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第１章㻌 東京都における経営革新計画㻌
１㻌 経営革新計画の概要㻌
㻔㻝㻕 経営革新計画とは
経営革新計画とは、中小企業等経営強化法に基づくもので、中小企業が「新事業活
動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計
画書です。㻌
経営革新計画は、「新事業」の実施を通じて経営の向上に努力する中小企業を応援す
る施策です。㻌

㻔㻞㻕 経営革新計画を作成する意義
経営革新計画は、現状から将来のあるべき姿に到達するための「道しるべ」となるもの
です。計画策定を通して、現状の課題や目標、目標達成への道筋が明確になるなどの効
果が期待できます。㻌
承認企業からは、「企業の新たな目標作りのきっかけとなった」、「後継者として、会社
の実情が把握し、目標を持つことができた。新規事業に取り組む姿勢を社員や取引先に
伝えることができた」などの声が寄せられています。㻌
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㻔㻟㻕㻌 経営革新計画の要件㻌
経営革新計画は、既存事業とは異なる「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の
向上」を達成する内容である必要があります。㻌

㻌
㻌
㻌
㻔㻠㻕㻌 経営革新計画の審査のポイント㻌
㻌

㻌

㻌
㻌
㻌
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㻔㻡㻕㻌 経営革新計画の承認企業への主な支援施策㻌
経営革新計画を承認された企業には、次のような施策が用意されています。㻌
㻌
○各種支援機関の施策㻌
・㻌 日本政策金融公庫による低利融資制度㻌
・㻌 中小企業信用保険法の特例㻌

－新事業活動促進資金・新事業育成資金－㻌

－普通保証等の別枠設定－㻌

・㻌 海外展開事業者への支援制度㻌

－現地子会社の資金調達等－㻌

・㻌 中小企業投資育成株式会社法の特例（投資の特例）㻌
・㻌 特許関係料金（審査請求料、特許料）減免制度㻌 㻌 㻌 など㻌
㻌 ○㻌 東京都の関連施策㻌
㻌 㻌 㻌 ・㻌 実施フォローアップ支援、終了時フォローアップ支援（専門家派遣）㻌
㻌 㻌 㻌 ・㻌 東京都中小企業制度融資㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ※㻌 実施フォローアップ支援を受けることで、都制度融資の金利が優遇されます。㻌

㻌 㻌 㻌 ・㻌 東京都経営革新優秀賞（表彰制度）㻌
㻌 ○㻌 （公財）東京都中小企業振興公社の施策㻌
㻌 㻌 㻌 ・㻌 市場開拓助成事業㻌
㻌
㻌
㻌
※㻌 経営革新計画の承認は、各施策の利用を保証するものではありません。㻌
各施策を利用する場合には、承認とは別に、各施策実施機関の定めた審査があります。㻌
承認申請と並行して、各施策実施機関への相談をお勧めします。㻌
㻌
※㻌 各支援策は、令和２年３月時点での情報であり、実施の有無や支援内容等は変更となる㻌
場合があります。㻌

㻌
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㻔㻢㻕㻌 経営革新計画に係る承認申請の主な流れ㻌
○申請様式は、東京都産業労働局のホームページからダウンロードできます。

書類作成
まとめる過程が
大切です！
※４、12、２、３月は
15日まで
※休日の場合は前営業
日まで

20日まで

申請書の提出
申請書の修正

□
□
□
□

申請に必要な書類（法人の場合）
経営革新計画に係る承認申請書 ２部
直近２期分の確定申告書類一式
商業登記簿謄本（発行から３ヶ月以内のもの）
定款（原本証明したもの）

※申請要件や記入上の注意、必要書類など、
詳細は記載要領を参照してください

申請書の作成が完成したら、
下記４カ所のうち最寄りの受付機関にご提出ください。事前にお電話でご予約をお願いします。
○提出から完成までに、申請書を複数回修正いただくケースがほとんどですので、
初回はできるだけ月の初めにご提出ください。
○既存事業と新規事業の内容について伺いますので、役員の方が、申請窓口にお越しください。
初回は１～２時間程度、お時間をいただいております。

月末まで

申請書の完成
翌月20日頃

審査会

○月末までに完成した申請書を翌月の審査会で審査します。完成しなかった場合は、
翌々月以降の審査となりますので、ご了承ください。

○承認・不承認の審査を行います。内容に疑義がある場合などは、翌月に再審査となります。
○不承認は中小企業等経営強化法の要件に該当しないことを意味するもので、事業そのものを
否定するものではありません。

翌々月初旬

結果の通知

○書面にて承認・不承認をご連絡いたします。

㻌

㻌
㻔㻣㻕㻌 申請書受付・ご相談機関（お問い合わせ先）㻌

経営革新計画に関するご相談や申請書類の受付は、都内 㻠 か所の相談・受付窓口で
行っています。訪問によるご相談や申請書提出の際は、事前に電話予約㻌 が必要です。㻌

㻌
機関名・住所

電話

(公財)東京都中小企業振興公社 総合支援部 総合支援課
千代田区神田佐久間町1-9 （東京都産業労働局秋葉原庁舎5階）
主なアクセス：JR「秋葉原駅」から徒歩1分

㻜㻟㻙㻟㻞㻡㻝㻙㻣㻤㻤㻝

東京商工会議所 中小企業相談センター
千代田区丸の内3-2-2 （丸の内二重橋ビル5階）
主なアクセス：JR「有楽町駅」から徒歩5分、「東京駅」から徒歩10分

㻜㻟㻙㻟㻞㻤㻟㻙㻣㻣㻜㻜

東京都商工会連合会 経営革新室
昭島市東町3-6-1 （産業サポートスクエア・ＴＡＭＡ内）
主なアクセス：JR「西立川駅」から徒歩7分

㻜㻠㻞㻙㻡㻜㻜㻙㻟㻤㻤㻢
申請書の
ご提出

東京都 産業労働局 商工部 経営支援課
新宿区西新宿2-8-1 （都庁第一本庁舎20階北側）
主なアクセス：JR「新宿駅」から徒歩10分

制度全般
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㻜㻟㻙㻡㻟㻞㻜㻙㻠㻣㻤㻠
㻜㻟㻙㻡㻟㻞㻜㻙㻠㻣㻥㻝
㻜㻟㻙㻡㻟㻞㻜㻙㻠㻣㻥㻡

㻌

２㻌 東京都経営革新優秀賞の概要㻌 㻌
㻔㻝㻕㻌 東京都経営革新優秀賞とは㻌
㻌 東京都では、承認された経営革新計画に基づき、新事業に積極・果敢に取り組み、
顕著な経営向上を果たした企業等を「経営革新優秀賞」として表彰しています。㻌

㻌㻌
㻌 令和元年度の募集概要㻌 㻌

㻌
㻌 審査の方法と流れ㻌 㻌

㻌
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㻔㻞㻕 令和元年度受賞企業のご紹介
令和元年度は、最優秀賞 㻝 社、優秀賞 㻟 社、奨励賞 㻟 社を表彰しました。㻌
また、表彰式は、令和元年 㻝㻝 月 㻝㻠 日に、東京ビッグサイトで行われた「産業交流展
㻞㻜㻝㻥」のメインステージで実施しました。㻌

※ 受賞企業の紹介は次ページ以降をご覧ください。また、取組事例（詳細）を第 㻞 章に掲載しています。

6

≪㻌 受賞企業のご紹介㻌 ≫㻌

※「産業交流展 2019」出展ブースで掲出したものです。

7

※「産業交流展 2019」出展ブースで掲出したものです。

8

※「産業交流展 2019」出展ブースで掲出したものです。

9

※「産業交流展 2019」出展ブースで掲出したものです。

10

※「産業交流展 2019」出展ブースで掲出したものです。

11

※「産業交流展 2019」出展ブースで掲出したものです。

12

※「産業交流展 2019」出展ブースで掲出したものです。

13

≪㻌 表彰式の様子㻌 ≫㻌

≪㻌 副賞の「伝統工芸コラボレーションメダル」㻌 ≫㻌
東京の伝統工芸を組み合わせ、
新たな価値が生まれました！
「江戸切子」

切子とは、硝子の表面に金盤や砥石
を用いてさまざまな模様をカットする
技法で、菊、籠目などの伝統柄を
種々組み合わせた模様が独特です。

「東京銀器」

金属工芸の粋とも言うべき東京
銀器は、優雅で長持ちし、その上、
無害なため、器物、置物、装身具
等、日常生活の色々な分野で利
用されています。
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「東京くみひも」

地味の中にも、粋があり、
ワビ・サビといわれる渋好み
の色使いが特徴です。

「東京彫金」

鏨（たがね）一つで丹念に彫り、さ
まざまな模様を描きだし、さらに独
特の着色方法を用いて、精錬され
た味わいを持っています。

第２章㻌 経営革新計画承認企業の取組事例㻌
１．令和元年度㻌 東京都経営革新優秀賞受賞企業㻌
東京都では、承認された経営革新計画に基づき、新事業に積極・果敢に取り組み、顕著な経営向上を
果たした企業等を「経営革新優秀賞」として表彰しています。㻌
令和元年度の受賞企業に、計画策定のきっかけや事業成果、承認後に感じたことなどを取材しました。㻌

エスエスビジネスフォーム株式会社 ·······················

株式会社アルファＴＫＧ ································

株式会社ウオールナット··································

ル・アンジェ株式会社····································

北星鉛筆株式会社 ······································

株式会社ミラック光学 ···································

ロゴヴィスタ株式会社 ··································
（㻌 各賞内㻌 五十音順㻌 ）㻌 㻌

15

東京都経営革新優秀賞受賞企業
企業名
エスエスビジネスフォーム株式会社
（代表者：役職・氏名）（代表取締役 酒井 雅志）
所在地・ＴＥＬ

東京都荒川区東日暮里２丁目３８−８

エスエスビル

０３−３８０１−７８８１

経営革新計画テーマ 法人向け「高機能プリンター用紙」の開発及び、同商品のインターネッ
トを利用した販路方式導入による経営革新

業  種

オフセット印刷業 紙に対するもの 

創業年月

昭和４９年６月

資本金（万円）

１，０００万円

計画承認年月

平成２８年８月

計画期間

平成２７年９月

〜

令和元年８月

既存の事業内容（計画実施前）
当社は昭和  年（ 年） 月に、現代表者の父により「66 ビジネスコンサルティング」の名称
で創業、昭和  年（ 年） 月に「エスエスビジネスフォーム株式会社」として法人化した。
昭和  年（ 年） 月には荒川区町屋に工場を設立、印刷・製本機械設備を導入して会計伝票
の自社製造を開始以降、一貫して会計伝票、連続伝票、一般的伝票などの製造販売をしてきた。

計画策定のきっかけと苦労した点
 計画策定のきっかけ
平成に入ってから ,7 化、ペーパーレス化、プリンターの高機能化と低価格化などにより、当社の
主力製品の需要が激減し、当社も業績が悪化して累積損失を計上、一時は廃業も考えた。
従来の伝票製品は、顧客の独自仕様に基づく個別受注生産が主であった。それゆえ、下請け生産的
な受注となり、利益率も低く、また、取引先の景況により当社の業況にも影響が出る。
こうしたことから、下請け的業務から脱却すること、当社独自の商品開発と販路開拓をすることを
課題として、新規事業に乗り出すこととし、経営革新計画を策定することとなった。
 苦労した点
新製品は不特定多数ユーザーの多様な用途や使用法を想定し、それに耐えうる品質や仕様を工夫す
る必要があった。そのため社長が顧客に直接電話をして意見を聞き、ニーズ調査をして改良していっ
た。そして、たび重なる製品の開発や改良に合わせ、生産体制や品質チェック体制の修正・整備に力
を入れた。この結果、現在ではリピート率が ％以上にまでになっている。
商品開発は従来の技術により実現は比較的容易であるが、販路開拓についての集客・販売が課題で
ある。当時は販売サイト構築のための先行投資資金がなかったため、販売サイトの構築は、社長が自
ら、一から勉強して、自身で構築した。
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申請時の目標
高機能プリンター用紙の開発
当社の強みである伝票生産技術を活かし、現在大きな需要があるコピー用紙に、必要な機能を付加
する「高機能プリンター用紙」の新製品開発とラインアップの拡充をめざした。①ミシン目入りプリ
ンター用紙  種類、②プリンターで印刷できるノーカーボン紙  種類である。
こうした新製品では、市場実勢価格を反映して競争力のある価格設定、およびユーザーにとって使
いやすく、印刷トラブルのない用紙の開発を目標とした。
インターネットによる全国販売
いくら良い製品を開発しても売れなければ何もないのと同じである。今の時代、カタログだけでは
注文は来ない。新たに販売サイトを構築し、全国販売をめざした。おもに法人をターゲットとしてい
るが、6(2 対策の徹底やネット広告を行い、検索上位  位～ 位くらいまでを目標とした。

これまでの成果
売上高の増加と事業拡大
新規事業は予想以上の市場の評価を得て、

新規事業・既存事業・付加価値額の推移

 年後の計画終了時の売上げは当初計画の
約  倍となった。付加価値額の伸び率も、
％から ％と計画目標を大幅に
上回った。
それまで損失を計上していたが、平成 
年以降当期純利益を順調に計上している。
この結果、
平成  年  月期の決算で債務超
過を解消した。
従来の ％受注型のビジネスモデルか

240,000 （単位：千円）
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ら直販型への転換が実現でき、事業拡大し

70,000

10,000

0
平成27年8月 平成29年8月 平成30年8月 令和元年8月

ている。これにより、従業員を  名から 

既存事業売上高

名へと増員した。

新規事業売上高

付加価値額（右軸）

競争力の向上
「ノーカーボン・プリンター用紙」については競合企業が極めて少数であり、将来性豊かな市場に
おいて早期参入者の強みを生かし、シェアをほぼ独占している。また、当社内での一貫生産体制がで
き、大量生産による低価格化、短納期対応ができることにより、業界内での当社の競争力が強まった。
インターネットを利用した販路方式の実現
高機能プリンター用紙専門の販売サイト「用紙 /DER KWWSVZZZ\RXVKLODERFRP」の構築、:(%
ショッピングモールへの出店も実現した。
インターネット販売が実現したことにより、効率的な営業ができるようになった。また、少量購買
やオーダーメード発注が手軽にできることなど、お客様メリットも向上した。
従業員の士気の高まり
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長年培ってきた技術スキル・ノウハウ

用紙 Labo の販売サイト

を活かした新規事業で成功したことは、
社員の自信やモラールアップにつながる。
最近、社長が忙しくて、従業員に業務を
任せていることが多くなったが、従業員
が自らやる気を見せて業務をこなし「創
造する力」を発揮している。
また、従来は採用に苦労していたが、
今は、やる気のある方が、向こうからき
てくれる。今年も  名採用した。
今後の展望
ペーパーレス化が進展するなかで、業
務用伝票をエビデンスとして企業内外で
利用・保管する習慣は根強く、当社製品
は、今後も高いニーズを確保できると考
えられる。顧客の注文やニーズに素早く
対応し、生産量拡大のために、令和元年
 月に埼玉県所沢市の同業者を買収し、
人員と工場設備を一挙に獲得した。従業
員も  数名増え、
生産量および売上高も
格段にアップする。
今後は「ノーカーボン・プリンター用

紙」の潜在需要をさらに掘り起こし、将来的な営業・販売拠点の獲得について、企業買収も視野にお
いた計画を策定中である。
経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）
■承認メリットとして感じていること
経営革新計画が承認されたこと、それが計画通りに実現できたことで、実際に受注が増えました。
また、最優秀賞受賞により、社員の士気が上がり、合併先の社員にも伝わっています。
■当初の見込みと違うと感じていること
 年後の目標売上や利益の計画は非常にたて立てにくいと感じています。今回の計画では収益は
計画以上に出ましたが、想定外の費用が発生して、経常利益では目標より下がりました。
■東京都への要望等
今回は最優秀賞もいただき、とてもよかったと思っています。引き続き、中小企業に使いやすい
補助金などの手厚い施策をお願いします。
今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
新規事業を計画・実現させるためには、経営者自らが、その想いを形に変えていくことです。
商品開発、販売の仕組み・インターネットの構築など計画を自分でつくり、社員へその想いを十
分伝え一緒になって検討・行動していくこと、また、中小企業診断士などの外部の目から客観的に
見てもらうことも大事です。
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東京都経営革新優秀賞受賞企業
企業名
株式会社アルファＴＫＧ
（代表者：役職・氏名）（代表取締役社長 高木 俊郎）
所在地・ＴＥＬ

東京都中央区日本橋本町４−８−１７−７０４
０３－６２６２－６３３４

経営革新計画テーマ ビッグデータ解析システム開発とスマート工場化支援サービス提供
業  種

ソフトウェア開発販売業

創業年月

平成２６年３月

資本金（万円）

５２００万円

計画承認年月

平成２７年６月

計画期間

平成２７年１月 ～ 令和元年１２月

既存の事業内容（計画実施前）
 当社は、平成  年  月設立以来、精密板金製造を中心とした中小製造向けビジネスコンサルティン
グを主業務として、顧客のデジタル化 情報の 6 化 による生産性向上と国際進出を支援してきた。
当社の強みは、中小製造業の現場に精通している事である。主たる顧客は従業員  名のタイの
顧客をはじめ、従業員  名～ 名規模の中小製造業であり、パートナーと「アルファ 7.* 技術協力
グループ」を結成し、システム開発とサポートを行ってきた。

