り等を支援することに
より、ハード・ソフトの両面から支援をしています。

施設名称 アジアスタートアップオフィスMONO
事業者 後藤建築事務所株式会社

所在地 江東区青海 2-5-10 テレコムセンタービル東棟 14F

アクセス ゆりかもめテレコムセンター駅直結 、りんかい線東京テレポート
駅徒歩 15分 or 無料循環バス 3分（平日のみ）

WEBサイト https://mono.jpn.com/

問合せ先 03-6426-0955

施設の特徴

工作室等を備えた、モノづくり（IoTを含む）企業を軸としたインキュベーション施設です。低廉な費用で「創
業の場」を提供するとともに、経営相談等のソフト面での支援を行っており、本施設の近隣にある、国や都の技
術研究施設、中小企業支援施設と連携しながら事業を支援いたします。また、スタートアップ・エコシステムの
中心地、シンガポール Blk71にも拠点を持ち、海外への事業展開もサポートします。

施設名称 板橋区立企業活性化センター
事業者 板橋区

所在地 板橋区舟渡 1-13-10 アイ・タワー 2F

アクセス JR埼京線浮間舟渡駅下車徒歩 3分

WEBサイト https://www.itabashi-kigyou.jp/

問合せ先 03-5914-3145

施設の特徴

工業集積地である板橋区という好立地において、創業予定または創業間もない方に、登記可能なオフィスを廉価
で提供します（オフィス利用終了後も引き続き板橋区内で事業を行う意思のある方が対象）。また、インキュベ
ーションマネージャーが入居者に対し、創業相談から融資支援、経営改善までワンストップの支援を実施いたし
ます。
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施設名称 katanaオフィス汐留
事業者 株式会社あきない総合研究所

所在地 港区東新橋 2-10-10 東新橋ビル 2F

アクセス
JR・都営浅草線・銀座線新橋駅徒歩約 8分、JR浜松町駅徒歩約 9
分、都営大江戸線大門駅徒歩約 6分、都営三田線御成門駅徒歩約 6
分、都営大江戸線・ゆりかもめ線汐留駅徒歩約 5分

WEBサイト https://www.katana.bz/office/shiodome/

問合せ先 03-5777-0022

施設の特徴

起業創業支援に特化したレンタルオフィスです。スタートアップ時のオフィス賃料など固定費を軽減するため、
個室／ブースプラン（24時間 365日利用可能・会費制）、クラウドオフィスプラン（利用時間に応じた従量課
金制）など起業家のニーズに合わせた提案をしています。住所利用、電話番号、使いたい放題など充実したオプ
ション、会議室も併設しており、きめ細やかなサービスを提供しています。

施設名称 オフィス イイブリッジ
事業者 東洋美術印刷株式会社

所在地 千代田区飯田橋 4-7-4 飯田橋グランプラス 2F

アクセス JR飯田橋駅徒歩 3分、東京メトロ東西線飯田橋駅徒歩 2分、有楽
町線・南北線・都営大江戸線飯田橋駅徒歩 5分

WEBサイト https://ii-bridge.com/

問合せ先 03-6380-8055

施設の特徴
JR地下鉄合わせて５線の乗り入れる飯田橋駅から数分の好立地。事業主はデザイン制作から印刷加工を手掛け
る老舗印刷会社。クリエイターを中心に、ベンチャー企業や創業間もない方に快適なオフィスを提供するだけで
なく、インキュベーションマネージャーが入居者へのワンストップの経営支援等を実施します。

施設名称 杉並区創業支援施設　 
阿佐谷キック・オフ /オフィス

事業者 杉並区

所在地 杉並区阿佐谷南 1-47-17 阿佐谷地域区民センター 1F

アクセス JR中央線阿佐ヶ谷駅徒歩 2分

WEBサイト http://www.city .suginami.tokyo. jp/guide/shigoto/
sougyou/1005229.html

問合せ先 03-5347-9077 （杉並区産業振興センター就労・経営支援係）

施設の特徴

自治体設置の創業支援施設として都内でも先鞭となり、平成 14年度に開設後、40以上の卒業企業を輩出。施
設利用期間終了後も杉並区において引き続き事業を行う意思のある方を対象に、事業立ち上げの困難な時期に事
務所を低廉な料金で提供します。入居期間中は、専門相談員（中小企業診断士）によるきめ細かな相談・アドバ
イスの実施により、開始初期の事業基盤の確立を支援します。

