令和2年1月経営革新計画承認リスト

色付部分は企業非公開希望部分

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

企業名

登記上の所在地

代表者
郵便番号

電話番号

承認のテーマ

住 所

1

31-275 総合物流企画株式会社

中村 悟

180-0006 武蔵野市中町1丁目4番1 号

0422-38-9400

画期的なポスティング業務の開発

2

31-294 株式会社アイスリープ

犬山 義昭

116-0002 荒川区荒川8-20-5

03-6806-8077

ソフトウェアーのメンテナンス事業開拓

3

31-295 合同会社ケー

加藤 健

154-0001

4

31-296 トーコーコーポレーション株式会社

藤村 勝廣

101-0047 千代田区内神田3-5-5大同ビル603

03-3254-8051

高齢者向けの生活支援グッズの開発

5

31-297 株式会社ラ・ルーナ

清水 充

101-0046 千代田区神田多町2-3-6

03-3252-5598

地域循環リサイクル体制の構築

6

31-298 株式会社ローレルインテリジェントシステムズ 藤井 幹雄

105-0001

03-5510-4711

生体認証付き低コストで高セキュリティなICカードシス
テムの開発

7

31-299 株式会社アイオーティー

髙橋 昌勝

110-0016 台東区台東三丁目13番7号

03-6240-1812

独居高齢者の自立化支援と介護事業者の業務効率
化を可能にする、在宅ケア業務支援システムプラット
フォーム(クラウド型)の開発

8

31-300 フューチャーヘルスケア株式会社

髙橋 和人

189-0001 東村山市秋津町五丁目35番2号

042-306-3496

モチベーション維持に特化した機能訓練型デイサービ
ス

9

31-301 株式会社マイコム

川田 洋

135-0045 江東区古石場2-10-2

03-6240-3058

新規アタッチメントを用いた「地中障害撤去工事」及び
「既存杭引抜工事」のワンストップ提供

10

31-303 株式会社エンゲルス

橋

165-0026 中野区新井五丁目18番5号

03-3389-4184

高機能な紙幣計算機の開発・製造・販売の展開

11

31-304 株式会社ストレート

片岡 亨

171-0021 豊島区西池袋5-13-12

03-6914-2122

建設業界に特化した高度外国人材の教育、派遣事業

12

31-305 ＯＹＣ株式会社

菊地 範芳

101－0054 千代田区神田錦町三丁目２１番地

03-5282-4680

13

31-306 株式会社monoii

四元 達也

163-0411 新宿区西新宿2丁目1番1号

03-4590-6795

在宅クリエーターオンライン管理システムの構築

14

31-307 株式会社ミューオン

坪内 俊樹

150-0013

03-6671-8923

AIによる画像認識機能付き什器を活用した販売情報
システムの開発と販売

15

31-308 株式会社ケアンズ・コーポレーション

小口 悦夫

174-0076 板橋区上板橋2-24-6

03-3559-7339

高さ調整可能な画期的外付け耐震商材の開発

16

31-309 株式会社ピッカピカ本舗

江藤 一樹

182-0012 調布市深大寺東町八丁目15番地12

03-6876-7565

災害対策用の膨張式避難・救助ボートスタンドの開発

17

31-310 開南エステート株式会社

長嶺 正也

125-0061 葛飾区亀有2-16-7 1F

03-5629-0780

空き家（仕入）の開拓をして新築建売販売

18

31-311 ナイスニッポン株式会社

岸本 一郎

111-0041

台東区元浅草1-19-4-801 ポセイド
ン・テラス

インバウンド富裕層向け和風ガウンおよび簡単着物、
ゆかたの開発及び販売

19

31-312 株式会社ANTY'S

保科 榮文

107-0061

港区北青山2丁目7番13号 プラセオ
青山ビル3階

乾燥ナマコ100％のスポーツサプリメントの開発及び販
売

20

31-313 株式会社小野部製凾所

山本 敦子

101-0035 千代田区神田紺屋町45番地

21

31-314 東京トラベルパートナーズ株式会社

栗原 茂行

151-0053

22

31-315 家樹株式会社

田代 隆浩

23

31-316 株式会社エースワンサポートサービス

24

31-317 ブルージラフ株式会社

25

31-318 株式会社スタックシステム

26

31-319 株式会社リンコー

林 弘美

27

31-320 株式会社フォロアス

比嘉 宏一朗

28

31-321 合同会社ノア

德永 統久

136-0071 江東区亀戸4-39-10

29

31-322 株式会社建設調査コンサルタント

定塚 賢次朗

178-0063 練馬区東大泉2-15-11

03-6904-6038

30

31-323 株式会社楽院出版

木下 麻奈

161-0034 新宿区上落合２－２８－８

03-3367-2394

31

31-324 株式会社xday

島中 洋輔

150-0013 渋谷区恵比寿1-5-2 こうげつビル４F

03-6721-7093

32

31-325 株式会社キューズ

上條 哲也

スマートフォンアプリを利用した野菜栽培支援システム
の開発

33

31-326 株式会社アジアビジネストラスト

道端 泰代

ベトナムへの海外進出支援事業

義晴

世田谷区池尻三丁目18番33号 ガー
デンテラス301

港区虎ノ門1-1-10 第2ローレルビル
1F

渋谷区恵比寿1-24-16カルチェ恵比
寿302

ロケに適した居住用高級不動産の提供と事業化

03-3253-3521

競争優位性があり、利益率の高い包装紙器および用
紙の製造・販売による包装紙器事業の拡大

渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイ
ントビル14階

03-6275-2221

高齢者及び要介護者向けの旅行・イベントサービスの
開発及び販売

186-0005

国立市西二丁目12番29号 ホーム
マックスBLDG2階

042-505-7816

江戸時代以前に繋がる家系図作りと士業向けフラン
チャイズの展開

岩崎 秀樹

190-0013

立川市富士見町2-32-27 石田産業ビ
ル2階

042-595-7071

クラウド型工事掲示板システムの開発と運用

小林 孝至

160-0023

新宿区西新宿７－２０－３ ウエスト
ゲート新宿ビル11階

03-3367-8651

会員制団体と連携した定額制パッケージソフトウェア
の開発と販売

03-3387-2100

ドーム型全面再帰反射鋲の開発

164-0011 中野区中央３－４９－３

165-0026 中野区新井１－１－５

退職者面談及びそのデータを利用した企業改善人事
サービス
エッジＡＩカメラの開発と事業化

警備業・規制業の立上

5Gを使ったXRプラットフォームの開発と販売