計画策定のきっかけと苦労した点
計画策定のきっかけは､当社がコンサルタントをしている企業を中心とした「アルファ 7.* 友の会」
の経営者からの声である。顧客の工場で、今まで投資してきた古い設備を活かしながら、新しい設備
を導入して、最新鋭機と旧機械およびソフトウェアが調和したスマート工場を実現できないかという
要望を多くいただいた。この要望に応えるため、新旧マシンやソフトを丸ごと活用するためのインテ
グレーション作業を新技術で簡易化するシステムの開発を決意した。
 各社導入機器が異なるため、電流センサー、温度センサーなどの各種センサーを活用し、簡易工事
でビッグデータを収集し、工場の実態把握 見える化 を行い、解析することにより、工場全体の効率
化ができるサービスの提供を計画した。
 このスマート工場化に対し、熟練工の抵抗にあうことが多く、導入の障壁になった。しかし、当社
の強みとするコンサルティングサービスと組み合せ、経営者と熟練工との合意形成をとりながら進め
ることで、この課題を解決した。

申請時の目標
金属加工業界に従事する中小製造業に対して、以下のメリットを提供できることを目標とした。
➀工場の見える化により、ボトルネック工程の可視化による工場全体の生産性向上、機械稼働率の向
上、工場全体の省エネの効果をえられること。
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②情報が一元化されることにより、過去データの活用によるリピート加工の大幅な合理化、作業指示
書による作業者の負担軽減による段取り時間の短縮など情報の価値が向上すること。
➂スマート工場化することで、すべてがデジタル化され、品質の均一性を保ち、熟練工に頼らない、
誰でも仕事ができる工場が実現すること。

これまでの成果
．図面管理システム「DOID'2&.」によ
る「ボトムアップ,R7」を実現 右記 概
念図参照 
 日本の中小製造業が有している優秀な
熟練工の技術、ノウハウなどの現場力を
最大限に活用し『インダストリー
,R7』
を実現するソフト商品を独自開発し
提供している。当社ソフトは以下の  点
で、お客様より高い評価をいただいてい
る。
① お客様の所有するソフトや設備など
現有資産をそのまま活用できること。
② 「タブレットやパソコンなど」お客様が自由に増設可能なこと。
当社ソフト群は、製造現場で活用されている紙資料をデジタル化し、また各種データを業務フロー
の変更なく収集、バラバラのデータを自動的に整理（デジタル 6）する。&$' と連携し製品情報や部
品表を自動生成し、既存の製造指示書などから工程情報を自動的に作成する。これらは 3&、スマホ、
タブレットなど端末種類を選ばず、どこからでも参照できる。また、人工知能により収集、検索など
の精度を高め、工場の見える化、設備など資源の有効活用を促進し生産性を飛躍的に高める。
「DOID'2&.」のラインナップが完成
 図面管理システム「DOID'2&.」の開発に続いて、顧客の要望を取り入れることにより、営業・受注
処理に対応する生産管理ソフト「DOID(53」
、板金見積ソフト「*$,$ 見積」
、'' 板金 &$'「DOID&$'」
、
製造現場で各工程を管理する、工程管理ソフト「*$,$ 工程 1$9,」機械稼働管理ソフト「*$,$ マシン
1$9,」のラインナップが完成し、パッケージとして安価に提供することが可能となった。
．製造工場用 53$ ツールの活用
 現場工場では、各社が新旧の機械が導入されているため、二重入力や各種作業指示書の煩雑さが課
題となっていた。そこで当社では、インターフェースの変換などを自動で行えるツール、すなわち製
造用 53$（5RERWLF3URFHVV$XWRPDWLRQ）を独自開発し、この課題を解決した。またこのツールによ
り、各社毎のカスタマイズを極力なくし、大幅な工数削減がはかれた。
．開発体制の整備
 当社では、最先端の ,7 技術を活用するために、ソフト開発はインドの当社 ％子会社（アル
ファ7.* インディア）で実施している。インド著名大学との強いパイプとインド政府や大学の強い支
援を受け、最高レベルの技術者の確保と高度な開発を実現している。日本国内顧客への技術サポート
は、日本側のエンジニアが実施している。この両者の連携により、高付加価値のサービスを中小製造
業にとって利用可能な価格で提供している。
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．国内、海外での営業力の強化
 東京日本橋に、当社ソフトウェアを体験できるセミナールームを常設している。ここでは実際のお
客様の図面や作業指示書をデジタル化し、収集、自動整理、さらには工程の見える化まで実施し体験
いただいたうえで、導入の判断をいただく。
また、ワゴン車にセミナールームと同等の機能を具備したデモカーを導入し、セミナールームへお
越しいただくことが難しいお客様には、客先で同様のプレゼンテーションも実施している。
当手法により、導入前に当社ソフトウェアの機能を体験できることから、契約締結までの判断を早
め、かつ導入後の高い満足度を実現している。また、平成  年  月から、新規の顧客獲得のため、横
浜に営業本部を設置し、販売網を関東エリアに広げている。
．今後の展開
 試作製造の多い中小板金業では、低コスト短納期の金型製造に対して非常に強いニーズがある。当
社では、標準品から特型まで、人工知能機能で板金用金型の自動設計が行える「DOID 金型製造システ
ム」を完成させた。このシステムは米国の老舗企業シンシナティ製の ' プリンターと当社の専用ソフ
トと組み合わせた商品である。
このように今後も顧客のニーズに応え、実績あるハードウェアと当社の専用ソフトを組み合わせ、
いち早く、安い価格で提供できるようにしていきたいと考えている。
今後国内、タイ、インドに留まらず、海外の英語圏へ展開していきたいと考えている。
経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）
■承認メリットとして感じていること
経営革新の承認により、金融機関の信頼性の向上が図られ、低利で融資が受けやすくなりました。
ものづくり・商業・サービス生産性向上補助金の審査で加点されたことも、採択につながったと思
います。さらに中小企業診断士のフォローにより、さまざまな観点から意見をいただき、大変参考
になりました。
■当初の見込みと違うと感じていること
当初安定的な売上を目指すため、顧客への定額サービス方式を予定しておりましたが、各企業の
機器の状況が異なり、サービス内容に差が出てくるため、オプションソフトをパッケージ化し、提
供型に変更しました。
■東京都への要望等
当社のサービスを広く知っていただくため、顧客とのマッチングの機会を増やしていただきたい
と望んでおります。海外展示会出展支援制度も活用していきたいと思いますので、今後も引き続き
ご支援をいただきたいと願っております。
今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画の策定をベースに、事業計画を策定し経営計画発表会などで関係者にオープンにす
ることをお勧めします。社外では、金融機関などへの信用度や理解が深まり、社内では従業員のモ
チベーションが高まります。
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東京都経営革新優秀賞受賞企業
企業名
株式会社ウオールナット
（代表者：役職・氏名）（代表取締役 齋藤 豊）
所在地・ＴＥＬ

東京都立川市幸町１−１９−１３
０４２−５３７−３８３８

経営革新計画テーマ ,R7による次世代型調査診断技術の確立と地方雇用促進
業  種

その他土木建築サービス業

創業年月

平成５年７月

資本金（万円）

３，０００万円

計画承認年月

平成２８年８月

計画期間

平成２７年７月 ～ 令和２年６月

既存の事業内容（計画実施前）
非破壊調査のパイオニアとして、電磁波によるトンネル調査、道路空洞調査をいち早く実用化した。
道路トンネルを始め、
水路や鉄道トンネル、
電力および農業施設など重要な社会インフラを対象とし、
斬新な発想とアイデアを用いたスピーディーな調査と高精度な計測サービスを提供してきた。
また、実調査だけではなく、現地で得た経験や計測結果をもとに新たな調査機器の研究開発など技
術提供やソフトウェア、機器販売も行う。
既存事業では、専門技術者が全国各地への現場へ出向き調査・診断を行う。地方への出張により移
動時間や現場作業の多大なる労力、それに伴う多くの経費が発生していた。
さらに対応できる専門技術者が不足し業務量に限界が生じていた。需要増に対して業務受注体制が
築けず、売上が減少する状況となった。

計画策定のきっかけと苦労した点
【計画策定のきっかけ】
平成  年の笹子トンネル天井板下落事故により社会インフラの維持管理に対する関心が高まり、
トンネルや橋、道路などの調査診断の需要が増大し、事業拡大のチャンスを迎えていた。
対象となる地域は、地方都市やその郊外、海岸周辺や山間地に存在する。専門技術者が現地に出向
き調査診断を実施する必要があり一定期間拘束されてしまう。このため受注依頼があっても技術者が
不足し、対応できる業務量に制限が出てしまいニーズに応えることができない状況であった。
そこで ,R7 を活用した新たな調査診断計測サービス技術を開発し、社会インフラの遠隔診断技術を
確立するとともに、専門技術を有した高齢者や地元の建設会社、測量業者、農林業従事者などを各地
区で採用し活躍してもらうことで人手不足を解消するための計画策定に取り組んだ。
【苦労した点】
,R7 化を進めることは、今までの業務のやりかたを大きく変えることになる。この変化に慣れない
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社員もおり、社内の足並みを揃える必要があった。高いモチベーションと事業を進める推進力を生み
だすため、機器開発、,R7 構築、雇用創出のプロジェクトチームを設立し、社内に取り組みを浸透さ
せた。

申請時の目標
新たに開発した調査計測ロボットと ,R7 を用いた診断技術によって品質よく安価で付加価値の高い
サービスを提供する。
現地作業をマニュアル化することで、現地雇用者が計測データの取得を行える体制をつくる。コス
ト削減と多様化する働き方に対応するとともに、現地の地方雇用の創出をはかる。

これまでの成果
◆新事業の成果
既存事業の課題を解決するとともに、当社の事業モデルの改革により、事業拡大を達成した。
 ,R7 次世代型調査診断計測サービス
現地からリアルタイムで測定データを本社に伝送し、本社で解析技術者が速やかに解析業務を実施
する。大幅な効率化とコスト削減ができ、より多くの顧客にサービス提供を可能にした。
 小型アンテナ開発
計測ロボットに搭載可能な小型アンテナを開発した。
 計測用ロボット開発
水路トンネルの点検ができる無人放流型ロボットを開発し、調査対象の拡大とネッワーク化の完成
度を高め、より効率的で低コストの調査を可能とした。
 地域雇用者の活用
現地作業をマニュアル化し、現地雇用者が計測や現場管理を実施する体制を構築した。現地へ出向
く移動交通費や宿泊費、それに費やす膨大な時間とコストを削減し、地方雇用の創出もできた。

図表１ 開発した計測機器

図表２ 計測用ロボット

◆今後の展開（新事業の将来性や、今後どのように発展させるか等）
(1)調査技術の高度化
ドローンによる調査技術を開発する。ダムや狭小トンネル、下水道など悪環境でも安全かつ効率的
に計測できるよう技術の高度化をはかる。
(2)解析の効率化
$, による画像認識を導入し解析を半自動化する。効率化に加え、解析技術者に余裕ができ、新しい
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技術領域に取り組めるようにする。
(3)事業モデルのさらなる改革
現状の土木構造物の調査診断サービスから、診断後の補修計画の策定までの技術領域を拡大する。
インフラ維持管理の担い手として安全安心な社会づくりに貢献するとともに、さらなる生産性向上を
図っていく。
経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）
■承認メリットとして感じていること
経営革新計画をもとに、助成金の申請を進め、技術開発に必要不可欠な高度な測定機器を取得す
ることができました。
また、東京都が推進する事業を活用し、課題解決に取り組むことができました。
■当初の見込みと違うと感じていること
計画当初はテレワークや在宅勤務など多様な働き方が定着していなかったこともあり、地域雇用
者の採用計画に遅れが生じました。地方採用を試みるも理解が得られず、雇用の創出に苦慮しまし
たが「働き方改革」による世の中の意識変化によって進展しました。
■東京都への要望等
ビジネス展開への賛助強化を望みます。令和元年度に東京都の発注認定制度に申請・採択され、
現在発注部署へ働きかけていただいています。東京都からの発注実績は信用につながり、ビジネス
もより拡大しやすいと考えていますので、より強化した仕組みづくりを希望いたします。
今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画を策定することで問題を明確化し、解決するための目標を設定することができまし
た。また、事業を進めるにあたり大学や公的機関との関係も構築でき、多くのサポートを受けるこ
とができたほか、都が推進する事業を活用することで課題解決に役立ちました。結果として産官学
として取り組めたことも会社として貴重な経験・実績となりました。
従業員には会社が向かっている方向性を示すことができ、モチベーション向上にもつながりまし
た。
メリットの多い当計画を、当社では新たなテーマで再度申請し、承認を得たいと考えています。
東京都から多くの支援が受けられますので、皆様も是非チャレンジしてはいかがでしょうか。
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東京都経営革新優秀賞受賞企業
企業名
ル・アンジェ株式会社
（代表者：役職・氏名）（代表取締役社長 野口
所在地・ＴＥＬ

正太郎）

東京都渋谷区南平台町１−１０ いちご南平台ビル６Ｆ
０３―３４７７―１２８７

経営革新計画テーマ ＩＴ導入によるベビーシッター事業の新展開と小規模保育と家政婦紹介
事業のサービス提供

業  種

サービス業

創業年月

平成１８年６月

資本金（万円）
計画承認年月
計画期間

３００万円
平成２９年８月
平成２９年４月 ～ 令和２年３月

既存の事業内容（計画実施前）
 当社は、平成 （）年  月にベビーシッター派遣・請負を目的に設立され、設立  年目とな
る。既存事業は、ベビーシッター派遣・請負事業である。従業員  名。ベビーシッターは  人を有
し、うちアクティブなシッターは  割強となっている。おもな取引先は、個人顧客中心だが、バーク
レイズ証券など外資系の企業や大手福利厚生代行業企業、朝日新聞社、旭化成ホームズ、品川プリン
スホテルなどがある。

計画策定のきっかけと苦労した点
近年、当社には、待機児童や働く女性のためのサービスについてのご質問やご要望が多数寄せられ、
待機児童問題解消に貢献するための新規事業や働く女性のための新規事業を行いたいと思い、事業展
開を模索していた。一方、近年人手不足も深刻化してきており、,7 化による生産性向上を図り、サー
ビスの高品質化、サービス提供のリードタイムの短縮を行う必要があると考えた。
そこで、,7 化によって、既存のベビーシッターと今後展開していく家政婦紹介、小規模保育園の 
つの事業をネットワークで結び、迅速な情報共有、また  時間  日働く女性の支援に対応できる新
たなサービス体制の構築に着手した。
,7 化によってベビーシッターを提供している中小企業はほとんどなく、当社も初めての試みであっ
た。ユーザーやシッターがスマートフォンでも気軽に操作できるよう、操作性の向上に苦労した。

申請時の目標
経営革新の目標は、ベビーシッター事業も含めた小規模保育、家政婦紹介事業に ,7 システムを導
入することで、新たなビジネスモデルを構築し、競争力の強化を図ることである。
,7 化の効果として、サービスの高品質化、差別化・優位性の確立、サービス提供リードタイムの短
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縮、生産性の向上、業務の低コスト化を目指した。

これまでの成果
．新規事業の特徴【エンジェル（営業支援、病児保育運営支援システム）
】
①ユーザーはスマートフォンから簡単操作でベビーシッターの依頼ができる。
②ベビーシッターも自分で勤務可能日を入力することができる。
③双方の利便性が向上し、顧客から受注しやすく、シッターのアサインがしやすくなった。
④ベビーシッターのマッチングに要する時間が従来の  分の  に短縮した。

．当社の強み
① 時間  日いつでも利用申込・キャンセルができる。※他社では、営業時間内のみ対応。
②病児保育では当日申込でも ％対応し、 時間以内にシッターが駆けつける。
  インフルエンザにも対応している。※他社では、インフルエンザは対象外。
③サービス品質の担い手であるベビーシッターの採用・育成に注力している。
採用に際しては、他社だと ～ 時間の面接で済ませるところを  時間かけており、ロールプレイ
や見習いシッティングによる実技研修を経たうえで、実技試験に合格した者をベビーシッターに
登録している。また、登録後も月  回の研修を行っている。

．個人情報管理
当社では、,7 化に伴い、個人情報セキュリティを強化している。

ベビーシッターの派遣をする際、ユーザーからセンシティブな個
人情報を共有することが多い。そのため、シッターが業務を終え
ると、顧客とやりとりした内容が見られなくなるなど、ユーザー
の個人情報を厳格に管理している。
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．業績への成果
 ,7 システム導入で個人情報セキュリティを強化したことにより、個人ユーザーだけでなく、法人ユ
ーザーからも信用が高まった。その結果、全社売上が計画比 ％と伸びている。
 今後は、知らない人が家に上がる抵抗感を払拭する仕組み、幼児との相性を考慮する仕組みなどの
機能追加を検討しており、こうした ,7 化の推進で、顧客利便性がさらに向上し、長期的な顧客との信
頼関係が構築され、業績向上につなげていく計画である。

経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）
■承認メリットとして感じていること
,7 システム導入による新たなサービス体制の構築を経営革新計画として策定したが、業界内で先
駆けとなる取り組みであり、迷いもありました。しかしながら、東京都から経営革新計画が承認さ
れたことで自信につながり、計画実現に向けて推進していく原動力となりました。
■当初の見込みと違うと感じていること
システム開発を進めるうちに、当初予定以上に費用や時間を要することが分かりました。そのた
め、まずは成果の大きい病児保育支援システムと営業支援システムを開発することにしました。
■東京都への要望等
他社と差別化するシステムづくりは、当初考えていた以上に費用がかかります。しかも、技術革
新が日進月歩で進む昨今、システム開発に時間がかかっていては、競争優位性を確立することが難
しくなります。そのため、既存事業業績からの調達可能額を上回るシステム開発費を投入せざるを
えません。
こうした新たな経営革新事業の課題に対し、東京都からの補助金支援が得られると大変ありがた
いです。
今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
事業計画は慎重に検討して作成することが大切です。しかし、どんなに慎重に検討しても、思い
描いたとおりに行かず、事業計画が進展しないことも多いでしょう。
 経営革新計画を実現するためには、計画通りに行かないことがあってもブレずに、強い気持ちを
もって臨むことが重要であると思います。
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東京都経営革新優秀賞受賞企業
企業名
北星鉛筆株式会社
（代表者：役職・氏名）（代表取締役 杉谷 龍一）
所在地・ＴＥＬ