施設名称 台東デザイナーズビレッジ
事業者 台東区 （台東区文化産業観光部産業振興課）

所在地 台東区小島 2-9-10

アクセス つくばエクスプレス・都営地下鉄大江戸線新御徒町駅徒歩 1分

WEBサイト http://www.designers-village.com

問合せ先 03-5246-1143

施設の特徴

ファッション・デザイン関連の創業支援施設です。自分のブランドを創り、大きく育てていきたいという夢を持
つ新進デザイナーに、事務所スペースや共用施設を提供し、ファッションビジネスへの成長を支援する施設で
す。インキュベーションマネージャー（通称：村長）と台東区が連携を取りながら、産業界とのネットワーク、
ビジネスノウハウ等のサポートを提供します。 
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施設名称 DMM.make AKIBA
事業者 株式会社 DMM.com

所在地 千代田区神田練塀町 3 富士ソフト秋葉原ビル 10F～ 12F

アクセス JR線・つくばエクスプレス線秋葉原駅徒歩 2分、東京メトロ日比
谷線秋葉原駅徒歩 4分

WEBサイト https://akiba.dmm-make.com

問合せ先 https://akiba.dmm-make.com/form/media/index

施設の特徴

アイディアを、自分の手で “確かなカタチ ”に。DMM.make AKIBAは、シェアオフィスやイベントスペースな
どビジネスの拠点として利用できる「DMM.make AKIBA Base」、ハードウェア開発に必要な最新の機材を取り
揃えた「DMM.make AKIBA Studio」（いずれも 24時間利用可能）で構成された、ハードウェア開発をトータ
ルでサポートする総合型のモノづくり施設です。 

施設名称 匠ソホラ赤坂
事業者 株式会社アイエスエフネット

所在地 港区赤坂 3-21-3 牧野ビル 2F

アクセス 東京メトロ銀座線・丸の内線赤坂見附駅徒歩 1分

WEBサイト http://sohora.jp/akasaka/

問合せ先 03-6459-1810

施設の特徴
東京メトロ銀座線・丸の内線「赤坂見附駅」から徒歩 1分という好立地。地域最安値の料金で、無線 LAN、電
源、快適な椅子・机を完備したスペースを提供します。4～ 10名用の少人数向けレンタルオフィスと、お一人
でも複数人でも利用可能なシェアスペースから構成されており、営業時間中はスタッフが常駐しています。

施設名称 ネスト赤羽
事業者 北区

所在地 北区赤羽 1-59-9

アクセス JR京浜東北線・高崎線・宇都宮線・湘南新宿ライン・埼京線赤羽
駅徒歩 7分、東京メトロ南北線赤羽岩淵駅徒歩 2分

WEBサイト http://www.nest-akabane.com/

問合せ先 03-3598-0571

施設の特徴

北区で熱意ある起業家、起業を志す方を支援しています。これまで 10年以上の施設運営の中で、100社以上が
利用し、地域での事業者間ネットワークもできています。施設利用終了後も引き続き北区内で事業を行う意思の
ある方を対象に、廉価でオフィスを提供するとともに、インキュベーションマネージャーによる相談対応や融資
相談・勉強会（毎月１回）を実施しています。

施設名称 パシオン TOKYO
事業者 特定非営利活動法人 男女共同参画おおた

所在地 大田区大森北 2-3-15 第 15下川ビル 4F

アクセス JR京浜東北線大森駅徒歩 5分

WEBサイト http://passion-tokyo.com/

問合せ先 03-6423-1840

施設の特徴

「未来を築く女性たちが前向きに歩み続ける環境をつくる」をミッションに、実績のあるインキュベーションマ
ネージャーが寄り添いながら、女性を中心に起業したいという方をサポートします。起業塾や創業スクール、交
流会等を通して、起業に向けて基礎から学ぶことができます。オープンから 1年で 4人が起業し、起業家が起
業家を支える仕組みづくりも行っている施設です。

5



施設名称 FARO青山
事業者 株式会社スモールトーキョー

所在地 港区南青山 2-15-5 地下 1F～ 2F

アクセス 東京メトロ銀座線外苑前駅徒歩 5分、都営大江戸線・東京メトロ半
蔵門線青山一丁目駅徒歩 6分

WEBサイト http://faroaoyama.com/office/index.html

問合せ先 03-5772-3653 （FARO運営事務局）

施設の特徴

“楽しく・豊かに働く ” ことをカタチにした南青山のシェアオフィスです。法人登記等が可能なバーチャルオフィ
ス、一人用の専有デスクや共有のフリーデスク、10名程度まで利用可能な完全個室のスモールオフィスのほか、
セミナーやワークショップ等多目的に使えるスタジオを備え、ビジネスの成長に合わせ多様なニーズで利用でき
ます。 

施設名称 bizcube
事業者 シャルム商事株式会社

所在地 中央区銀座 5-6-12 みゆきビル 6F～ 7F

アクセス 東京メトロ銀座線・日比谷線・丸の内線銀座駅徒歩 1分、JR山手
線・京浜東北線有楽町駅徒歩 7分

WEBサイト https://www.bizcube.jp/

問合せ先 03-6255-6400

施設の特徴

銀座から徒歩１分の好立地。専用個室、シェアオフィス、バーチャルオフィスサービスを併設しています。お一
人で起業した方が業務に専念できるよう、受付から電話対応まで bizcubeの秘書がきめ細かくサポートしてお
り、利用者がお客様を安心してお呼び頂けるような施設です。会社設立サポート等の支援メニューも用意してい
ます。

施設名称 ベンチャーステージ上野
事業者 メトロ設計株式会社

所在地 台東区下谷 1-11-15 ソレイユ入谷ビル

アクセス 東京メトロ日比谷線入谷駅徒歩 1分、JR山手線鶯谷駅徒歩 6分

WEBサイト http://www.incubation-center.com/center/ueno/

問合せ先 03-5827-3011

施設の特徴

下町情緒あふれる入谷に立地し、駅も近く交通の便は最高です。MBA・弁護士・公認会計士などプロフェッシ
ョナル人材とそのネットワークを活用し、創業スクールや交流会の開催などソフト面のサービスメニューも充
実しています。同じビル内でクリエイターを対象としたシェアアトリエ rebootと、イベントスペース SOOO 
dramatic！も運営しており、様々な方々との交流機会も多数提供しています。

施設名称 三鷹市 SOHOパイロットオフィス
事業者 株式会社まちづくり三鷹

所在地 三鷹市下連雀 3-27-1 三協ビル 2F～ 3F

アクセス JR中央線三鷹駅徒歩 1分

WEBサイト https://www.mitaka.ne.jp/business/pilotoffice/gaiyo.html

問合せ先 0422-70-6280

施設の特徴

三鷹駅前から１分の好立地であり、平成 10年に設立された自治体として全国初のＳＯＨＯ支援施設です。ブー
スから最大 26㎡のユニットを備え、様々な業務や事業規模に対応可能です。企業経営者、金融機関、士業の方々
等の幅広いネットワークを活用し、創業に必要なノウハウをアドバイスするほか、セミナーや人的ネットワーク
づくりのイベント、融資や助成金の情報提供等も随時実施しています。
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施設名称 一番町インキュベーションセンター
事業者 ブレイクポイント株式会社

所在地 千代田区一番町 6 相模屋本社７F

アクセス 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅徒歩 1分、東京メトロ有楽町線麹町駅
徒歩 7分

WEBサイト http://www.incubation-center.com/center/ichibancho/

問合せ先 03-5210-3213

施設の特徴

起業支援・スタートアップ支援・ベンチャー企業の成長支援までをトータルサポートするインキュベーション施
設です。アクセス便利な千代田区一番町に立地し、オフィス、コワーキングスペースの提供のほか、プレ・イン
キュベーション・プログラムも実施しています。起業家教育、独立の仕方、起業相談、会社設立支援、ビジネス
プラン作成支援、資金調達支援、事業開発支援まで一貫したサポートを行います。 