東京都葛飾区四つ木１－２３－１１

経営革新計画テーマ “芯が折れにくい鉛筆削り器”の開発と“鉛筆の精神”世界発
信拠点の整備
業  種

製造業

創業年月

昭和２６年１月

資本金（万円）

９００万円

計画承認年月

平成２９年７月

計画期間

平成２９年４月

～

令和２年３月

既存の事業内容（計画実施前）
当社は昭和  年設立の鉛筆製造業である。創業者による「鉛筆は我が身を削って人のためになり、
真ん中に芯の通った人間形成に役に立つ立派で恥ずかしくない職業であり、鉛筆のある限り、利益に
とらわれず事業を続ける」という“鉛筆の精神”で事業を継続し、 代目社長で創業  年を迎える。

少子化の影響や文房具の多様化により鉛筆の需要は減少の一途であるが、新商品の開発と鉛筆の普
及活動を行いながら事業の継続を図ってきた。具体的には、少子化による学童用鉛筆の需要減に対し
て、
「大人の鉛筆」を開発。書くことの喜びを再認識できると評判となった。
また、鉛筆の製造工程で大量に発生する「おが屑」をリサイクルして、着火剤や“木の粘土”
（商
品名：もくねんさん）
、さらに、木の絵の具を木彩画（もくさいが）と名付け、商品名「ウッドペイン
ト」など、循環型社会に対応した製品開発も行ってきた。
鉛筆の普及啓蒙活動として、工場見学とともに鉛筆の歴史や活用法などを体験しながら学べる施設
「東京ペンシルラボ」を平成  年に開設した。同施設は、小中学校の社会科見学をはじめ、海外から
も年間延べ  万人の見学者が訪れる。短くなった鉛筆を  本持参すると当社鉛筆  本と交換し、鉛筆
に感謝し供養する鉛筆神社を建立するなど普及啓蒙に励んでいる。
 近年では、株式会社パイロットコーポレーションと業務提携し、製造受託とともに当社製品を同社
ルートでの販売も開始している。

着火薪

ウッドペイント

もくねんさん
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大人の鉛筆

計画策定のきっかけと苦労した点
「東京ペンシルラボ」の見学者から、
「鉛筆を削っているときに、すぐ芯が
折れてしまう。鉛筆が不良だからではないか？」という質問が多く寄せら
れるようになった。現状の鉛筆削り器は、その構造上削るときの力の入れ
具合で鉛筆が傾くと、テコの原理で大きな力がかかり鉛筆の付け根で芯が
折れやすくなっていた。そこで、見学者の質問をヒントにして「芯が折れ
ない鉛筆削り器」の開発を思い立った。
また、
「東京ペンシルラボ」は見学者は増加傾向にあった。株式会社パイ
ロットコーポレーションとの業務提携をきっかけに、
“鉛筆の精神”の世界
への発信拠点として充実させることを決意した。
本社社屋

申請時の目標
１．鉛筆削り器の革命「ロケット鉛筆削り器」の製品開発
現在出回っている世界中の手動の鉛筆削り器は、鉛筆の木軸と芯を同時に削る構造であるため、削
る時の力のかけ方によっては、テコの原理で折れやすい。この難点を回避するため、鉛筆の木軸と芯
を別々に削ることにより、芯が折れにくい鉛筆削り器の開発を行う。木軸と芯を  段階に分けて削っ
た後の形状が「ロケット」に似ていることから、
「ロケット鉛筆削り器」
（仮称）とした。
２．
「東京ペンシルラボ」の世界発信拠点としての整備・拡充
「東京ペンシルラボ」は、
「鉛筆の総合学習施設」と認知され、年間  万人の見学者が訪れるよう
になった。学校からの学年単位や観光団体の訪問では、解説や誘導など当社側の対応が困難になるこ
とから、最大  名の収容ができる施設にリニューアルを行った。施設内のコーナーにも工夫をこら
し、
【学ぶ】
「もくねんさん美術館」
・
「えんぴつ資料館」
、
【体験】
「えんぴつ学習体験館」
・
「記念撮影ス
ポット」
・
「鉛筆神社」
、
【鑑賞】
「木彩画展示スペース」から構成されるラボの充実を図る。

これまでの成果
１．日本式鉛筆削り器
“芯が折れにくい鉛筆削り器”の開発は完了
し、
「日本式鉛筆削り （ムサシ）
」として商
品化、出荷を開始した。鉛筆の種類によって、
六角、三角、四角があり、そのすべてに対応し、
日本発の鉛筆削りであることから、、武蔵
（ムサシ）と名付けた。
当初は、
“芯が折れにくい”と説明していた
が、いくら削っても芯が折れないので、最近で
は「もう折れない削り器」と説明している。
鉛筆が長持ちする結果となった。

日本式鉛筆削り 

 段階に削った形状

２．
「東京ペンシルラボ」のリニューアル
本社工場に隣接した物流センターの  階に「東京ペンシルラボ」を移転、リニューアルした。
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 名収容可能な見学・体験施設として、見学を
開始した。工場と隣接していることもあり、従業員
による説明や見学への誘導もスムースに行うことが
でき、これまで以上にきめ細かな対応もできるよう
になった。
小学校の社会科見学、修学旅行、大学ゼミなど学
生の見学のほか、家族連れや一般社会人、海外企業
の視察なども増加している。海外からの見学者も増
加したことから、パンフレットも日本語・中国語・
英語版を用意した。
平日のみの開館だが、 日平均  人の来館者を
迎え、世界に向けて情報発信を行っている。

▼鉛筆学習施設「東京ペンシルラボ」
３．今後の展望
経営革新計画の承認・実行によって、事業継続を確実なものにすると同時に、鉛筆企業として日本
の鉛筆づくりの文化や歴史や誇りを伝えながら、 年企業をめざしていく。
経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）
■承認メリットとして感じていること
経営革新計画は、自社の過去・現在を整理し今後の進むべき道を考える際にとても役に立つツー
ルだと思います。思いを文章化し、数値計画を作り、実現できるかを何度も考える紙上シミュレー
ションです。計画策定の段階で、頭の中で疑似体験ができているので、計画とおりに進めることが
できます。また、申請を通じて、第三者の意見を聞くこともでき、利用価値が高いと思います。
■当初の見込みと違うと感じていること
「芯の折れにくい鉛筆削り器」は、日本発の鉛筆削り器です。これまでに存在しなかった商品で
あるため、想定以上に認知されるのに時間を要しています。
しかし、大々的な宣伝をする予定もなく、
「ペンシルラボ」の来訪者や既存取引先での展示など、
地道な活動を通じて、鉛筆の良さや使い方などを情報発信していきたいと思います。
■東京都への要望等
当社では、鉛筆の文化や歴史などを「東京ペンシルラボ」を通じて、世界へ情報発信してまいり
ます。鉛筆は東京の地場産業でありますので、東京都でも 35 いただけたら幸いです。
今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
企業は考えたことしか実現しないと思います。時代の変化に合わせて、自社が何をすべきかを考
え、それを経営革新計画という形にし、その計画を実行することで、やりたいことが実現できると
思います。考えることをやめた時に、生み出す力は無くなり、成長が止まります。
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東京都経営革新優秀賞受賞企業
企業名
株式会社ミラック光学
（代表者：役職・氏名）（代表取締役 村松 洋明）
所在地・ＴＥＬ

東京都八王子市越野２７－４
０４２－６７９－３８２５

経営革新計画テーマ $,フレキシブル検査ロボットの開発
業  種

精密機器・光学機器の設計・製造業

創業年月

昭和３８年１１月

資本金（万円）

１，０００万円

計画承認年月

平成３０年３月

計画期間

平成２９年４月

～

令和２年３月

既存の事業内容（計画実施前）
当社は、昭和  年に顕微鏡の製造業として創業し、 代目となる現社長により精密機器・光学機器
メーカーへと発展した。主な製品は、現場作業から装置組み込み用途でさまざまな位置決めに用いる
スライドユニット「アリ溝式ステージ」と「測定工具顕微鏡」
、
「画像認識用レンズ」である。

アリ溝式ステージ＜;< ステージ＞

測定工具顕微鏡＜メジャースコープ＞

「アリ溝式ステージ＜;< ステージ＞」は、顕微鏡用筐体の上下移動をスムーズにする技術をベース
にして、軸ブレやガタが無く、スムーズにステージを動かせることが高く評価されており、平成 
年の発売以来のロングセラーである。
「測定工具顕微鏡＜メジャースコープ＞」は、あらゆる工業の生
産・加工・検査工程に必要不可欠の顕微鏡である。
「画像認識用レンズ」は、装置組み込み用として活
用されている。
当社では、
「0DGHLQ-DSDQ」のものづくりにこだわりを持ち、緻密で繊細な手作業によって作り込
まれた製品は、品質・精度・耐久性において優位性がある。
また、当社では、積極的に産学連携を進めている。$, 技術連携実現の場として、当社代表と公立は
こだて未来大学の教授と共同出資により、平成  年に株式会社 $, ハヤブサを設立し、$, 技術を活用
した検査装置システム「$, ハヤブサ」を開発している。
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計画策定のきっかけと苦労した点
 展示会において、当社の画像認識用レンズを組み込んだ装置メーカーの担当者から「検査装置の画
像処理で誤判定が多く困っている」
との声を聞いた。
当社の画像認識用レンズに対する苦情ではなく、
レンズでとらえた画像の後処理の問題ではあったが、同種の問題を抱えている顧客が多いことに気づ
いた。そこで、顧客の不満を解消すべく、レンズの販売に留まらずレンズから得られた画像をもとに、
人工知能ソフトウエア（$,）を使用した人工知能検査システムの開発に着手した。
平成  年  月にレンズ＋人工知能ソフトウエア（$,）からなる「$, ハヤブサ」として販売を開始
した。
「$, ハヤブサ」は採用企業の検査工程の一部として組み込むカスタマイズ型であるため、装置
として販売するには汎用性に乏しかった。
 普及のためには、各種装置やロボットなどに応用できる独立型にする必要があり、検査ロボットに
$, による検査ソフトを組み込んだ、
「$, 検査ロボット」の開発を決意した。

申請時の目標
本経営革新計画は、検査工程で使用される検査ロボットに当社が培ってきた光学技術と「$, ハヤブ
サ」で培った $, 機能を統合した「$, フレキシブル検査ロボット」の開発である。検査精度を向上さ
せ、誤判定を大幅に減少させることを目指している。
新事業の特徴や優位点は以下のとおりである。
１．従来のパターンマッチングによる判定に留まらず、機械学習と深層学習（ディープ・ラーニン
グ）を基本とした $, を用いた検査システムである。
２．自由自在に動作する検査ロボットに $, ソフトを融合することで、曲面や鏡面、湾曲した複雑な
形状でも検査が可能である。高精度なミクロン単位の検査が可能である
３．傷、へこみなどの検査に加えて、
「色ムラ」など官能的な検査が可能である。
４．$, 技術を測定結果判断プロセスに適用することにより、パターンマッチングや目視による検査
に比較して誤判定を削減し、品質改善、検査効率向上、人件費削減、検査の高速自動化を実現
する。
なお、本計画は、当社単独ではなく、 社の連携協業体制により実現している。電気制御、検査ロ
ボット、ハードウェア開発はそれぞれの専業事業者が、アルゴリズム開発は（株）$, ハヤブサが担当
した。当社は全体統括として、組み立て、品質保証、出荷、営業活動を担当する。

これまでの成果
１．$, 搭載外観検査ロボットの開発
ワーク（検査品）の曲面に合わせて、
多関節ロボットがカメラヘッドを最適な
ポジションに配置し、カメラが捉えた画
像から、人工知能検査システム「$, ハヤ
ブサ」が欠陥を抽出し画像解析を行う検
査システムが完成した。
検査対象は、携帯電話のケース等の小
さい部品から自動車のドアサイズまで、
形状を問わずに検査が可能となる。主と

展示会でのデモ、ドアミラーの検査

して擦り傷・ピンホール・打痕・ブツ・
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ヘコミ・シワなどの外観や傷などの検査に用いられるが、塗装の色ムラ検査に威力を発揮している。
色ムラの判定については、従来は目視による検査方法しかなかったため、本検査ロボットの導入に
より、相当な生産性の向上が見込まれる。
２．展示会への出展によるマーケティング
試作段階から、展示会「ロボデックス」に出展し、顧客の声をリサーチし、改良を加えてきた。
今後も「機械要素技術展」や「$,・人工知能 (;32」
、
「)220$」などの展示会に出展し、顧客接点を増
やしていく計画である。
展示会においては、
「色ムラ検査」に強いことを強調したことから注目を集め、自動車業界や電子
部品業界の他に、食品業界や印刷業界からの引き合いも増えてきた。
展示会で興味を持たれた企業は、当社にお越しいただきじっくりとデモ機をご覧いただきながら、
仕様の打ち合わせなどの商談を行っている。 
３．位置づけと今後の展開
本検査システムの開発により、当社は機器の開発販売から、先進的 $, 検査装置メーカーへと脱皮
する。顧客のメリットとして、誤判定の削減をはじめとする検査作業の改善により、生産性の向上が
期待できる。
経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）
■承認メリットとして感じていること
経営革新計画を策定することと、それを実行することに大きな意義があると感じている。計画が
あれば、それが軸となり、行動にブレがなくなる。さらに計画を実現するために、誰が、何を、い
つまでに、どうやってやればよいかを従業員が考えるようになり、行動が変わった。
そして、展示会や商談を進める中で、新たな気づきや新たな市場や用途が広がり、経営革新計画は、
必須であると感じた。
■当初の見込みと違うと感じていること
$, の開発について、連携先を変更したこともあり、開発に時間を要し、計画の遅れが生じた。既
存製品よりも汎用性の高い検査システムを構築したつもりであったが、実際には商談企業から様々
な要望をいただき、カスタマイズにて対応することになり、試作・評価の工程が加わり、初号機完
成までに多くの時間を要した。
■東京都への要望等
経営革新計画の承認は、自社にとって有益であるだけでなく、承認企業が東京都の力で本事例集
や各所で紹介いただけるのはありがたいことである。さらに、承認企業の製品を展示するショール
ームやマッチングの場を設けていただけると販路開拓に繋がる可能性もあり、ありがたい。
今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
 社長のやりたいことを経営革新計画に落とし込むことで、文章化、数字化する。言葉だけで会社
の方針を従業員に伝えても、伝わりにくい。しかし、経営革新計画を示すことで、従業員が会社の
方針や進むべき道を理解し、自発的に考えて、行動するようになります。経営革新計画はおススメ
できます。
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東京都経営革新優秀賞受賞企業
企業名
ロゴヴィスタ株式会社
（代表者：役職・氏名）（代表取締役 小宮 善継）
所在地・ＴＥＬ

東京都多摩市落合１－１５－２ 多摩センタートーセイビル

経営革新計画テーマ レガシープログラムの言語変換ツール開発、及び言語変換の事業化
業  種

パッケージソフトウェア業

創業年月

平成８年８月

資本金（万円）

９，０００万円

計画承認年月

平成３０年５月

計画期間

平成２９年４月 ～ 令和２年３月

既存の事業内容（計画実施前）
 当社は平成  年に英日の機械翻訳ソフトの開発を目的に設立された。その後、3& 用の電子辞典の開
発・販売に業務を展開し、さらに、スマートフォン用にも展開している。
電子辞典は、国語辞典のみならず外国語辞典や医療などの専門分野の辞典など、多岐にわたる。こ
れらの電子辞典は、商社等を通して、家電量販店、ネット業者、大学生協等に卸すことで、一般消費
者に向けて販売している。また、官公庁などセキュリティを重視している企業向けに %WR% での販売に
より &6 方式の翻訳システムあるいは電子図書館として官公庁や企業に導入されている。

計画策定のきっかけと苦労した点
 本事業は、 年ほど前に別会社で計画したものであったが、その当時はまだ時代を先行し過ぎてい
たこともあり、実を結ぶことはなかった。今回、再度、計画実施に至ったきっかけは、既存事業の電
子辞典が成熟期に入り飽和状態になっているため、事業転換を迫られていたからである。そこで、以
前計画・開発したソフトを基に新たな事業を展開していくこととなった。
 計画実施において苦労した点は、営業面である。国内での販路開拓については、ツールの基礎とな
る手法（/<(( 理論）の信頼性が十分認知されていないなどの理由で順調にはいかなかった。
そこで、以前から交流のあったカリフォルニア州立工科大学の教授に話を持ち掛け、米国内におけ
る営業活動にご協力いただくこととなった。

申請時の目標
 本事業は、コンピュータプログラム開発手法 /<(( 理論を使って、レガシープログラムの言語変換サ
ービスを事業化し、併せて、その自動化ツールを販売しようとするものである。プログラムの言語変
換は、自然言語に比較して厳密に文法が定義されているため機械翻訳システムとは変換手法は異なる
が、さまざまなバージョンに対する柔軟性の重視など、自然言語処理のノウハウを活用して開発を行
っている。
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 現在多くの大手企業や政府機関等において、&2%2/ 等のレガシープログラムの仕様書が不完全ある
いは存在しない事例がある。さらに、古いプログラム言語の技術者が不足しているため、メンテナン
スに困っている状況にある。このことがデジタル技術を活用して人々の生活をより良いものへと変革
するうえでの障害となり、令和 （）年には莫大な経済損失が発生する可能性があるということ
を、経済産業省が『'; レポート～,7 システム「 年の崖」克服と '; の本格的な展開～』で発表
した。
当社のツールを使用すれば、仕様書が不完全なシステムのプログラムソースを解析し、見える化す
ることが可能となる。また古いプログラム言語を現在主流の言語に変換できるため、技術者不足とい
う問題も解決できる。このため、
「 年の崖」を克服するために大いに貢献できると自負している。