施設名称 あかつき
事業者 足立成和信用金庫

所在地 足立区千住旭町 11-7 2F～ 5F

アクセス JR常磐線・東京メトロ千代田線・日比谷線・東武伊勢崎線（東武
スカイツリーライン）・つくばエクスプレス北千住駅徒歩３分

WEBサイト http://www.adachiseiwa.co.jp/

問合せ先 03-3882-3246

施設の特徴

北千住駅から徒歩３分、活気あふれる商店街に面した好立地であり、平成 29年竣工の新しい施設です。足立区
や東京電機大学等の諸団体と連携し、創業者の悩みや課題を解決するお手伝いをします。入居期間中は、創業指
導員による月１回の面接の他、個別相談等により事業活動をサポートするほか、「創業見守りサービス」にて創
業後のサポートも行っています。 

施設名称 katanaオフィス渋谷
事業者 株式会社あきない総合研究所

所在地 渋谷区渋谷 3-5-16 渋谷三丁目スクエアビル 2F

アクセス JR山手線・埼京線・東急東横線・東京メトロ銀座線渋谷駅徒歩 5分

WEBサイト https://www.katana.bz/office/shibuya/

問合せ先 03-3409-1705

施設の特徴

起業創業支援に特化したレンタルオフィスです。スタートアップ時のオフィス賃料など固定費を軽減するため、
個室／ブースプラン（24時間 365日利用可能・会費制）、クラウドオフィスプラン（利用時間に応じた従量課
金制）など起業家のニーズに合わせた提案をしています。住所利用、電話番号、使いたい放題など充実したオプ
ション、会議室も併設しており、きめ細やかなサービスを提供しています。

施設名称 葛飾区新小岩創業支援施設
事業者 葛飾区

所在地 葛飾区新小岩 3-25-1

アクセス JR総武線新小岩駅徒歩 10分

WEBサイト http://sogyokatsushika.com/

問合せ先 03-3838-5554 （葛飾区産業観光部産業経済課経済企画係）

施設の特徴
旧葛飾区立松南小学校を活用した創業支援施設であり、葛飾区内産業の活性化に寄与する創業を目指す方及び創
業後 5年未満の方を対象に、事業拠点を提供しています。東京商工会議所葛飾支部、金融機関、中小企業診断士、
社会保険労務士等と連携し、地域の創業支援基地として、創業希望者に対する支援の強化を目指しています。 

［平成 28年度認定］
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施設名称 CASE Shinjuku
事業者 株式会社まちづくり高田馬場

所在地 新宿区高田馬場 1-28-10 三慶ビル 4F

アクセス JR山手線・東西線・西武新宿線高田馬場駅徒歩 1分

WEBサイト https://case-shinjuku.com/

問合せ先 03-6302-1515 

施設の特徴

コワーキングスペース、シェアオフィス、個室を併設する約 160坪の施設。独立・起業を目指す方から、4～
5人までのチームで事業拡大を志すスタートアップやベンチャーの方々に最適なワークスペースです。フリーラ
ンスからスタートアップまで幅広いメンバーが利用中であり、相互に経験・スキル・知見等をシェアできる環境
づくりに取り組んでいます。メンター・専門家相談や各種イベントも実施しています。

施設名称 Garage Sumida
事業者 株式会社浜野製作所

所在地 墨田区八広 4-36-21

アクセス 京成電鉄押上線八広駅徒歩 8分

WEBサイト http://www.garage-sumida.jp/

問合せ先 03-5631-9111

施設の特徴

開発・設計から試作・量産・組立・メインテナンスまで、経験豊富なエンジニア・職人自らがご要望に応じて、
ものづくりのトータルサポートを行います。また、提携している外部専門家により事業化に向けた経営支援や投
資機会の提供など、ソフト面でのサポートにも注力しています。その他、様々な業界業種を交えたベンチャーピ
ッチ等、入居者間や外部異能人材との交流を生み出すイベントも開催しています。 

施設名称 Nagatacho GRID
事業者 株式会社ガイアックス

所在地 千代田区平河町 2-5-3

アクセス
東京メトロ半蔵門線・南北線・有楽町線永田町駅徒歩 2分、東京
メトロ銀座線・丸ノ内線赤坂見附駅徒歩 5分、東京メトロ銀座線・
丸ノ内線麹町駅徒歩 7分

WEBサイト https://grid.tokyo.jp

問合せ先 03-5759-0300

施設の特徴

ビルの地下 1階～ 6階の 7フロア全てが当施設であり、フリーランスや少数で活動している方から、10-40人
程度の会社やプロジェクトチームまで家具付きですぐに入居できるよう、様々なプランを用意しています。本施
設が、人と人がつながりビジョンや活動を共有するコミュニティとなることを目指し、社会の課題を改善しより
良い未来へと変えていくサービスやアイデアを生み出すメンバーを募集しています。

施設名称 箱崎インキュベーションセンター
事業者 ブレイクポイント株式会社

所在地 中央区日本橋箱崎町 1-2 FtFビル 2F

アクセス 東京メトロ東西線・日比谷線茅場町駅徒歩 3分、東京メトロ半蔵門
線水天宮前駅徒歩 4分

WEBサイト http://www.incubation-center.com/center/hakozaki/

問合せ先 03-3660-5865

施設の特徴

起業支援・スタートアップ支援・ベンチャー企業の成長支援までをトータルサポートするインキュベーション
施設です。実績豊富なインキュベーションマネージャーによる、創業からＩＰＯ（株式上場）前後までの一貫
した経営支援サービスを提供しています。特に最近は、ＩＴ、コンテンツ関連事業の支援に注力し「Tokyo XR 
Startupsインキュベーションプログラム」の拠点として各種イベントを行っています。
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施設名称 PO-TO （ポート）
事業者 株式会社タウンキッチン

所在地 小金井市梶野町 1-2-36

アクセス JR中央線東小金井駅徒歩 5分

WEBサイト http://www.po-to.jp/

問合せ先 0422-30-5800

施設の特徴

PO-TOは、JR中央線高架下の道路に面してドアが連なり、店舗、工房、ショールームを併設できる新しいシェ
アオフィスです。Room（個室）は道路から直接出入りできる空間が全部で 18部屋、Desk（専用机）は大きめ
の机、椅子に加え、棚やロッカーを備えています。隣り合う部屋をつなげることで、創業者、小商い、ベンチャ
ー企業など、地域で利用者同士のコラボレーションを生み出すことを目指します。

施設名称 FARO神楽坂
事業者 株式会社スモールトーキョー

所在地 新宿区袋町 5-1

アクセス
都営大江戸線牛込神楽坂駅徒歩 3分、東京メトロ東西線神楽坂駅徒
歩 6分、JR中央・総武線・都営大江戸線・東京メトロ南北線・東
西線・有楽町線飯田橋駅徒歩 8分

WEBサイト http://faroaoyama.com/kagurazaka/index.html

問合せ先 03-5772-3653（FARO運営事務局）

施設の特徴

“楽しく・豊かに働く ” ことをカタチにした神楽坂のシェアオフィスです。法人登記等が可能なバーチャルオフ
ィス、オープンスペースのお好きな席で気軽に仕事ができるフリーアドレス、1～ 2名用の専有デスクであるパ
ーソナルブース、20名程度までご利用いただける完全個室のスモールオフィスのほか、ギャラリースペース等
を備え、ビジネスの成長に合わせ多様なニーズで利用できます。

施設名称 四谷ビジネスラウンジ
事業者 株式会社 CCP Consulting

所在地 千代田区麹町 6-2-6 ユニ麹町ビル 4F～ 5F

アクセス JR中央線・総武線四ツ谷駅徒歩 2分、東京メトロ丸の内線・南北
線四ツ谷駅徒歩 4分、東京メトロ有楽町線・南北線麹町駅徒歩 8分

WEBサイト http://www.y-bl.com/

問合せ先 03-4590-0605

施設の特徴

夢・志のある経営者の出会い、学びの場として、共に成長発展していくオフィスです。住所登記と郵便物転送を
行うバーチャル・シェアオフィス、専用の部屋が 24時間利用可能な個室オフィスのほか、セミナールーム・会
議室・フリースペースを備えています。また、経営相談、各種セミナー、異業種交流会への紹介、ビジネスマッ
チングの実施等、ソフト面でのサポートも行っています。 
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施設名称 銀座アントレサロン
事業者 銀座セカンドライフ株式会社