これまでの成果
 これまでの成果は、 年目は、ツール開発の準備段階として、大手製造業のレガシープログラムを
手作業で解析し言語変換する作業を行った。これにより、ツール開発の理論検証を行うとともに、売
上にもつなげることができた。 年目は、比較的小規模なシステムに対してツールを使って言語変換
処理を行った。これはテスト販売的であり大きな売上にはつながらなかったが、言語変換ツールを使
用して実績を積んだという点で意義のあるものであった。 年目は、某大学において、プログラムソ
ースを /<(( 構造へ変換したうえで、言語のバージョン変換サービスを行い売上につなげた。

米国での営業活動も順調に進んでいる。カリフォルニア州立工科大学においてツールの検証を行っ
ていただいた結果、改善点の指摘はあるものの大きな可能性があるとの評価をいただいた。また別の
教授のゼミでは、ゼミの課題として当社の言語変換ツールの検証を行っていただいた。
検証の結果、他社製ツールと比較して、単純な前さばきを必要とするものの ％言語変換できる
ことが確認された。そこで、教授を中心に、ゼミ生にもご協力いただいてマーケティングを行ってい
ただくこととなった。米国では、日本以上にレガシーシステムの存続に危機感を持っているため、大
きな売上につながる可能性がある。アメリカで成果を出すことができれば、信頼度が高まり、逆輸入
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的に日本においても、成果が出せると考えている。
 日本においては、国内大手 6,HU との話が進行中である。ユーザーと直接契約するのではなく、6,HU
と契約し、旧システムの再構築業務の中の一部である言語変換部分のみを受注する方針である。6,HU
を介することで、ユーザー企業から直接受注する際のリスクを回避できる。
 さらに、大手製造業との話も進んでいる。製造業については、産業交流展にて自社ブースに数社が
訪れ、興味を持っていただいた。
 いろいろな案件の可能性があるが、当社のリソースは限られているため、当面当社のできる事に限
定し、かつ優先順位をつけて取り組んでいく必要がある。
経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）
■承認メリットとして感じていること

経営革新計画の承認を得たことで、金融機関など、対外的な信頼度が高くなったと感じています。
また、経営革新計画優秀賞の奨励賞を受賞したことは、社内の士気を上げることにもつながりま
した。
さらに、産業交流展でブースを出展することができました。ブースに訪れた見込み客には製造業
の方も多かったことから、製造業という新たな顧客開拓の手ごたえを得たということも大きな収穫
です。とくに古い 3& を使っている製造現場がまだ多いことを実感できたことは大きな成果でした。

■当初の見込みと違うと感じていること
悪い意味での見込み違いというものは感じていません。良い意味では、経営革新計画優秀賞の奨
励賞を受賞したことは、予定外の収穫でした。また、経済産業省から『'; レポート～,7 システム

「 年の崖」克服と '; の本格的な展開～』が発表されたことは大きな追い風になると思います。
また大手製造業との意見交換において、言語変換とともにプログラム信頼性向上のためプログラ
ムの解析・見える化に需要があることが知れ、さらなる可能性を感じています。
■東京都への要望等
経営革新計画の承認を得ることができ、経営革新計画優秀賞で奨励賞を受賞したことで、産業交
流展においてブースを出展するチャンスをいただいたことなど、東京都には大変感謝しており
ます。東京都への要望は特にありませんが、強いて言えば、
「年の崖」対策のために、中小企
業に対する支援策を事業化していただけると、大変ありがたいです。
今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
 経営革新計画承認のための申請書を作成するには、事業計画について詳細に検討する必要があり
ました。そのため、大変苦労しましたが、作成の過程で、自社では気づかなかったことも事前に準
備する機会を設けることができました。
経営革新計画を作成したことで得られたメリットは苦労を大きく上回るものでした。ぜひ、皆様
も経営革新計画の承認を得て、経営革新計画優秀賞にもチャレンジしてください。
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２．令和元年度㻌 実施フォローアップ企業㻌
㻌 東京都では、計画開始から１～２年目の企業を対象に、専門家（中小企業診断士）を派遣し、計画実現に
向けた課題解決等を支援する「実施フォローアップ支援」を実施しています。㻌
㻌 実施フォローアップ支援の対象企業のうち、事例集掲載にご協力いただいた企業について、計画策定の
きっかけや計画内容、承認後に感じたことなどを取材しました。㻌

製造業
５社

建設業
２社

情報通信業
８社

卸売・小売業 㻌
３社

サービス業
６社

医療業
１社

株式会社.$., ················································
6$16+2株式会社 ··············································
株式会社ドリームインポケット ··································
日本アルマス工業株式会社 ·····································
株式会社ユニフローズ ·········································
株式会社グローアス ···········································
多摩防水技研株式会社 ·········································
株式会社インベステック ·······································
株式会社$,6DPXUDL ···········································
株式会社0+$ ·················································
株式会社-9,7ホールディングス ·································
'1HVW株式会社 ··············································
株式会社タイム ··············································
SDP]株式会社 ···············································
ビーコア株式会社 ·············································
&283株式会社 ················································
有限会社特許増毛協会 ·········································
株式会社フェアトレードコットンイニシアティブ ···················
株式会社$6 ·················································
有限会社$3*5,3 ·············································
6'5($0デザイン株式会社 ······································
株式会社エルク ··············································
有限会社健幸堂 ··············································
スペラディウス株式会社 ·······································
あけび動作の学校株式会社 ·····································62
（㻌 業種内㻌 五十音順）㻌

0
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LED 照明の交流電源 LSI 化
（承認年月：平成 31 年 1 月、3 年計画）

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
平成 29 年 4 月の創立以来、１年半かけてディスクリート（個別部品型）の 100VLED 照明用電源の開発に成功し、
平成 31 年 2 月より販売を開始する見通しが立った。一般的な LED 電源の出力は直流であり、100V および 200V の家庭
電源の交流を直流に変換している。当社の電源は直流変換をせず交流のまま LED 発光素子に電流を供給する新しい方
式を採用している。右図にその動作原理を示す。
(株)ブリッジマーケットの特許（特許第 5486698 号「LED 駆
LED電源の交流位相反転イメージ
動回路」
、特許第 5491663 号「LED 輝度制御回路」
）の専用実施権
を取得し、同社の協力（技術顧問契約を締結）を得ながら交流
LED 電源の商品化を進めている。
＋
＋

■新事業の計画内容

０

０

ー

ー

新事業ではディスクリート型電源の主要回路を LSI 化する。
小型化により電源ユニットの汎用性を高め、単一ユニットの量
産が可能となる。また、部品点数の減少と量産化するこ
とで原価を引き下げる。低コストで海外でも勝負ができ
（ＬＳＩ設計）
（ＬＳＩ製造）
る。今後の拡大が期待されるインド市場に進出する計画
設計図
電源ユニット
シンデン
グローバル
製造会社
である。LSI チップの大きさは 10ｍｍ×10ｍｍ程度にな
ハイテックス(株)
ファウンドリーズ
る。
ユニットとしては 20ｍｍ×40ｍｍ以下を狙っている。
ＬＳＩ支給
ＬＳＩ
ユニット発注
ＬＳＩ
新事業は（株）KAKIを中心にした企業連携により実施
発注
納品
基本設計情報
設計依頼
していく。その連携を右図に示し、連携内容を以下に述
電源ユニットの流れ
べる。
(株)ＫＡＫＩ
(株)ブリッジ
① (株)ブリッジマーケットから関連特許の専用実施権
(株)ハシモト商会
マーケット
特許
（当社）
を得る。および技術顧問契約を締結する。
技術協力
営業協力
② (株)ブリッジマーケットと共同で LED 化の基本設計
を行う。特許の共同出願を行う。
③ シンデン・ハイテックス(株)に LED の設計依頼を行
う。
国内市場
インド市場
④ シンデン・ハイテックス(株)からグローバルファウ
ンドリーズ社に試作依頼をする。
⑤ グローバルファウンドリーズ社に LSI を発注する。
⑥ 電源ユニット製造会社にユニットを発注する。
⑦ 国内販売は当社で行い、インドでの販売は(株)ハシモト商会の販売網にのせて行う。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
資金調達では、経営革新計画承認を得て、LSI の設計費関連費用を日本政策金融公庫に融資の折衝をして目途がつ
いている。その他の開発関連費用を含め不足する資金は増資で対応する。現在、出資を募るプロモーションを展開し
ている。今期はすでに 1 億円の調達の目途がつき、期中に増資の手続きを行う予定である。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画の策定は、中小企業診断士の支援をいただいて推進しました。このように実現のための協力者とのパ
ートナーシップが重要です。また、公的支援機関との連携が、計画策定段階から実施段階にかけて重要です。

企業概要

株式会社 KAKI（代表取締役：藤本

高義）

所在地：東京都荒川区西日暮里２－２６－５ 市井ビル３Ｆ
業 種：電子回路実装基板製造業
ＴＥＬ：０３－３８９１－５２９６

ＵＲＬ： https://kaki-lsi.jp/
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膝関節症患者のための医薬品原材料の開発
（承認年月：平成 31 年 1 月、5 年計画）

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は、お茶の水女子大学理学部の室伏きみ子名誉教授の研究成果（天然型環状ホスファチジン酸：1F3$）の事業化を
狙いとして、東京都中央区に本社を置く創薬ベンチャーである。平成  年に設立された。現在、①化粧品原料事業、②
食品原料事業、③医薬事業、の  つを柱としている。
当社の販売している F3$ 原料の配合量の多い美容液製品を、膝関節に痛みのある人に塗布した際に痛みが軽減される例
が多く認められた。その後、天然型の F3$ の化学構造を一部修飾した合成型の FF3$ の製造に成功した。
当社で FF3$ を利用したさまざまな基礎試験を行なうことにより、変形性膝関節症へ応用可能であることが判明し、関
連する特許も取得できた。
また、全国の整形外科臨床医師との議論を重ね、本物質が変形性膝関節症へ応用可能との賛同を得た。
 変形性膝関節症は、国内だけでも  万人の患者がいると推定される一方で、予防や治療が困難であり、根治薬は無
いのが現状である。こうした状況を踏まえて、医薬分野で経験を持つメンバーがほとんどの当社が、FF3$ の臨床開発を
行なうことが、事業的にも社会的にも大きな意義があると判断した。

■新事業の計画内容
新事業の計画内容として、次の  つを実施する。
１．変形性膝関節症の薬剤（FF3$）開発と臨床試験を実施する。
 一般に医薬事業では、非臨床試験、臨床試験（第  相～第 
相）
、製造販売許可申請、許可取得が必要であるが、当社では安
全性確認の結果で人に投与しても問題無いとの結論を得ており、
米国と日本で臨床第  相試験が開始できる状況である。
 台湾でも臨床試験開始許可を得ており、臨床第  相試験を平
成  年  月に開始して、令和元年中頃に終了予定である。
 これらの試験結果を基に臨床試験第  相以降の段階を進める。

２．提携製薬会社とのライセンスアウト交渉を行なう。
 大手製薬会社の中で、整形外科領域に強みを持ち製品を販売
している企業が興味を抱いているので、国内企業・国外企業を
問わず適切な会社との交渉を進める。
※臨床第  相試験終了による 32&（3URRI2I&RQFHSW：開発コ
ンセプトの妥当性傍証）取得後に、令和  年を目途に大手製薬
会社へのライセンスアウトを行なう。

写 真

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
医薬品の開発は、その内容においても必要なプロセスにおいても、一般からの理解を得るのが難しい面がありますが、
経営革新計画を申請する過程できちんと整理したことで、内外の関係者に的確な説明ができるようになりました。特に外
部の金融機関や投資家等に理解し易い説明をすることにより、必要な事業資金が調達できました。
また、事例集により当社事業をアピールできることや中小企業診断士によるフォローアップもメリットと感じています。


■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画の策定作業は大変な面もありますが、社員が新たな事業にチャレンジするという意識を高めることに役立
つとともに、外部からの評価・信用を向上する効果も期待できます。
今後において革新的な事業展開をお考えの場合には、ぜひ経営革新計画の承認申請することをお勧めします。

企業概要

SANSHO 株式会社（代表取締役：諸星

俊郎）

所在地：東京都中央区日本橋一丁目２番１０号
業 種：創薬ベンチャー
ＴＥＬ：０３－５２０３－０７１５

ＵＲＬ：http://www.sanshopharma.co.jp/
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電子駆血帯の商品化
（承認年月：令和元年 10 月、4 年計画）

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成  年に設立し、先端医療機器の企画・開発・製造・販売ならびに製薬会社向けのビジネスソフトウェア販
売や、医療機関の開業支援および運営に関わるコンサルティングなどをおもに行っている。多くの医療機関と関わるなか
で当社の取締役である真崎医師は、採血という医療行為における問題を強く実感してきた。
採血は頻繁に行われる医療行為であるのにもかかわらず、採血の際に静脈を浮き上がらせるため腕に圧を加える作業の
“駆血”で用いられる道具は、何百年も変わらずゴムバンドや紐でできており、製品の技術革新が行われていない。その
ために、看護師側および患者側の双方に問題が存在している。看護師側の問題点は、最適な駆血圧を作り出すための標準
化やエビデンスに基づくガイドライン等が明確に設定されていないため、患者の最適な駆血圧を探し当てるのが経験に頼
らざるを得ないことである。患者側の問題点は、従来の駆血作業に用いられる器具が患者の肌に痛みや痣を生じさせる恐
れがあり、負担になりやすいことである。
 これらの問題を解決するために、駆血を自動でアシストしてくれる電子駆血帯「マサキカフ」の開発および商品化に踏
み切った。
電子駆血帯㻔上㻕とディスポーザブルカバー㻔下㻕㻌

■新事業の計画内容
「マサキカフ」の事業化を、以下  ステップで推進していく。
① 電子駆血帯の商品化： 自動最適駆血機能、リモートスイッチ機能を搭載し、
実用的な形状・設計を心がける。
② 電子駆血帯の使用時に用いる、感染予防品の商品化： ディスポーザブルカ
バーを開発する。
③ 電子駆血帯の改良開発： 本体の高速化及び充電式への改良、カフの改良を
行う。
次に販売促進・事業拡大を行う。
① 電子駆血帯の販売方法： 全国の医療機器専門代理店と医療用オンラインシ
ョップ、自社 +3 での販売を行う。
② 宣伝方法： <RX7XEH での宣伝、展示会への出展、医療専門学会の会報にチラ
シを定期梱包する  部 。
③ 新しいターゲット層の獲得： 病院等が主なターゲットであるが、今後は消
防署、地方自治体、在宅医療、歯科医院、国外などの顧客獲得を目指す。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
経営革新計画の承認によるメリットとして  点あります。 点目が実施フォローアップを受けられたことです。これに
より、多くの有益な情報を得ることができ、今後の企業活動において大変参考になると感じました。 点目が助成金や融
資の申請において加点され、優位になったことです。当初見込みと違うと感じていることは、特にありません。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画を策定することで、頭の中の考えが系統立てて明瞭になると共に、具体的な数字で今後の計画の見通しを
立てることができました。計画策定は決して簡単ではありませんが、得られるメリットはとても大きく、価値のあること
だと思います。

企業概要

株式会社ドリームインポケット（代表取締役：川﨑

信也）

所在地：東京都中央区八丁堀３－２５－８ 八丁堀陽光ビル２階
業 種：医療用機械器具製造業
ＴＥＬ：０３－５５７９－６１７５

ＵＲＬ：https://www.dreaminpocket.com
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超高圧焼結体工具素材の開発・製造販売
（承認年月：令和元年 7 月、5 年計画）

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は精密切削加工工具の製造会社である。製造方法は、合成ダイヤモンドまたは &%1 立方晶窒化ホウ素 の粉末と金
属粉を調合した素材を、超高圧で焼き固めて焼結体を製造し、それを刃先形状に加工し、ひし形あるいは三角形等のベー
スチップにロウ付けし、仕上げの刃先加工を施して完成品にする。素材製造と刃先形状加工は自社で、それ以外は外注加
工である。
当社は、お客様からのご要求に刃先形状加工でチューニングすることで差別化してきたが、価格下落が止まらず苦しん
でいた。そこで、創業メンバーが超高圧焼結体製造ノウハウを保有することを活かし、粉末混合から工具完成まで一貫製
造し、刃先の形状加工と素材の材質でチューニングすることで付加価値を上げることにした。

■新事業の計画内容
新事業では、超高圧焼結体の素材調合から工具完成までを自社
内で一貫生産する。また、お客様ごとに素材と刃先形状をチュー
ニングする、カスタム工具の共同開発も行う。現在、一貫生産す
るのは大手だけで、大手は標準品供給が主体である。超高圧焼結
体製造のノウハウは企業秘密なので、一般の中小企業による新規
参入は困難である。
本計画は、工場の整備→装置の設置→試作と評価→量産、とい
う手順である。超高圧焼結体の試作は、ライン敷設前から海外メ
ーカの設備を借用してノウハウが漏れないように実施する。
本事業によりお客様にとっては、①工具納期短縮、②工具のカ
スタマイズ、③新しい難削材への早期対応が可能となる。当社に
とっては①売り上げシェアの拡大、②お客様のニーズを早く直接
入手、といったメリットがある。
一方で、材料在庫の保有、設備投資の増大といった資金繰りが
課題であり、適正在庫や工程管理などを強化する。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
金融機関や取引先からの信用力向上に繋がったと感じます。また目指すべき目標や課題等を事業計画とは異なる視点で
改めて把握し、対策を講じることができました。
この制度を活かし、さまざまなフォローを受けることも起爆剤の  つとして計画達成を図っていきます。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画の策定はいろいろ大変ですが、経営者自身で外部の意見も参考にしながら進めると普段気づかなかったポ
イントに気づけたり、行うべきことがより明確になったりすると思います。
商工会議所には経営革新支援の窓口があり、ご相談することで参考になることが多かったです。計画が承認されること
により、公的なバックアップも得やすくなるため、外部のアドバイスを得ながら挑戦されることをお薦めします。