所在地 中央区銀座 7-13-5 ＮＲＥＧ銀座ビル 1F

アクセス
東京メトロ日比谷線・都営浅草線東銀座駅徒歩 4分、東京メトロ銀
座線銀座駅徒歩 6分、東京メトロ銀座線・都営浅草線新橋駅徒歩 7
分、ＪＲ新橋駅徒歩 8分 

WEBサイト https://entre-salon.com/

問合せ先 0120-08-4105

施設の特徴

初期費用無料、月額 3,800円（税抜）～の銀座セカンドライフ㈱が運営する会員制のレンタルオフィスです。１
拠点を契約すると 7拠点１1店舗のアントレサロンをすべて利用できます。起業前後の方に向けて、起業をワン
ストップでサポートするため、起業相談、事務サポート、セミナー、銀座アントレ交流会などを実施しており、
利用者同士の交流やビジネスマッチングも盛んです。

施設名称 （仮称） 「日暮里地域活性化施設」内
創業支援施設

事業者 荒川区

所在地 荒川区東日暮里 6-17-6

アクセス JR山手線・京浜東北線・常磐線・上野東京ライン・京成本線・成
田スカイライン線・日暮里・舎人ライナー日暮里駅から徒歩 8分

WEBサイト -

問合せ先 03-3802-4683（荒川区産業経済部経営支援課産業活性化係）

施設の特徴

日暮里繊維街のほぼ中央に位置する、ファッション関係の若手クリエイターの支援を目的としたインキュベーシ
ョン施設であり、アトリエ（個室）５室のほか、共同利用工房も設置予定です。インキュベーションマネージャ
ーが、入居者様への起業や経営、ファッション関連ビジネスについての支援を行います。また、セミナーや制度
融資・補助金、専門家アドバイス等の荒川区の支援メニューも活用できます。 

施設名称 センターオブガレージ
事業者 株式会社グローカリンク

所在地 墨田区横川 1-16－ 3

アクセス 都営浅草線本所吾妻橋駅徒歩 10分

WEBサイト https://glocalink.com/

問合せ先 03-5227-4198

施設の特徴

センターオブガレージは、ベンチャーインキュベーションを行う㈱グローカリンクと世界中のものづくりに関する課
題を解決する町工場集団「スーパーファクトリーグループ」をプロデュースする㈱リバネスが運営する、日本最大級
のものづくりベンチャーに特化したインキュベーション施設です。そこに、事業会社がパートナーとして参加し、も
のづくりの新規事業に情熱を持つ人材を送り込むことで、世界と戦える新規事業を創出することを目指しています。

施設名称 城南信用金庫創業支援施設 J-Create＋

事業者 城南信用金庫

所在地 大田区西蒲田 6-32-11

アクセス 東急池上線蓮沼駅徒歩 2分、JR京浜東北線蒲田駅徒歩 10分

WEBサイト https://j-createplus.jp/

問合せ先 03-3493-8148

施設の特徴

城南信用金庫蓮沼支店の 3階に開設する創業支援施設であり、金融機関の営業店内にあるという信用や安心感、
仕事に集中できる快適なスペースを提供することで、幅広いステージの創業者を支援します。「城南なんでも相
談プラザ」及び営業店がＩＭとともに、創業前の事業計画の段階から創業後まで、相談や問題の解決に対して支
援できる態勢を整備し、創業者の課題解決に取り組みます。

［平成 29年度認定］

※平成 32年度中開設予定
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施設名称 ビジネスエアポート青山
事業者 東急不動産株式会社

所在地 港区南青山 3-1-3 スプライン青山東急ビル 6F

アクセス 東京メトロ銀座線外苑前駅徒歩 3分

WEBサイト https://business-airport.net/shop/aoyama/?utm_source=tokyoincunintei

問合せ先 0120-172-109

施設の特徴

都心の駅から至近の好立地で、創業・起業家・中小企業の方に大企業並の快適かつハイグレードなオフィス空間
と、ニーズに応えた質の高い付加サービスを提供しています。国際空港のビジネスラウンジをモチーフとして、
シェアワークプレイス（共有ラウンジ）、サービスオフィス（個室）、ミーティングスペース（会議室）から構成
されており、利用者のビジネスの成功・飛躍のため、様々なサポートを行っています。

施設名称 ビジネスエアポート品川
事業者 東急不動産株式会社

所在地 港区港南 2-16-2 太陽生命品川ビル 28F

アクセス JR品川駅徒歩 3分

WEBサイト https://business-airport.net/shop/shinagawa/?utm_source=tokyoincunintei

問合せ先 0120-138-109

施設の特徴

都心の駅から至近の好立地で、創業・起業家・中小企業の方に大企業並の快適かつハイグレードなオフィス空間
と、ニーズに応えた質の高い付加サービスを提供しています。国際空港のビジネスラウンジをモチーフとして、
シェアワークプレイス（共有ラウンジ）、サービスオフィス（個室）、ミーティングスペース（会議室）から構成
されており、利用者のビジネスの成功・飛躍のため、様々なサポートを行っています。

施設名称 ビジネスエアポート東京
事業者 東急不動産株式会社

所在地 千代田区丸の内 1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー 3階

アクセス 東京メトロ・都営地下鉄大手町駅直結、JR東京駅徒歩 7分

WEBサイト http://business-airport.net/shop/tokyo/?utm_source=tokyoincunintei

問合せ先 0120-472-109

施設の特徴

都心の駅から至近の好立地で、創業・起業家・中小企業の方に大企業並の快適かつハイグレードなオフィス空間
と、ニーズに応えた質の高い付加サービスを提供しています。国際空港のビジネスラウンジをモチーフとして、
シェアワークプレイス（共有ラウンジ）、サービスオフィス（個室）、ミーティングスペース（会議室）から構成
されており、利用者のビジネスの成功・飛躍のため、様々なサポートを行っています。

施設名称 ビジネスエアポート丸の内
事業者 東急不動産株式会社

所在地 千代田区丸の内 2-2-1 岸本ビルヂング 6F

アクセス 東京メトロ千代田線二重橋前駅徒歩 2分、JR東京駅徒歩 5分

WEBサイト https://business-airport.net/shop/marunouchi/?utm_source=tokyoincunintei

問合せ先 0120-584-109

施設の特徴

都心の駅から至近の好立地で、創業・起業家・中小企業の方に大企業並の快適かつハイグレードなオフィス空間
と、ニーズに応えた質の高い付加サービスを提供しています。国際空港のビジネスラウンジをモチーフとして、
シェアワークプレイス（共有ラウンジ）、サービスオフィス（個室）、ミーティングスペース（会議室）から構成
されており、利用者のビジネスの成功・飛躍のため、様々なサポートを行っています。
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施設名称 ビジネスエアポート六本木
事業者 東急不動産株式会社

所在地 港区六本木 7-8-6 AXALL ROPPONGI 6F～ 7F

アクセス 都営大江戸線六本木駅徒歩 1分

WEBサイト https://business-airport.net/shop/roppongi/?utm_source=tokyoincunintei

問合せ先 0120-063-109

施設の特徴

平成 29年 12月に新規オープン。創業・起業家・中小企業の方に大企業並の快適かつハイグレードなオフィス
空間と、ニーズに応えた質の高い付加サービスを提供しています。国際空港のビジネスラウンジをモチーフとし
て、シェアワークプレイス（共有ラウンジ）、サービスオフィス（個室）、ミーティングスペース（会議室）から
構成されており、利用者のビジネスの成功・飛躍のため様々なサポートを行っています。
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施設名称 コワーキング CoCoプレイス
事業者 株式会社キャリア・マム