企業概要

日本アルマス工業株式会社（代表取締役社長：石塚

宏彰）

所在地：東京都港区西新橋１－１９－８虎ノ門ＳＥビル７階
業 種：機械工具製造業
ＴＥＬ：０３－３５１９－８４４７

ＵＲＬ：http://www.almaz-japan.co.jp/
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教育用高速液体クロマトグラフの開発と販売
（承認年月：平成 30 年 4 月、5 年計画）

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は、昭和  年、流体 おもに液体、液体に溶解した固体 を扱う会社として設立し、理科学機器、医用機器等
の開発、製造、販売を行ってきた。医用機器関連では、成人病検査等に使われる、計量用マイクロポンプや送液用の
マイクロポンプが主要製品である。また理科学機器関連では、高速液体クロマトグラフ 以下 +3/&混合物を純品に分
離し、どの物質がどのような割合で構成されているかを調べる装置 や、液体を正確に送る高圧送液ポンプを製造し
ている。
計画策定のきっかけは、近年理科学に興味を持つ若者が少なく、将来理科学の技術者不足で日本のものづくり産業
が衰退することを懸念したことである。そこで、子供の頃から理科学に興味を持ってもらうため、産業用 +3/& の技
術を活かし、教育用機器として、+3/& を開発することにした。子供科学教室や学校の理科授業でこの装置を使っても
らうことで、
「なぜだろう」
「おもしろい」と、理科学に興味をもってもらえる若者を一人でも増やし、将来の技術者
を増やしたいと考えている。

■新事業の計画内容
学校教育用 +3/& は、子供たちに理科学の面白さを
実感してもらうことを目的に計画した。この分析装
置を教育分野に広めるためには、①小型でシンプル、
②使いやすく、使って面白いこと、③安い価格を設
定すること、④短時間（ 分程度）で分析できるこ
とが重要なポイントであり、構成要素をすべて自社
調達することにより、これらの課題を実現する。
この分析装置は、制御基板、高圧シリンジポンプ、
サンプルインジェクター、検出器から構成される。
例えば装置に試料を注入すると、パソコンにビタミ
ン、カフェイン等の含有量を表示することができる。試料を流すための液体として、一般的にはメタノールを水で薄
めたものを使用するが、メタノールには毒性があるため、子供が利用するという観点から開発した装置ではエタノー
ルを代用する。装置の外観は、子供の教育を重視して中の構造が外から見えるよう透明にした。
小型、シンプル構成、安価な価格、短時間分析を実現するため、新たに  分析  ストロークで行える高圧シリンジ
ポンプ、価格の安い医療用の注射器を使用したサンプルインジェクター、光源に /(' を使用し、新たな制御方法を採
用した検出器を開発する。また操作を簡単にするため、電源スイッチ以外をなくし、サンプルインジェクターのハン
ドル操作のみにし、分析結果の表示と解析はパソコンに表示する。分析条件の変更は、パソコンから行うことができ
る。
この装置の開発で理科学系の技術を伸ばすことにより、現在主力商品である理科学機器、医用機器関連の新たな開
発につながっていく。そして理科学機器、医用機器に次ぐ、教育機器の  つ目の事業の柱を目指している。また装置
の普及により、将来理科学に興味を持つ学生が増え、優秀な社員を採用できることを期待している。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
承認のメリットは、社長の発想が具現化され、計画の内容のベースができたことです。また社長の「次の世代に活
かしたい」という思いが従業員に浸透し、全社一体の開発体制ができたことです。さらに子供科学教室等のイベント
がメディアにも取り上げられたことで、従業員のモチベーションが向上したことも大きなメリットとなっています。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画を策定することにより、数値目標や課題等が明確化されるため、計画途中でも着手することは大変有
効だと思います。またものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金他の補助金申請においても、採択の可能性
が高まるため、早い段階で申請しておくことをお勧めします。

企業概要

株式会社ユニフローズ（代表取締役 森川

秀行）

所在地：〒 190-0144 東京都あきる野市山田 ４０５ 番地 ３
業 種：分析機器製造業
ＴＥＬ：０４２－５３３－０５０８

ＵＲＬ：http://www.UNIFLOWS.CO.JP
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片付けサービスとリユース品買取
EC モールによるリユース事業の実現
（承認年月：令和元年 10 月、4 年計画）
■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は、トイレ、台所などの排水管で起きる、水まわりの急なトラブルを解決する事業をしている。地域を限定して密
着し、いつでもすぐに駆け付ける小回りの良さと、スリッパを持参するなどの丁寧なサービスを強みとしている。
しかし近年競合が増加する一方、市場も飽和状態にあり利益が減少傾向にあった。この状況を打開するために新規事業
の検討を開始した。まず、高齢化が今後一層進むことを見据え、遺品の整理サービス事業に着目した。しかし、ニーズは
まだ限定的であると判断し、当面は現在のお客様のニーズでもある、不用品の回収・リユース事業を立ち上げることにし
た。まず限定地域でノウハウを蓄積し、次に広域に拡大する  段階の経営革新計画を作成した。

■新事業の計画内容
 段階目は地域限定の不用品回収・リユース事業である。既
存顧客（主婦層）や、新規の一般顧客を対象に、物品の整理収
納や、引越し・店舗リニューアル等の際に発生する不用品の回
収・リユースをする。緊急対応のニーズが多いことがわかって
おり、既存事業で培った小回りの利く対応が強みとなる。回収
した不用品はリユース品として輸出業者に売却する。
 段階目は (& モールのプラットホーム構築による多地域・多
品目対応である。 段階目の経験とノウハウをベースとして、
不用品回収の引き合いを受け、見積もりをして受注し、回収し
て海外輸出する一連の流れを (& のプラットホームとして構築
し、それを小回りの利く業者に有料で貸し出す。 社ではカバ
ーできない多地域・多品目に対応する不用品回収・リユース事
業に拡大する。利用者には、スマホから手軽に申し込めるなど
利便性を高める。参加事業者には、回収されたリユース品を海
外輸出する販路チャネルも提供するなど事業者支援も強化する。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
苦労して作成した事業計画が公的機関の評価で認められ自信がついた精神的メリットと、日本政策金融公庫の融資など
で優遇が受けられる実務的メリットを感じる。当初見込みと違うと感じていることは、事業を開始してみると、頑張って
作成しても、なかなかその通りにはいかないことである。経営革新計画を実行することの難しさを感じている。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営計画申請を決めなければ、ここまでしっかりと事業計画策定プロセスを経験することも成果物を得ることもできな
かったと思います。まずは、小さなアイデアで良いから計画を作ってみる努力をすること。次に、どんな形であれ、外部
の専門家の指導を受けること。私も、このプロセスを経験することが最大の勉強となりました。

企業概要

株式会社グローアス（代表取締役：山宮

剛）

所在地：東京都中央区湊１－１２－１１ 八重洲第７長岡ビル５階
業 種：給排水・衛生設備工事業
ＴＥＬ：０３－６２２２－５６５１

ＵＲＬ：http://growasu.co.jp/
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高強度ポリウレア樹脂系防水シートの拡販
（承認年月：令和元年 7 月、3 年計画）

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社はシーリング防水工事業を主体として、大手ゼネコンから新築および改修の防水工事を請け負っていた。バブル崩
壊後は塗装工事や躯体修理も手掛けて社員の多能化を進めてきた。 年ほど前には、ゼネコン依存の防水工事から脱却し
てリニューアル工事を主体とした事業へ転換するため、最初の経営革新計画を策定して新防水事業の確立を目指した。こ
れにより、現在は新築よりもリニューアル工事が主体となり、客先も多様化している。また、 年ほど前からは二回目の
経営革新計画として、防水シートを自社工場で生産して施工、販売までのシステム作りを行ってきた。
今回の経営革新計画は第三回目として、自社工場の量産体制を確立し、拡販体制を構築することを目的に策定した。当
防水シートと当工法を使えば現場作業が約３割に軽減されることから、当社で施工するだけでなく代理店制度を活用
して一層の普及を目指している。

■新事業の計画内容
この経営革新計画により、当社は資材開発メーカーの側
面を持つことになる。今まで自社現場に限って使用してい
たものを、さらなる品質および機能の向上と安定化を求め、
生産工程の改善を行うとともに大量生産によるコストダ
ウンを図る。
その一方、品質を保証するためには施工方法の指導が欠
かせない。すでに自社工場内に研修所を開設しており、当
面は当社の関係防水業者に対して技術指導を行い、教育シ
ステムの充実と指導員の能力を高めてから、一般の工務店
や個人事業主に講習の枠を広げていく。ホームページなど
で順次宣伝し、代理店制度は研修修了者にライセンスを付
与することで構築していく。
当製品・当工法の特長として、経年劣化した高速道路等
の剝落防止にも効果的だが、当面はマンションや団地の浴
室、ベランダ等の防水補修工事に特化して営業を進める。
右上の写真が工事前、右下が工事後の写真である。従来の
工法と比べると、現場での工程数を大幅に減らすことが可
能なため、全体の工事代金は約  となり、多くのニーズ
が期待できる。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
自社工場の取得が、計画から  年ほど遅れた。手ごろな工場の候補が見つからず、また自己資金の裏付けに弱かったこ
ともある。それにともない経営革新のスケジュールが大幅に変更になった。経営革新計画はそれなりの先行投資が前提に
なる場合が多い。長期の計画の場合、銀行の担当者が変わることもあり、同時に銀行の判断が変わる場合がある。それな
りの規模の企画の場合、複数の銀行連携による計画策定が望ましいと感じる。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
計画を実行するにあたり、その内容や進捗はスケジュール通りに進みません。当社も最初の経営革新計画に盛り込んだ
内容の達成度は半分くらいです。ただ、計画期間を終える頃には改めて全体を見直して、次の中長期計画を策定すること
が肝心だと思っています。既存事業と新規事業、部門別予算や人事など、他のさまざまな要素を統合して、全社全体の経
営の舵取りを行うにあたり、経営革新計画は有効なツールになります。

企業概要

多摩防水技研株式会社（代表取締役：草場

清則）

所在地：東京都八王子市楢原町１４５７－１
業 種：防水工事業
ＴＥＬ：０４２－６８６－１０６１

ＵＲＬ：http://www.tamabou.com/
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太陽光発電投資最適化モデルの開発・分析による
太陽光発電投資向けシステムの提供
（承認年月：平成 30 年 9 月、5 年計画）

企業概要

株式会社インベステック（代表取締役：梶

哲）

所在地：東京都千代田区西神田三丁目８番１号
業 種：受託開発ソフトウェア業
TEL：０３－３５５６－５６７７

URL：http://www.investech.co.jp/
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AI（人工知能）による特許審査シミュレーション
システムの開発と販売への事業転換
（承認年月：平成 30 年 9 月、4 年計画）
■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は、平成  年  月  日に設立し、知的財産権に関する調査およびコンサルティングサービスに従事してきた。既
存事業を進めるなかで、人手に頼る部分が多い知財業務をどうにかして効率化できないか検討した。
また、顧客企業から、特許取得の調査に多大な費用と時間を費やしているうえ、多くの場合、企業の発明者自身が特許
調査を実施しているため、本業の研究・開発業務が滞っているという意見も耳にしてきた。
このような問題を解決するため、人工知能を用いて国内外の特許庁のデータベースを分析し、短時間、低コストで、新
規性・進歩性判断のシミュレーションを行うことができるシステムのニーズが高いと認識した。そこで、特許出願者の労
力、時間、コストの負担を軽減するためのソフトウェア「$,6DPXUDL（特許審査シミュレーションシステム）
」を開発す
るに至った。

■新事業の計画内容
新事業では、特許出願調査を効率化するためのソフトウェア
「$,6DPXUDL（特許審査シミュレーションシステム）
」の開発を
行う。新事業により、人手に頼る利益率の低い事業活動を廃止
し、高成長、高利益率が期待できる「$,6DPXUDL」を中心とし
た事業（$, を活用したシステム開発と販売）に特化した事業に
転換していく。
「$,6DPXUDL」とは、人工知能を活用して国内外の特許庁の
データベースを分析し、低コストおよび短時間に人智を超えた
分析を行うサービスである。新規発明を考案する際に高額な費
用と無駄な時間がかかるという、技術開発会社やその技術者が
かかえている課題を解決できる。
当システムは、クラウドを活用した 6DD6 型のサービスであり、顧客満足度向上のため、継続的に機能追加や調査精度
の向上を図っていくことが可能である。また、米国、欧州、中国など、海外の特許データベースに対応することで、グロ
ーバルに展開していくことも視野に入れている。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
経営革新計画の承認を得たことで、新規事業を外部にアピールしやすくなったと感じている。承認書は額に入れて飾っ
てあるのだが、来客の方が興味を持って尋ねてくれることもある。
また、計画の策定を、中途採用メンバーも含め複数の社員で作成に取り組んだことで、社内外の経営状況を互いに深く
把握するきっかけになるなど、社員の成長に大きく貢献することとなった。さらに、
「市場開拓助成事業」などの助成金
の申請要件となっていることや、また助成金審査で有利になるなど、多くのメリットを得られた。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
当社は、創業  年目のベンチャー企業であり、いろいろなバックグラウンドを持った社員で構成されておりますが、経
営革新計画策定の過程が社員の成長に大きく役立ったと感じています。経営革新計画の策定には、苦労も多かったですが、
東京都産業労働局のご担当者の方にもアドバイスをいただきつつ、サポートをいただいたことで、無事に経営革新計画の
承認を得ることができました。

企業概要

株式会社ＡＩ Ｓａｍｕｒａｉ（代表取締役：白坂

一）

所在地：東京都千代田区大手町一丁目６番１号大手町ビル４階
業 種：情報サービス業
ＴＥＬ：０３－６２７０－５５７７

ＵＲＬ： https://aisamurai.co.jp /
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薬剤師の円滑な採用促進のための
プラットフォームの運営
（承認年月：令和元年 5 月、3 年計画）
■既存事業の内容と計画策定のきっかけ■
当社は平成  年  月に「世界に誇る日本の医療を、持続可能な社会基盤にする」という想いを掲げ設立した。
日本の医療機関の多くが採用面接など慣れていない場合が多く、「医師採用」がスムーズに行かないケースが多く見ら
れた。当社は平成  年  月より、医師採用のプラットフォームである「楽採」をスタートし、平成  年  月現在、
社以上の医療機関が利用している。
一方、薬剤師は ％が女性であり、医師以上に勤務形態や勤務時間も千差万別で多様化している。そこで、既存事業で
ある「楽採」の経験を活かし、「楽採薬剤師」プラットフォームを構築・運営することで、薬剤師を必要とする調剤薬局・
ドラッグストアなどの採用を促進させる効果が期待できると考えた。

■新事業の計画内容
従来の薬剤師の一般的な採用方法では、
①求人広告による方法と、②人材紹介会社
に依頼する方法があるが、多くは②を採用
している。しかし、人材紹介会社の多くは
全国展開をしていないため、限られた医療
機関や薬局にしか紹介できないことが
多々ある。
新事業では、全国の医療機関・薬局など
にサービスを展開し、
「医療機関・薬局な
ど」と「全国の紹介会社」に新事業の「楽
採薬剤師」プラットフォームを利用しても
らうことで、薬剤師の多様化したニーズを
満たすことが可能となる。
新事業の特徴は下記の通りである。
① 医療機関・薬局などは、全国の人材紹介会社に求人情報が発信可能になり、採用の可能性が大きくなる。
② 人材紹介会社は従来よりも幅広い医療機関・薬局などの求人情報が閲覧可能になり、
紹介できる対象件数が増大する。

③ 薬剤師は、勤務先候補の増加により、望む勤務（時間・場所など）の可能性が高くなる。
この新事業を通じて、医療機関および医療従事者に対するサービスレベルを更に高いものにすることが可能となる。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
承認メリットは資金調達が容易になったことです。特に日本政策金融公庫の調達がスムーズに行くようになりました。
当初見込みと違うと感じていることは、スピード感がやや遅いように感じました。本計画の申請から承認、フォローアッ
プまでがもう少し早くなると、新事業の展開がスムーズに行くと思います。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画を策定するにあたり、基本的な記載項目が決まっていたので考え方も整理でき、新事業について深く考え
るよい機会になりました。また、金融支援についても金利の優遇がありとても助かりました。是非、本計画の策定をお勧
めします。

企業概要

株式会社ＭＨＡ（代表取締役：青木

宏）

所在地：東京都港区西新橋１－１７－１６ 宮田ビル３階
業 種：その他の情報処理・提供サービス業
ＴＥＬ：０３－６５５０－９００９ ＵＲＬ：http://mha-corp.com/
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カンパニーマイルを活用した新事業展開
（承認年月：令和元年 8 月、3 年計画）

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成 30 年 5 月に設立され、ベトナム人 IT エンジニアを活用したオフショア開発サービス（Web システム、
アプリ開発等）を提供している。
日本の従来の福利厚生サービスでは、①一律的な福利厚生を提供する「一方的ギブ」がほとんどのため、②社員
ひとりひとりのモチベーション向上につながらず、また、社員が自分で好きに選べる福利厚生代行サービスにおい
ても、③企業は利用費を払っているが実際には多くの社員が使っていないという課題があった。一方、当社の創業
者である猪瀬ルアンが  年経営してきたベトナムのオフショア開発会社「-9,7-6&」では、ベトナムの流動的
な ,7 人材マーケットに対応するため、「カンパニーマイル」を活用した人事・福利厚生制度を試験運用し、成果を
上げてきた。そこで、ベトナムで成果を上げている「カンパニーマイル」を活用し、日本の中小企業の従来の福利
厚生サービスの問題を解消する事業として、本計画を策定した。