所在地 多摩市落合 1-46-1 ココリア多摩センター 7F

アクセス 京王相模原線・小田急線・多摩都市モノレール線多摩センター駅徒
歩 5分

WEBサイト http://www.c-mam.co.jp/cocoplace/

問合せ先 042-389-0220

施設の特徴

コワーキングスペースに託児所（認可外保育施設）（0～ 6歳児対象）を併設しており、「子育てをしながらで
も、自分らしく働きたい」という思いから生まれた施設です。お子様のいる方は仕事スペース隣りの託児所に子
どもを預け、安心して仕事に集中することができます。先輩女性起業家や各方面の専門家がこれまで培ったノウ
ハウを生かしてバックアップするとともに、営業サポート、資金相談等、ビジネスを成長させる企業や金融機関
と連携して仕事のステップアップを支援します。

施設名称 Cs TACHIKAWA
事業者 株式会社シーズプレイス

所在地 立川市錦町 1-4-4 サニービル 2F

アクセス JR中央線立川駅徒歩 5分

WEBサイト http://csplace.com/

問合せ先 042-512-9958

施設の特徴

コワーキングスペースに企業主導型保育施設（認可外保育施設）（0～ 5歳児対象）を併設しており、子育て中
の女性が子どもを預け、安心して仕事ができる環境を整えています。お子様を預けることができるため、レンタ
ルスペースで託児付きの講座を開催することも可能です。また、インキュベーションマネージャーによる個別相
談や交流会、専門家のコンサルティングや女性向け創業塾・セミナー等を開催し、女性起業家支援も行っていま
す。

［平成 29年度認定］

女性向け施設（50音順）

同法人が運営する「おしごとカフェ キャリア・マム」

施設名称 マフィス北参道
事業者 オクシイ株式会社

所在地 渋谷区千駄ヶ谷 3-15-3

アクセス 東京メトロ副都心線北参道駅徒歩３分

WEBサイト https://www.maffice.com/

問合せ先 03-6431-0941

施設の特徴

ママの「はたらく」を応援する保育サービス付きシェアオフィスです（企業主導型保育施設・認可外保育施設）
（0歳～ 2歳児対象）。2Fにオフィス、3Fに保育施設を併設し、子どもの成長に寄り添いながらもプロフェッシ
ョナルとして活躍できる環境を整えています。育休がなく、すぐに復帰する必要がある起業家・フリーランス
の方、フルタイムではなくとも定期的に保育の利用ニーズがある方、会社員等で保育園が見つからない方など、
様々な働き方を実践しながら子育てと仕事を両立したい方を支援する施設です。

※平成 30年度中開設予定
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施設名称 RYOZAN PARK 大塚
事業者 東邦建材工業株式会社

所在地 豊島区南大塚 3-36-7 南大塚 T＆ Tビル 5F～ 7F

アクセス JR山手線大塚駅徒歩 3分

WEBサイト https://www.ryozanpark.com/jp-otsuka

問合せ先 070-5014-2617

施設の特徴

単なる仕事場ではなく、気概を持った人たちが集い、ビジネスや文化や友情をシェアし、世界に打って出て新
しい時代を切り拓く拠点として施設を活用いただけるよう支援を行っています。個室、コワーキングスペース、
会議室のほか、キッチンや和室とともに、保育士が子どもを見守る中で子どもと一緒に仕事ができる「RYOZAN 
PARK PRESCHOOL」（認可外保育施設）（1～ 3歳児対象）も備えています。インキュベーションマネージャー
の支援とともに、利用者同士でのネットワーク構築も盛んです。
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インキュベーション施設
運営計画認定事業

インキュベーション施設
整備・運営費補助事業

事業案内

平成 30年 3月発行　登録番号 /(29)293

東京都 産業労働局 商工部 創業支援課 創業活性化担当
〒 163-8001　東京都新宿区西新宿二丁目 8番 1号　都庁第一本庁舎20階中央
【電話】 03-5320-4889　【FAX】 03-5388-1462
【ＨＰ】http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/sougyou/incu/

公益財団法人東京都中小企業振興公社 事業戦略部 創業支援課 創業助成係
〒 100-0005　東京都千代田区丸の内二丁目 1番 1号　明治安田生命ビル低層棟 2階
【電話】 03-5220-1142　【FAX】 03-5220-1144
【ＨＰ】http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/sogyo/sogyokassei/index.html

［ 問合せ先 ］

インキュベーション施設
運営計画認定事業

インキュベーション施設
整備・運営費補助事業