■新事業の計画内容
新事業では、日本の中小企業に、①「ギブ&テイク」の福利厚生を実
現できる当社独自の「カンパニーマイル」システムを販売する。②
「カンパニーマイル」は、マイルの獲得や使用の自由度が高く各社独
自の設定も可能で、満足度が得られやすく、③実に  割以上の社員が
日常的に利用しているという特徴を持っている。
新事業の実施に向けて、ベトナム法人で利用している試験システム
をベースに、日本企業向けに機能を拡充し、モニター企業に導入し、
改善を図る。また、広告宣伝活動により中小企業による認知・理解と
利用を拡大するとともに、営業体制を整備する。
本計画の実現により、顧客企業の社員は、モチベーションが向上
し、意欲的に行動できるようになる。このことにより顧客企業は、社
員の生産性の向上の他に、定着率の向上、ひいては企業の成長が期待
できる。また、当社は、労働集約的な既存事業に加え、非労働集約的
な新規事業を行うことで、リスク分散と収益の向上が期待できる。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意
見）
承認のメリットは、①経営革新計画策定の過程では、自社事業の内
容が整理できたこと、収益を検討する機会となり収益予測が明確にな
ったこと、②承認取得後では、支援策やその活用の判断材料がわかっ
たこと、フォローアップでは、事業の推進に必要な特許などの専門情
報を得られたこと、ローカルベンチマークとその活用方法を知ること
ができたこと、などである。本来どの経営者にも必要な経営の基礎がここにあると感じている。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
新規事業の推進には、アイディアだけではだめで、中小企業診断士などの専門家の支援を得て、アイディアの実
現性を高めていくことが必要です。こうして事業の成功率も高まると感じています。そこで、経営革新計画の策定
をお勧めします。

企業概要

株式会社 JV-IT ホールディングス（代表取締役：猪瀬

ルアン）

所在地：東京都新宿区四谷三丁目 １１ 番
業 種：情報処理サービス業
ＴＥＬ：０５０－３１８４－０８５５

ＵＲＬ：https://jv-it.jp/
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3D空間を活用した
ECとデータ分析サービスの開発・販売
（承認年月：令和元年 7 月、5 年計画）
■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は独自開発した ' カメラと ' 加工技術を活用して、不動産物件などの ' データを制作するサービスを提供して
きた。当社が作成した ' データはその内部を自由に移動することができ、また、視点を  度好きな場所に向けられる
特徴を有する。したがって、バーチャル空間での物件の内見が可能なので、おもに不動産分野の企業に対して、' データ
を制作してきた。
 現在、日本は、中国や韓国などのアジア地域からの観光客が増えており、小売業や観光業はインバウンド需要を取り込
むための対策が急務となっている。当社の持つ ' 技術は不動産業以外にも応用できるため、より付加価値の高い新技術
を開発するとともに、小売業などの新規顧客層を開拓することを考えた。

■新事業の計画内容
当社がこれまで培ってきた技術を応用して、小売業などの企
写真：オフィスなどのバーチャル展示例
業を対象とした以下の新機能・新サービスを開発し、提供する。
① ' 空間で買い物ができる新機能を開発し、小売業などを
対象にサービスを提供する。バーチャル空間上で実際の店
舗にいるかのように、買い物ができたり、コンサート会場
の座席周りの様子や席の広さ、舞台の見え方などを確認し
ながら、チケット予約ができたりする機能・サービスを開
発し提供する。
② ３' 空間を利用したユーザーが、どのような商品を購入し
たのか、あるいはどのような商品やチケット販売であれば
（QR コードの読み取りで動画頁に移動）
座席に注目したのか、などの情報を収集・分析できるよう
にし、実店舗レイアウトや商品陳列の見直し、商品開発な
どに活用できるようにする。
 このように、当社の ' 技術を活かして、日本の素晴らしい文化やサービス・商品などの魅力を海外に伝え、日本の産
業振興の一助になることが当社の目標であり、ミッションと考えている。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
当社の技術は活用できる分野が広く、今後も開発を続けていくため、経営革新計画の承認を機に、金融機関や投資会社
に資金調達のための相談をすることを考えている。
また、当社だけでは難しい販路拡大にも、承認されたことが役立つのではないかと期待している。
最近、承認されたばかりなので、見込みと違うと感じていることは見当たらない。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
中国出身の当社経営者が、インターネット検索で、この経営革新計画という中小企業に対する支援策があることを知り、
計画を策定しました。
日本で起業している中国などの外国人の友人も多いのですが、ほとんど、このような支援策は知られていないので、国
内の外国人起業者も、経営革新計画の策定を検討することをお勧めします。

企業概要

3DNest 株式会社（代表取締役：張

顕赫（チョウ

ケンカク）
）

所在地：東京都渋谷区代々木 １－３０－１４ 天翔代々木 ANNEX １０４号室
業 種：パッケージソフトウェア業
ＴＥＬ：０３－ ６２７６－５６２６

ＵＲＬ： http://3dnest.co.jp/
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省エネ・エコな機械式錠前システムの構築と
そのサービスの提供
（承認年月：令和元年 12 月、5 年計画）
■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は昭和  年に創業、おもに売り上げの約 ％を占める受託ソフトウェア開発事業と文教ソリューション事業「登
下校みまもりサービス」
、
「れんらくもうサービス」を提供している。技術と人材育成に強みを持ち、第  回千代田ビジ
ネス大賞中小企業同友会千代田支部長賞を受賞した。
近年の旺盛な ,7 需要と顧客との関係から売り上げは中期的に成長が見込める一方で、人材確保難から大きな飛躍のた
めには人材の数に依存しない新事業が必要と認識している。こうしたなか、防犯関連市場、特に高度なセキュリティ機能
の鍵市場が急速に拡大する見込みであるとわかった。
そこで、暗証番号が機械的に変わる錠前システムの基本特許を取得し、低コストで安全性の高い錠前システムを提供す
る本計画を策定した。

■新事業の計画内容
新事業では、特許を有する機械的に変わるパスワー
ドが内蔵された錠前と、パスワードのデータをあらかじ
め保管してあるインターネットに接続されたサーバー
から構成される錠前システムを開発し、サービスを提供
する。
当社は強みが活かせるサーバーなど運用ネットワー
クの開発・構築と運用・保守をするコールセンターの運
営に専念する。錠前の開発と製造はメーカーと協働し、
販路開拓に関しては必要に応じ商社などと連携して有
望市場を見極めながら進める。錠前システムには以下の
特徴がある。
① 利用者はスマートフォンなどを使い、サーバーから
パスワードを取得して開錠する。
② 施錠するたびにパスワードが変化し、新しいパスワ
ードを入力しなければ開錠できないため、セキュリ
ティが向上する。
③ 錠前自体はインターネットに接続しておらず、電源
やネット配線がなくても動作可能。
④ 設置の施工やランニングコストがほぼ不要であるため、安価で導入・利用できる。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
錠前の試作品の設計・開発など計画を進める段階で経験のないことがあり、さまざまな課題が生じる。これを解決する
ために協業先を探しているが、なかなか見つからず、計画が思ったように進まないのは当初の見込みとは違うと感じると
ころである。メリットについては、承認を得たばかりのため、まだ感じられることはない。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画を策定し承認を得ることは、自社にとって新しい価値を創造する機会になります。また、計画を進めてい
く上で、それぞれの専門分野の人たちが出会い、ともに協力して新事業の課題を克服していく過程はとても楽しく、得難
い経験となります。計画策定を検討している皆様には、是非ともチャレンジすることをお勧めいたします。

企業概要

株式会社タイム（代表取締役：高木

道郎）

所在地：東京都千代田区神田小川町１－４－２ 風雲堂別館ビル３Ｆ
業 種：受託開発ソフトウェア業
ＴＥＬ：０３－３２５７－１６６５

ＵＲＬ：http://www.time21.co.jp/
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革新的 コラボレーション型
ARトラベルアプリプラットフォーム
（承認年月：平成 30 年 5 月、5 年計画）
■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成  年  月に、印刷会社からスピンアウトした美術大学出身の二人が設立した。強みは広告デザインや :HE
デザインにある。しかし、前職会社からの発注増加は期待できず、競争が激しいホームページ構築の仕事も伸び悩んだ。
それゆえ、新たにトラベルアプリプラットフォームの事業展開を決断した。
新アプリの特長は、インバウンド向けの約  言語対応と $5＊ 拡張現実 技術にある。旅行者がスマホの地図上のアイ
コンをクリックし、見所の画像等が次々と現れる $5 体験を楽しみながら、スポットに誘導されて実際に体験をする。
スポットは観光施設、商店街、レストラン等々と多岐にわたり、事業者にて簡単にスポット登録が可能である。当社と
顧客である各スポットとのコラボレーションにより、互いの売上増に貢献するプラットフォームである。

■新事業の計画内容
＜開発目的＞
以下の課題解決にある。
１）外国人観光客の困りごと
①日本語表示が理解できない
②乗換が複雑で辿り着けない
③安心･安全で楽しい旅をしたい
２）観光関連事業者の困りごと
①特長周知の上、集客したい
②手軽に多言語対応したい
③確実に当所へ誘導したい
＜解決策＞
多言語対応、$5 での写真動画表示、
スマホ地図誘導、事業者簡単登録等
の機能を持つ、トラベルアプリプラ
ットフォームを開発している。
＜開発経緯と事業化＞
 当初、$5 技術を持つ国内ソフト会社に開発を依頼し、資金調達には補助金を活用できた。その後の改修と追加開発
において、国内ソフト会社との間に問題が発生したため、ベトナム人知人の紹介を受けて外注先を、ベトナムのオフ
ショア開発に切り替えた。品質は申し分なく、コスト的にも借入だけで賄えた。
 予定より  年以上という大幅な遅れとなったが、令和元年春にサービスインすることができた。令和元年 ～ 月
期に予定している富士吉田におけるインバウンド向けの、本格的な実証実験に向けて準備中である。
 プロモーションは、実証実験結果を反映した大がかりなプレスリリース、インバウンドマーケット ([SR、ツーリズ
ム ([SR、産業交流展等への出展、政府観光局海外事務所での多言語パンフレットの配布、:HE 広告等を計画している。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること
経営革新計画の承認により、日本政策金融公庫や民間金融機関からの融資を受けやすくなった。また、補助金への補助
率アップや加点効果も大きかった。見込み違いは、事業計画でのトラブルやハプニング想定が不十分で、大幅に開発遅れ
が生じたこと。公的機関の追加支援や、実施フォローアップ支援の助言にも勇気づけられた。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
東京都にはさまざまな中小企業向けの施策があり、大変恵まれていると感じる。経営革新計画は、施策をどんどん利用
するためのスタート点である。また、新事業を興すための事業計画立案にも助言を受けられ、より良いビジネスモデル構
築に役立つので、ぜひトライして頂きたい。

企業概要

ｐａｍｚ．株式会社（代表取締役：北條

一美）

所在地：東京都大田区羽田旭町７番１号

業 種：インターネット附随サービス業、デザイン業
ＴＥＬ：０３－６４２３－７２７５ ＵＲＬ：https://www.pamz.jp
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当社技術をコアとするヒト、モノ、イチ管理の
ソリューション開発
（承認年月：令和元年 12 月、3 年計画）
■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成  年に設立し、カラーコード技術であるカラービットを世界で初めて開発し、ソフトウェアの開発キット
をライセンス販売してきた。カラービットとは、 色のセルの並び順を画像認識し、,' に変換できる自動認識コードであ
る。スマートフォンなどでも認識でき、複数の一括読みが可能など、バーコード、45 コードなどの既存技術にはない特徴
を持っている。微小部品などへもマーキングが可能であり、ゆがみ、ボケ、ブレに強く、位置順番が認識できるので、多
くの会社のシステムに組み込まれてきた。
しかし、顧客側で当社のライセンスに対する理解や技術指導に時間を要することに加え、ライセンス販売に限定される
ため、販売単価が抑えられてしまっていた。

■新事業の計画内容
新事業では、市販のハードウェアであるカメラ＋3&＋周辺機器
類と、カラービットの読み取りソフトを含めたシステム管理ソフ
トウェアを開発し、システムをキット化して販売する。
このシステムの適用用途としては「ヒトの管理（入退室管理）」
「モノの管理（在庫・棚卸・商品検索）
」
「イチの管理（工場など
における屋内位置管理）
」を対象としている。
価格面では、顧客が導入しやすいサブスクリプション方式の課
金とし、システムの保守、管理費を徴収する。
当システムはカラービットの特性を生かすことで、布製タグの
利用、複数コード認識、電波による反射、干渉などの影響排除と
いった特徴を持つことができ、エンドユーザーにとっては、既存
技術では管理できなかったモノが管理できるようになる。
当社のメリットとしては、普及にともない、安定的な収益を確
保できるようになる。さらに、世界レベルでパテントを有してい
るため、当事業は世界進出へのきっかけとなる。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
経営革新計画が承認されたことによる金融機関からの優遇制度があることが、承認のメリットとなると考えている。ま
た、今後、経営革新計画の承認が条件となったり、加点項目となったりする補助金に申請する予定である。
一方、承認されて日が浅いので、当初の見込みとちがうと感じることはまだない。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画に承認されたのは  回目です。前回の経営革新計画の承認後には、補助金に申請して採択されました。こ
れも、承認により、補助金の審査で加点されたからと考えます。
とくに、東京都の補助金への応募を考えている企業は、ぜひ、経営革新計画の申請をすることをお勧めします。

企業概要

ビーコア株式会社（代表取締役：水野

廉郎）

所在地：東京都千代田区西神田 ２－５－６ 中西ビル７階
業 種：情報処理サービス業
ＴＥＬ：０３－３２６３－２３４１

ＵＲＬ：https://www.colorbit.jp/
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顧客特性に合わせた「香りの宅配サービス」
を
活用した香り事業の展開
（承認年月：平成 31 年 3 月、5 年計画）
■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成  年  月に創業し、店舗などの空間の香りや音響の企画・管理を主たる事業としている。
近年、香りを楽しむライフスタイルが広がり、アロマ関連商品の市場は、平成  年に  億円まで拡大した。
このニーズに応えるため、当社でも平成  年からフレグランス関連商品を、自社 (& サイトで販売開始した。
しかし、香りの特性上、サイト上の文字や画像で伝えられる情報には限界があり、消費者が店舗を訪問せずと
も、香りを体験できる事業体制が必要であった。また、嗜好品の分野では、多くの消費者の嗜好が固定化すること
が知られている。
そこで、代表者のフレグランスに関する専門性と、多様なフレグランス関連商品を取り揃えている当社の特長を
生かし、商品の宅配により顧客の特性に合わせたさまざまな香りを体験できる事業として、本計画を策定した。

■新事業の計画内容
新事業では、自社サイト「NXUDVKLWRNDRUL」を介して会
員を募集し、月に一度、各会員の顧客属性や嗜好に合わせた幅
広い商品のサンプルを定額で配布するサービスを提供するとと
もに、サンプル配布で広がった顧客の嗜好や需要に合わせたフ
レグランス商品や関連商品を自社 (& サイトで販売する。
新事業の実施に向けて、代表者のフレグランスに関する専
門性を生かし、顧客特性に合った香りを提案するとともに、既
存事業のために取り揃えた多様な商品を用いたサンプル配布体
制を構築する。
本計画の実現により、顧客は、自分の属性や嗜好に合った
香りを自宅に居ながら体験し購入できるとともに、これまでと
はまったく違う香りに触れて嗜好の幅を広げることができ、ひ
いては香りによる充実した生活を実現できる。当社は、香りを
体験できる革新的サービスの提供により、当社商品に対する認
知度の向上、会員獲得による顧客の安定的な確保、自社 (& サ
イトの販売促進、などの効果が期待できる。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自
由意見）
承認のメリットは、①経営革新計画策定の過程では、実施し
たいことを具体的に整理できたこと、公的資金の活用方法や経
営革新計画申請書作成のノウハウを勉強できたこと、②承認取得後では、中小企業診断士によるフォローアップを
受けることができ、計画実施に向けて、具体的なやるべきことが明確になってきたこと、などである。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画申請書の策定や具体的な実施事項の作りこみによって、初めて明らかになってくる課題もあります
が、それをきっかけに改善の道筋も見えてきます。こうした過程で大切なことは、なぜ経営革新計画の承認を取得
しようと考えたのかを振り返り、初心を忘れずに、改善の方向を検討することではないかと感じています。

企業概要

COUP 株式会社（代表取締役：平原

秀輝）

所在地：東京都立川市幸町４－４４－２０
業 種：他に分類されない織物・衣服・身の回り品小売業
ＴＥＬ：０４２－５０５－８０８１ ＵＲＬ：http://www.coup-scent.co.jp
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まつ毛増毛認定制度を活用した
特許技術の全国展開
（承認年月：平成３1 年３月、5 年計画）
■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は、平成  年  月  日の設立であり、代表者が発明した「増毛技術」の開発・指導による普及活動を主たる事業
としている。既存事業では頭髪の増毛技術について特許を取得し普及に取り組んできた。近年、若い女性の間で人気とな
っている「まつエク まつ毛エクステンション 」について、①使用する接着剤によってアレルギーや目への誤入などのト
ラブル、②美容師資格を有せず未熟な技術者による施術など、利用者の安全を脅かす問題が指摘されている。
新事業では、既存事業の「増毛技術（頭髪）
」をまつ毛に転用して、
「湊式まつ毛増毛技術（特許第  号）
」とし
て確立した技術を、資格認定制度を活用して、全国への普及活動を展開する。

■新事業の計画内容
①既存技術の問題点
現在日本で普及している長時間持続するまつ毛増毛法には、
「つけまつ毛」
「マツエク（まつ毛エクステ）
」とがある。両者
ともに接着剤を使用して肌ないしまつ毛に固定するのが特徴で
あり、上述のトラブルの原因となっていた。
②本技術の特長
湊式まつ毛増毛技術は地毛に人工毛を結び付ける施術方式で、
接着剤を用いないために上記の健康被害の懸念がない。特許取
得済みの専用機材を使って独自技術にて施術することの他に、
以下のメリットがある。
・特殊技術により洗顔しても落ちにくい
・マツエクよりも長時間持続
・逆さまつ毛の解消
・加齢による瞼のたるみ解消
・奥二重の解消
・二重目蓋になるケースもある
③資格認定制度について
「まつ毛増毛技術師育成講座」と称して  時間（ 時間×
日間）の座学講座・実技講習・認定試験により、施術師の技術
の高品質・安定性を確保する。認定試験の合格者は、
「まつ毛増
毛技術師」に認定するとともに、特許技術の使用許諾をはじめ
とした各種の待遇を提供される。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
経営革新計画の認定を受けたことにより、信用保証や融資が得られやすくなりました。また、認定を得るまでに支援機
関の皆様からのご指導をいただき、計画を客観的に考えることができました。当初見込みとの違いは、特許技術の模倣製
品により、一部の顧客に価格・品質面で損失が生じたこともあったことです。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
金融機関とのおつきあいにおいて、経営革新計画申請の内容を共有化しておくことが信頼関係作りに大いに役立ちまし
た。経営革新計画の認定を受けてから融資を申し込むのではなく、経営革新計画の申請を決めた時から、金融機関と計画
の共有化を行えば、目標は達成しやすくなると確信します。

企業概要

有限会社特許増毛協会（代表取締役：湊

英次）

所在地：東京都板橋区赤塚二丁目 １ 番 １２ 号パンダビル ３Ｆ
業 種：その他小売業
ＴＥＬ：０３－５９６８－７５７７

ＵＲＬ：https://www.zoumou.gr.jp/
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フェアトレード＆オーガニックコットン
国際認証製品の小規模事業者向けWeb販売
（承認年月：令和元年 12 月、5 年計画）
■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成  年  月設立以来、国内で唯一のフェアトレード＆オーガニックコットンのダブル認証商品を活用し
た 2(0 事業を展開してきた。おもに &65（企業の社会的責任）活動に積極的な大企業・自治体向けの 7 シャツやバッ
グなどのグッズおよび、大手小売店向けのアパレルファッション製品をインドで製造し、国内で販売している。
また、(& 事業では消費者向けにトートバックや 7 シャツにプリントや刺繍加工デザインの注文までできるカスタム
サービスを提供している。
最近では、消費者の安心・安全意識の高まりや社会貢献志向の高い中小企業の増加により、小規模事業者などから
商品の問い合わせが増加しているが、対応できていない。さらに、当社では大企業向け 2(0 事業への経営依存度が高
いことに加え、我が国ではフェアトレード（公平貿易）製品の認知度が海外先進国と比べまだ低いのが実情である。
 こうしたなか、新たな顧客層の拡大と認知度向上のために、小規模事業者の小売店や小規模事業者を顧客にもつ広
告代理店に対して、顧客企業ごとのオリジナルのフェアトレード＆オーガニックコットン国際認証製品を開発し、:HE
サイトを通じて小ロットで手軽に注文できる仕組みを柱とする経営革新計画を策定した。

■新事業の計画内容
新事業の計画では、当社の既存事業で培ってきた製品・サービスのノウハ
ウやネットワークを活かしながら、以下の施策に取り組む。
➀商品・サービスの新たな提供
フェアトレード＆オーガニックコットン製品を活用した基本商品を規格
品として提供する（無地での販売）ほか、プリントなど名入れサービスも提
供する。
②ターゲット顧客への販促
社会貢献意識の高い中小事業者を顧客にもつ広告・イベント代理店や素材
（安心・安全の綿）にこだわる小規模事業者に対して販売活動を促進する。
③価格・商品の設定
新商品として購入しやすい価格訴求戦略商品を開発するほか、既存商品と
の共有化も一部図り在庫リスクを抑制する（ケース販売での割引）
。
④販売チャンネル・販促方法
:HE サイトで簡単に注文ができる購入システムの活用とコンテンツの充実
を図る。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
経営革新計画の承認を得たことによるメリットについてはまだ実感がないが、今後助成金申請の際の加点および金
融機関などからの融資において成果に繋げていきたい。承認を得たことはあくまで通過点であり、革新計画を達成し
てこそ意味があると考えている。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
計画を策定する段階で外部の専門家から客観的意見を頂くことで、自社の事業アイデアを多角的に、そして冷静に
見られたことが良かった。

企業概要

株式会社フェアトレードコットンイニシアティブ（代表取締役：入江

英明）

所在地：東京都千代田区神田錦町３－２１
業 種：織物・衣服・身の回り品卸売業
ＴＥＬ：０３－４５７０－０８１６

ＵＲＬ：https://fairtradecottoninitiative.com
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高齢者・低所得者向け物件の展開と業界情報の
発信によるブランディング
（承認年月：令和元年 12 月、4 年計画）
■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成  年に設立、既存事業はおもに不動産物件情報の広告代理事業であり、これまで不動産の賃貸借や売買に
係る業務は協力会社の不動産業者に依頼してきた。
こうしたなか、近年不動産業界は空き家の増加と高齢者・低所得者などの要配慮者受入住宅の不足という課題に直面し
ている。これらの課題に対応可能な制度として、当社は「住宅セーフティネット制度」に着目した。
具体的には、当社が主体となって高齢者・低所得者などの要配慮者向けの不動産事業を展開するという新たなビジネス
モデルを展開する。そのためには、本格的に不動産業に参入する必要があると考えたことが、経営革新計画策定のきっか
けである。
また、当社社長は、不動産業界について幅広い知識やノウハウを蓄積しているだけでなく、既存事業のマーケティング
やブランディングの知識・ノウハウを有している。こうしたことも経営革新計画の策定を後押しした。

■新事業の計画内容
本計画は、  空き家を活用した高齢者・低所得者向け
物件の展開、  ブランディングを通した不動産会社とし
ての地位確立の  つの柱からなる。
 を行うため、本格的に不動産業界に新規参入する。
具体的には①空き家を抱えるオーナーへの働きかけによ
る住宅確保要配慮者向け住宅の登録（住宅セーフティネッ
ト制度の利用）促進、②当社保有の住宅確保要配慮者向け
住宅の高齢者・低所所得者向けの賃貸、③当社保有の住宅
確保要配慮者向け住宅登録物件の販売を行うことである。
このようにしてオーナーと入居者の双方にメリットがあ
る仕組みを確立する。
  では、①マンガによる情報発信 :HE サイトの運営、
②効果的な情報発信を実現する 616 広告の活用を行う。
616
は、ターゲット層に確実に情報発信できる )DFHERRN 広告
と拡散力の高い 7ZLWWHU 広告を併用し、分かりやすいかた
ちで発信し、不動産会社としてのブランディングを図る。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること
東京都経営革新計画の承認により、当社社長の経営革新に向けての想いが従業員にも分かりやすく伝わり、確実に従業
員のあらたな仕事への取り組み意識が高まったと感じている。
また、承認を得ることで、対外的にも宅建業免許取得、セーフティネット住宅の登録手続き、情報サイトの作成など、
当初の革新計画が予定通り進めることができたと感じている。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
東京都の経営革新計画のフレームに沿って計画策定に取り組めば、経営環境の分析から論理的に新規性や実現可能性の
高いビジョンや戦略が策定できるだけでなく、自社の強みや弱みも浮き彫りになる。こうした業務は本来経営者がなすべ
きものであるが、日々の業務に追われていると容易に取り組めないことが多い。
しかし、経営革新計画に取り組むことで、本来経営者としてなすべき業務が、専門家の支援などを受けることにより効
率よく行うことができる。

企業概要

株式会社Ａ－Ｓ（代表取締役：若井

直也）

ＴＥＬ：０５０－１７０５－５７９３

ＵＲＬ：http://www.royaleinsure.jp

所在地：東京都新宿区高田馬場三丁目 １２ 番 ２５ 号石田ビル ３Ｆ
業 種：不動産業、広告業
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シニア向け短時間
パーソナル健康・美容支援事業
（承認年月：令和元年 8 月、4 年計画）
■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成  年に設立し、都内でトレーニングジムの運営を行っている。代表の天沼知恵子は、現役プロゴルファー
でツアー優勝など多くの実績を残しており、そのプロ生活で培った身体に対する理解と経験をもとにした指導を強みとし
ている。一般のパーソナルトレーニングを提供しているジムは、若年層の利用が多いため、シニア層は入りづらく価格も
高い。また、集団でのエクササイズや利用者自身がプログラムを選ぶところが多く、利用者は自分に合った内容がわから
ないうえ、独自の判断で行うと逆に体を傷めてしまう可能性がある。
そこで、シニア向けに特化して来店しやすくするとともに、短時間で気軽なパーソナル指導を低価格で提供することに
した。健康や美容など総合的なサポートをし、最終的にはスポーツもできるようになりたいという健康維持・増進の要望
に応えるものである。

■新事業の計画内容
新事業では、シニア向けに短時間パーソナル健康・美容支援
事業を行う。 歳以上のシニア向けサービスを手厚くし、一人
ひとりの目的に合わせて、トレーニング・コンディショニング・
リラクゼーションなどから個人に合ったプログラムやマンツー
マン指導を実施する。シニアでも無理なく一回  分程度の短時
間で、健康と美容の維持・増進を図り、最終的にはゴルフなど
のスポーツができることをめざしていく。
現役プロゴルファーである代表の天沼の人脈と知名度を活か
して、競合他社との差別化を図り、事業の成長と経営革新の目
標を達成する。
本事業によるおもなメリットは、以下のとおりである。
・当社にとっては、新規事業により売り上げが増える。
・シニアの利用者にとっては、若者に気後れして来店しづらい
などの心理的な抵抗なく、短時間で気軽なパーソナル指導を受
けられ、健康と美容が増進する。
・社会にとって、健康な高齢者が増えることで、医療・介護費用の低減が図れるとともに、高齢者が生きいきとした社会
が実現する。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
我々のスポーツ業界では経営革新計画をご存知の方がお客様を含め周りに少なく、経営に目に見える影響があったわけ
ではありませんが、東京都という公的機関に事業計画が承認されたことにより、社会的信用が向上したと思います。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
申請書類の作成には非常に苦労しましたが、事業計画を改めて確認、見直すことができ、よかったと思います。
まさに、自分達がやっている仕事は革新的な計画で、社会に貢献できる！と思っていらっしゃる経営者様にはぜひ、チャ
レンジしていただきたいと思います。

企業概要

有限会社 AP-GRIP（代表取締役：天沼

知恵子）

所在地：東京都港区麻布十番２－１－８ ２０４
業 種：フィットネスクラブ業
ＴＥＬ：０７０－１２７０－２９７５
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ＵＲＬ：https://www.impact-a-body.com

石灰石を配合したエコバックを活用した
ブランディング・サポートの提供
（承認年月：令和元年 12 月、4 年計画）
■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成  年  月に設立し、アミューズメント業界を主な顧客をとする広告代理店業を主たる事業として、広告制
作・出稿の手配から店舗でのイベント企画・集客など、クライアントの要望に沿った企画提案に努めてきた。しかし、今
後インターネット広告の需要は加速度的に拡大していくことが見込まれる一方、競合の参入も多く、他社との差別化要素
がなければ将来性は乏しいことから、新たなサービスを開発・提供する必要性を感じていた。
廃プラスチックの量を減らす取組みは世界中で行われているが、日本では、まだ、具体的な方策はあまり進められてい
ない。(6*（(QYLURQPHQW：環境、6RFLDO：社会、*RYHUQDQFH：企業統治）の観点に基づく企業活動の重要性を認識してい
ても、環境への配慮を前面に押し出したこれらの活動を、顧客や投資家にわかりやすく展開することは容易なことではな
い。そこで、各企業が、こうした環境へ配慮し持続的な社会の実現に貢献できる活動を比較的容易に展開できるようなシ
ステムの形成を目指すこととした。

■新事業の計画内容
新事業では、
「/,0(;%DJ」という石灰石を配合したエコバックを活用し、
環境問題というトレンドを活用した効果的なブランディング・サポートを提
供する。
クライアント企業のイメージカラーと環境に配慮したメッセージをデザ
インした「/,0(;%DJ」を、特定の主要ターミナル駅周辺の商店に協力を呼び
かけ、特定日に持ち帰りのビニール袋に代替して配布してもらう企画を実施
する。エコバックとして「/,0(;%DJ」を利用してもらうことで、継続的にク
ライアント企業のブランディングに貢献する。これにより、以下のような多
方面に利点のある事業展開が可能となる。
 顧客は、エコバッグを用いた効果的なブランディングが可能になり、長期的な成長につながる。
 商店は、効果的なブランディングが可能になり、コスト削減につながる。
 地域・社会は、環境負荷が非常に低い製品の普及により持続可能な社会に近づき、国内自給が可能な素材の普及によ
り必要資源の海外依存度を下げることにつながる。
 当社にとっては、革新性が高く将来性のある新たな収益事業の創出により売上の増加および収益性の向上を実現し、
会社経営の安定化を図ることができ、ブランド力が向上する。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
経営革新計画承認後まだ間もないため、取引先や金融機関との間において、具体的に承認されたことによるメリットは
実感していない。
しかし、「小規模企業向け融資（小口）」「産業力強化融資（チャレンジ）」といった東京都中小企業制度融資を申し込む
場合には、金利を優遇してもらえる制度がある。今後の融資において、具体的にどのようなメリットを当社が享受できる
かを期待している。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画の策定を検討しているのであれば、ぜひ、計画策定を実行し、承認を受けることをお勧めします。
承認申請をするには、頭の中で描いているものを具体的に計画設定に落とし込むということに相応の時間をかけること
となりますが、新規事業開発を推進する上では、今後の成否のカギを握る重要な転機となるはずです。
単なるアイデアから経営革新計画を申請することができるレベルにまでに精緻化することが、新規事業を実現化させる
強力な推進力となることでしょう。

企業概要

S-DREAM デザイン株式会社（代表取締役：坂元

章洋）

所在地：東京都墨田区業平３－１７－９ マルホンビル３階
業 種：広告業
ＴＥＬ：０３－６６５８－５７４５

ＵＲＬ：http:www.s-dream.jp/
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出張手配と立替精算の一元管理による
業務改善システムの提供
（承認年月：平成 31 年 3 月、5 年計画）
■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は、平成  年  月に設立され、おもに東京都  区内の企業に出張手配サービスを展開している旅行会社である。
-5 券、航空券、ホテル、レンタカー、会議室、通訳 ガイド など、国内・海外を問わず企業が出張時に必要とするサービ
スを取り揃え、ワンストップで提供してきた。サービスを利用した企業からは、出張時における大きな立替え精算がなく
なり、社員の負担の軽減、コストの可視化と削減につながったと評価を受けている。
一方、タクシー代や飲食代、諸手当などの細かな精算業務については、いまだに出張後に手作業で行われているのが実
情である。この手間を削減したいという要望をユーザーから受けたことが、本計画に取り組むきっかけとなった。

■新事業の計画内容
計画の目的は立替え精算システムを新たに開発し、既存の
出張手配＋精算業務サービスの受付ページ㻌
出張手配サービスとシームレスに連携させることである。そ
れにより、利用者は交通や宿泊などの出張前の手配と、出張
後の立替え精算業務をワンストップで実行できる。同時に本
精算サービスを通常の精算業務用としても提供する。経費管
理とワークフローの一元化が実現し、ユーザー企業ではさら
なる業務効率向上が可能になる。
新システムの特徴は次の通りである。
①領収書画像取り込み、,&)HOL&D 読み取り機によるカード
情報の取得、申請・承認フロー、振り込みフォーマット出力
など多様な機能を備え、精算業務の一連の操作をスムーズに
行えること。
②既存の出張手配サービスと同様クラウド上で提供し、:HE、
タブレット、スマートフォンに対応していること。
本計画を契機として今後も「どこでも簡単に業務ができる」
サービスを当社の新たな事業分野として展開し、多くの企業の発展に役立ちたいと考えている。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
経営革新計画を作成することで客観的に自社を見直すことができ、到達すべき数値目標も再認識できました。これまで
は多忙を理由に細かな経営計画は作成していなかったが、今回改めて明確な目標をもって時間を作り取組んだ結果、自分
自身で作成することができました。また事業についての今後どのような取組みをしていくのか、どんな事業展開をするの
か考える時間も取れたので経営にプラスになったと思います。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画を申請する目的はいろいろあると思いますが、申請すると見えてくるものが増えるのは間違いありません。
支援機関を活用しながら実施するとさらに磨きがかかったものになるかと思います。

企業概要

株式会社エルク（代表取締役：川﨑

俊介）

所在地：東京都千代田区九段南三丁目 3 番 6 号 麹町ビル
業 種：旅行業者代理業
ＴＥＬ：０３－６２６１－２２５７

ＵＲＬ：https://www.elc.co.jp/
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認知症対策のため嚥下機能向上・脳活
プログラムを構築し高齢者に提供していく
（承認年月：平成 30 年 9 月、4 年計画）
■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成  年  月設立以来、「心に幸あり、体に幸あり」をモットーに商品を開発し、サプリメントやドリンクなど
の健康食品を中心とする通信販売をおこなってきた。
 本計画を策定したきっかけはおもに  つある。 つは、超高齢社会に突入した日本の社会問題に対する貢献である。な
かでも認知症は、平成  年時点で患者数が約  万人、令和  年には  万人に増大するといわれており、医療費はも
ちろん、介護の負担も大きな問題となっている。そこで、認知症および認知症による接触・嚥下障害の合併に着目した、
嚥下機能向上と脳の活性化を目的としたトレーニングキット「脳活・カラオケ図鑑」を開発した。
もう  つは、国立研究開発法人理化学研究所の中村振一郎先生との出会いである。中村先生にこれまでの想いと経緯を
話したところ、賛同を得ることができ、共同研究という形で「カラオケトレーニングキットを活用した嚥下機能向上・脳
活プログラムシステム」の開発に協力していただけることとなった。

■新事業の計画内容
新事業は、ハードとソフトの両軸が鍵となっている。
ハードとは、嚥下機能向上と脳の活性化を目的としたトレーニングキット「脳
活・カラオケ図鑑」のことである。写真のとおり図鑑の形をしており、本体に
 曲入りのカセットや歌詞カード、マイク  本がセットとなって収納されてい
る。また、高齢者でもボタン操作だけで簡単に扱える仕様となっている。
 ソフトとは、国立研究開発法人理化学研究所と共同で研究をおこない、練馬
区内の福祉施設にご協力いただき、臨床試験を実施した「カラオケトレーニン
グキットを活用した嚥下機能向上・脳活プログラムシステム」のことである。
現在（令和元年  月  日時点）、その研究結果をもとにした論文を国際ジャ
ーナルに投稿し、アクセプト（公文書）待ち状態となっているが、育成された
オレンジファシリテーター（指導員のオリジナル名称）を介し、高齢者の自宅
はもちろん、ケアハウスなどの福祉施設でも活用できる仕組みを整えている。
さらに、当事業による高齢者や若者の雇用創出も目指そうとしている。
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■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
当初は、金融機関からの融資を円滑に進めていけるのではないかという期待を持っていましたが、現在では、当商品・
サービスを事例として、行政がなかなか取り組めない事業を民間企業が取り組むことで社会貢献ができるということを、
生活者や行政機関に広く知っていただき、興味を持っていただけることを期待しています。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画を策定することで自社を深く知ることができ、今後、どうしていくべきかを深く考えるよい機会になりま
すので、皆様も是非チャレンジしてみてください。

企業概要

有限会社健幸堂（代表取締役：金子

朗敬）

所在地：東京都新宿区高田馬場１－３３－１３ 千年ビル５０２号
業 種：サービス業
ＴＥＬ：０３－６３０２－１４４８

ＵＲＬ：https://kenkoudo28.jp/
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フェーズフリー市場の創造と、
そのプラットフォームの拡充
（承認年月：平成 31 年 1 月、3 年計画）
■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は、平成  年（ 年） 月に設立され、代表の佐藤唯行のバックボーンである災害軽減工学を軸に、「防災プロ
デュース事業」を行っている。その事業の内容としては、①創エネ・省エネ等エネルギー事業、②防災・防犯事業、③地
域再生・地域活性化等社会貢献事業、④アセットマネジメント、⑤事業プロデュース・コンサルティングなどである。
『幸せで豊かな社会創りの担い手になる』という基本理念のもと、社会の脆弱性縮小により災害に強い社会を実現させ
たいと強く願っている。大きな災害が発生した直後には人々の防災意識は高まる。しかし時間の経過とともに防災意識が
薄れていき、人々の「日常時には非常時を意識できない」ということを前提にして、災害から身を守る第  歩として「フ
ェーズフリー」
（日常と非日常の区別なく使える）の概念を普及させたいという想いから、本計画を策定した。

■新事業の計画内容
フェーズフリーとは、平常時から災害時まで一貫
して利活用可能な価値それ自体を指す、当社オリジ
ナルの完全に新しい概念である。本概念の普及が社
会の脆弱性縮小に有効であると考え、講演会やコン
セプトサイト・ブックの制作、また記事まとめサイ
ト、(& サイトなどの機能開発を進めてきた。
本計画では、記事まとめサイト、(& サイトのコン
テンツ拡充や絵本の作成により、フェーズフリー市
場の創造を進めるとともに、フェーズフリー優良事
例集の作成、認定事業の開始によって、フェーズフ
リープラットフォームの拡充を行う。
フェーズフリー概念の普及・浸透により、多くの
フェーズフリー商品・サービスが生まれ、人々が日
常的に、個人レベルでの災害意識が高まることが期
待される。
結果として、災害対策が自然と行われる社会にな
ることを目指している。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
スペラディウス株式会社という小さなベンチャー企業が防災に取り組んでいる挑戦を、東京都に承認されたということ
が大きな意義を持つ。事業は計画どおりに進展し、新たなフェーズフリー商品が出てきており、大手販売会社に採用され
ている。当社の取り組みが広まっており、事業展開も新たな広がりが出てきている。
また、フォローアップ支援を受けることができ、新たなニーズに対する展開を検討できることもメリットである。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画を策定することで、計画が具体化され、明確になってきます。その策定された計画を、審査員から客観的
に評価を受けられることは、非常によい機会となります。自社の事業が、外部の審査員や専門家に客観的に見てもらえる
プロセスは、企業の成長にとって必要なことです。
あたらしいアイデアがあったら、ぜひ数値目標を含む計画に落とし込んで、挑戦してみてください。

企業概要

スペラディウス株式会社（代表取締役：佐藤

唯行）

所在地：〒 113 － 0034 東京都文京区湯島３－３１－１ ストーク湯島 ４Ｆ
業 種：他に分類されないその他の事業サー ビス業
ＴＥＬ：０３－６８０３－２７３９ ＵＲＬ：http://www.speradius.com/index.html
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2元動作学による姿勢・動作サポート商品の
企画製造販売
（承認年月：令和元年 10 月、5 年計画）
■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成  年に健美株式会社を設立、東京都板橋区に本社を置き、独自に構築した  元動作学を活用した「あけび
鍼灸院」名称の治療院を  店舗有し、治療・運動指導を行ってきた。
しかし、限られた鍼灸院で治療を行うより、予防や意識改革を行うほうが、多くの人々に役立ち、要望に応えられると
考え、平成  年に「あけび動作の学校株式会社」へ社名変更し、 元動作学の普及とともに、現代人の不調を招いたりす
る動作の改善、効率的な動きをサポートする商品の開発を企画販売する事業計画を立案した。
なお、社名の「あけび」は、
「明るく、健康で、美しく」の頭文字からとったものである。

■新事業の計画内容
 元動作学とは、人の動きは筋肉が伸びる方と縮む方のバランスで成り
立っており、 次元の動きを  次元でとらえるという考え方のことである。
現代人は、スマートフォンやパソコンの普及などにより、そのバランスが
崩れがちであるため、 元動作学により、予防や改善を図ろうとしている。
本計画は、大きく分けて  つあり、 つ目は、構築した  元動作学をも
とに、
「体聴自創文化」を創ろうとするものである。
「体聴自創」とは、自
分の身体の声を聴き、なりたい自分を動作で創るという意味の造語である。

 つ目は、 元動作学から発想した動作商品の開発・販売である。商品
には、バランスボールやストラップ、マウスなどさまざま考えられるが、
まずはストラップ（携帯端末保持具）から取り組んでおり、特許も取得済みである。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
承認メリットは、一人で考えていると思い込みで進めてしまう可能性もあるため、外部の専門家や機関に見ていただく
ことで、事業計画内容を見直すよい機会になったことです。また、これまで続けてきた努力や事業計画内容が世間に認め
てもらえるきっかけにもなりました。
当初見込みと違うと感じているところは、申請書作成におけるアドバイスが、申請を通すための意見にやや偏っており、
事業内容の本質に踏み込んでいただけなかったと感じたところです。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
事業計画や申請書類を自分で立案・作成することで、頭の中で考えていたことを整理することができました。
また、中小企業診断士によるフォローアップ制度もあるため、実際の進め方に経営者の思い込みが入った場合でも、改
めて視野を拡げていただけるところも良い点だと思います。皆さんも是非、チャレンジしてみてください。

企業概要

あけび動作の学校株式会社（代表取締役：海谷

重利）

所在地：東京都板橋区本町２０－６
業 種：サービス業
ＴＥＬ：０３－６９０５－７８７３

ＵＲＬ：https://akebims.com
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第３章㻌 資料（東京都経営革新計画の特徴）㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 
（１）承認件数
東京都では、経営革新計画の承認を平成  年  月に開始しました。開始から令和元年  月までの
累計承認件数は、 件と  千  百件を超えています。また、平成  年度末時点でみると、全国に
おける累計承認件数  件に対し、都の累計承認件数は  件で約１割を占めています。
年度別の年間承認件数の推移をみると（図１）
、近年では、平成  年度の  件を底に承認件数は
増加傾向を見せ、平成  年度には  件と  件を超えました。平成 、 年度は  件で推移ま
したが、緩やかな景気回復基調や経済政策効果などにより、平成  年度は大幅に増加し  件と  年
振りに  件を超えました。

図１ 承認件数の推移（東京、平成 11～令和元年度）

※11 年度は 9 月からの 7 か月、30 年度は 12 月までの 9 か月間の値。
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（２）業種別承認件数（構成比）
令和元年度（ 月まで）の業種別承認件数（構成比）をみると（図２）
、その他サービス業が ％
で最も高く、次いで、情報通信業が ％、製造業業が ％となっています。また、卸売･小売業
が ％となっています。
図２ 業種別承認件数（構成比）
（東京、平成 31 年 4～令和元年 12 月）

※12 月までの 9 か月間の値。承認時の既存事業の業種で分類。

業種別承認件数（構成比）の推移をみると（図 ）
、令和元年度は、その他サービス業と情報通信業
が増加した一方で、製造業が減少しました。また、卸売・小売業は  年連続で減少しています。
図３ 業種別承認件数（構成比）の推移（東京、平成 11～令和元年度）

※11 年度は 9 月からの 7 か月間、令和元年度は 12 月までの 9 か月間の値。上位 5 業種以外は合算。
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（３）地域別承認件数（構成比）
令和元年度（ 月まで）の地域別承認件数（構成比）をみると（図４）
、都心が ％で最も高く、
次いで副都心が ％、城東が ％となっています。また、多摩が ％と  割弱を占めています。
図４ 地域別承認件数（構成比）
（東京、令和元年 4～12 月）

※12 月までの 9 か月間の値。承認時の本社所在地（登記）で分類。

地域別承認件数（構成比）の推移をみると（図５）、令和元年度は、都心の割合がさらに増加しま
した。また、城東が減少した一方で、副都心が増加しました。城南は増加しているものの、城北、城
西、多摩は減少しています。
図５ 地域別承認件数（構成比）の推移（東京、平成 11～令和元年度）

※11 年度は 9 月からの 7 か月間、30 年度は 12 月までの 9 か月間の値。島しょは 1％未満のため非表示。
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【参考データ】年度別承認件数
（１）承認件数（全体）

（件）

（２）業種別承認件数
業種

製造業
情報通信業
卸売・小売業
その他サービス業

建設業
医療、福祉
飲食店、宿泊業
教育、学習支援業

運輸業
その他（農業・公務他）

合計

（件）
（構成比は％）
年度 （平成）

㻝㻝
㻞㻝㻟
㻟㻢
㻡㻟
㻠㻜
㻟㻞
㻜
㻟
㻠
㻞
㻝
㻟㻤㻠

㻝㻞
㻞㻟㻣
㻢㻤
㻝㻜㻥
㻤㻤
㻟㻣
㻡
㻡
㻤
㻝㻝
㻝
㻡㻢㻥

㻝㻟
㻝㻡㻥
㻡㻣
㻢㻤
㻢㻥
㻞㻥
㻞
㻠
㻝
㻝㻡
㻝
㻠㻜㻡

㻝㻠
㻝㻠㻢
㻡㻥
㻢㻣
㻢㻡
㻟㻝
㻠
㻣
㻞
㻣
㻞
㻟㻥㻜

㻝㻡
㻝㻢㻝
㻢㻤
㻢㻡
㻢㻟
㻞㻡
㻜
㻡
㻝
㻝㻝
㻜
㻟㻥㻥

㻝㻢
㻝㻢㻞
㻣㻞
㻟㻢
㻣㻟
㻟㻡
㻝㻜
㻣
㻟
㻝㻜
㻝
㻠㻜㻥

㻝㻣
㻝㻢㻣
㻣㻢
㻡㻥
㻢㻞
㻞㻣
㻠
㻢
㻡
㻝㻜
㻝
㻠㻝㻣

㻝㻤
㻝㻠㻢
㻥㻥
㻣㻜
㻣㻢
㻞㻤
㻟
㻝㻠
㻡
㻝㻝
㻠
㻠㻡㻢

㻝㻥
㻝㻣㻠
㻝㻜㻝
㻤㻠
㻝㻟㻢
㻞㻟
㻡
㻥
㻢
㻝㻜
㻝
㻡㻠㻥

㻞㻜
㻝㻟㻡
㻝㻟㻞
㻥㻞
㻝㻞㻜
㻟㻟
㻝㻝
㻝㻠
㻝㻞
㻝㻟
㻝㻟
㻡㻣㻡

㻞㻝
㻝㻞㻡
㻝㻞㻥
㻣㻟
㻝㻞㻥
㻟㻞
㻤
㻝㻜
㻣
㻢
㻠
㻡㻞㻟

（３）所在地別承認件数

年度（令和）

㻞㻞
㻢㻤
㻤㻟
㻣㻡
㻤㻥
㻞㻤
㻠
㻣
㻤
㻣
㻟
㻟㻣㻞

㻞㻟
㻣㻜
㻡㻠
㻢㻜
㻢㻜
㻞㻟
㻟
㻤
㻡
㻟
㻜
㻞㻤㻢

㻞㻠
㻣㻢
㻠㻥
㻠㻞
㻡㻠
㻝㻥
㻣
㻢
㻢
㻠
㻝
㻞㻢㻠

㻞㻡
㻤㻤
㻢㻞
㻢㻝
㻡㻢
㻝㻢
㻤
㻝㻜
㻥
㻝
㻝
㻟㻝㻞

㻞㻢
㻤㻠
㻣㻣
㻡㻞
㻥㻢
㻝㻣
㻝㻞
㻝㻜
㻝㻝
㻞
㻝
㻟㻢㻞

㻞㻣
㻥㻤
㻤㻣
㻢㻠
㻥㻤
㻞㻣
㻝㻞
㻥
㻢
㻢
㻝
㻠㻜㻤

㻞㻤
㻤㻣
㻣㻠
㻢㻤
㻥㻡
㻞㻝
㻠
㻝㻝
㻢
㻟
㻝
㻟㻣㻜

㻞㻥
㻤㻟
㻣㻞
㻡㻥
㻝㻜㻜
㻞㻟
㻝㻜
㻝㻞
㻤
㻝
㻞
㻟㻣㻜

㻟㻜
㻝㻝㻢
㻝㻜㻜
㻡㻥
㻝㻝㻡
㻞㻟
㻝㻠
㻝㻡
㻝㻜
㻡
㻞
㻠㻡㻥

㻝
㻢㻤
㻣㻥
㻟㻥
㻥㻢
㻝㻟
㻤
㻝㻜
㻥
㻡
㻝
㻟㻞㻤

合計

構成比

㻞㻘㻢㻢㻟
㻝㻘㻢㻟㻠
㻝㻘㻟㻡㻡
㻝㻘㻣㻤㻜
㻡㻠㻞
㻝㻟㻠
㻝㻤㻞
㻝㻟㻞
㻝㻠㻟
㻠㻞
㻤㻘㻢㻜㻣

㻟㻜㻚㻥
㻝㻥㻚㻜
㻝㻡㻚㻣
㻞㻜㻚㻣
㻢㻚㻟
㻝㻚㻢
㻞㻚㻝
㻝㻚㻡
㻝㻚㻣
㻜㻚㻡
㻝㻜㻜㻚㻜

（件）
（構成比は％）

※いずれも 㻝㻝 年度は 㻥 月からの 㻣 か月間、㻟㻜 年度は 㻝㻞 月までの 㻥 か月間の値。承認時の既存事業の業種・本社所在地で分類。
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あとがき
この経営革新計画事例集は、経済・社会情勢が大きく変化する中で、経営の
革新に果敢にチャレンジし、経営革新優秀賞を受賞された企業７社の取組と、
今まさに経営革新計画により経営向上に取り組まれている企業２５社の状況を
お伺いし、作成したものです。
本事例集に掲載されている企業の計画策定の経緯や課題解決に向けた取組な
どが、これから経営革新計画を策定し、経営向上に取り組もうとする皆様の一
助になればと願っています。
また、本事例集の作成にあたり、取材や原稿作成に多大なご協力をいただき
ました企業の皆様、並びに一般社団法人東京都中小企業診断士協会の中小企業
診断士の皆様に厚くお礼申し上げます。


令和２年３月
商工部経営支援課長
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＜経営革新計画及び本事例集に関する注意事項＞
経営革新計画は、新規事業の経営計画を承認するものであり、計画に記載されてい
る商品やサービス（その性能や効能等）自体を東京都で認定するものではありません。
また、他企業及び個人に対して商取引を推薦するものではありません。
本事例集への掲載に当たっても、掲載されている商品やサービス（その性能や効能
等）について、東京都が個別の確認や認定を行ったものではありません。

東京都経営革新計画事例集
令和２年３月発行
発 行

登録番号 （ 280 ）

東京都産業労働局商工部経営支援課
〒‐ 東京都新宿区西新宿２丁目８番１号
電話 ０３（５３２０）４７９５

印 刷 

三陽メディア株式会社

TOKYO
B u s i n e s s

I n n o v a t i o n

P l a n

令和元年度

東京都経営革新計画
経営革新計画
Business Innovation Plan
【お問い合わせ先】

東京都産業労働局
商工部経営支援課
〒163ー8001 新宿区西新宿2丁目8番1
（都庁第一本庁舎20階）

TEL. 03ー5320ー4795

事 例 集

東京都経営革新優秀賞
受賞企業等の紹介

