令和2年4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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1

31-377 株式会社ビースタイル

岩永 覚

104-0061 中央区銀座7-9-16 銀座ロータリービル4F

03-3588-7801

水素ガス充填式美容機器の開発と販売

2

31-379 株式会社社会起業家パートナーズ

中村 大作

170-0002 豊島区巣鴨4-26-3

03-6759-8620

労働者が簡単に未払い残業代を請求できるアプリの開発

3

31-400 株式会社Fam’s

吉田 敏

150-0035 渋谷区鉢山町5-18-302

4

31-401 株式会社マックスネット・コンサルタント

片瀬 進

169-0075

5

31-402 株式会社デンタルサービス

荒木 敬紀

150-0002 渋谷区渋谷2-14-4 mImビル3階

6

31-403 株式会社バルコ

吉田 ロベルト

7

31-404 株式会社SKアペックスプラン

8

31-405 株式会社bloom

9

31-406 株式会社ＧＯＳＰＡ

10

31-407 株式会社MIKI

渡邉 秀樹

110-0005

11

31-408 株式会社エニシコーポレーション

小倉 慶介

143-0026

12

31-409 株式会社建材サービスセンター

齋藤 昌稔

13

31-410 株式会社おまちどう

14

03-6380-3007

良質な住空間設計で入居率・収益性を高める、狭小地特化の長屋の
提供

102-0074 千代田区九段南2-2-7 北の丸ビル701

03-6272-4992

ペット(犬)の飼い主と預かり主をマッチングするシステムの開発

木村 真司

104-0041 中央区新富1-8-6 SSビル5階

03-3523-3721

効率的且つミスを削減する医学系コンベンション企画運営システムの
開発

矢作 充隆

160-0022 新宿区新宿1-13-12 FIRSTビル4階B号

03-6709-8075

障がい者就労のミスマッチを防ぐ就労支援サポート事業

160-0022 新宿区四谷坂町１２番２１号

03-6683-2210

上場大手からの基幹システムの開発の受託及び医療業務統合型パッ
ケージシステムの開発と販売

台東区上野一丁目18番9号 黒門平成ビル
1F

03-3834-0007

社内独立制度を活用した美容師の育成システムの整備

大田区西馬込1-2-8 シャトー西馬込ビル
1F

03-5718-0686

各家庭のライフスタイルに合わせた洋風リノベーション

173-0016 板橋区中板橋1-6

03-3963-2011

高精度で信頼性の高い建設資材試験サービスの確立

西岡 亨

114-0031 北区十条仲原1-2-6 1階

03-5963-6790

食事管理サービスを提供する地域密着型惣菜店の展開

31-411 株式会社ビーハウス

児玉 海

103-0026

中央区日本橋兜町17-1 日本橋ロイヤルプ
ラザ513

03-5643-7168

空き家解体廃材の有効活用による安価な一戸建て住宅の新築

15

31-412 株式会社ウチコミ

大友 健右

160-0023

新宿区西新宿六丁目14-1 新宿グリーンタ
ワービル18階

03-6279-0215

システム構築による集客力の向上と賃貸業者向け定額制会員サービ
スの展開

16

31-413 有限会社オオタ商会

宇吹 博志

161-0034 新宿区上落合2‐26‐3

03-6908-5851

「介護現場での腰痛発生リスクの見える化とリスク低減」の展開

17

31-414 大栄精工株式会社

内 美代子

146-0092 大田区下丸子4-10-19

03-3750-4767

赤外線サーモグラフィ等に必要な複合加工技術の確立と新規顧客開
拓

18

31-415

19

31-416 株式会社丸上

上原 一男

111-0032 台東区浅草5-44-11

03-3874-0738

日本製革・金属オーナメント製品の新規展開

20

31-417 株式会社イチ・サン・ゴ

一布 正子

105-0001 港区虎ノ門4-3-20 神谷町MTビル14階

03-5404-3522

ブライダル事業におけるワークフローを改革する革新的コンサルティン
グ手法の開発と業務支援アプリケーションの提供

21

31-418 株式会社繕

葭葉 恒謙

121-0064 足立区保木間4-51-7

22

31-419 株式会社サニーフーズ

荒川 敬

136-0071 江東区亀戸2丁目28-2 サニービル

03-3636-5333

老人介護施設における食事・職員不足解決のためのトータルサービス
の提供

23

31-420 株式会社川西

川西 聡一郎

180-0011 武蔵野市八幡町４丁目５番５号

0422-53-3711

ＨＡＣＣＰ認証取得に準拠しているＩＯＴ品質管理システムの開発

24

31-421 株式会社BuzzSolu

飯村 優詞郎

153-0061

目黒区中目黒1-3-3 アーバンリゾート代官
山 5D

03-6884-4742

画像識別AIを使用したコミュニティー型の美味しい機能食を提供する健
康増進とグルメを融合したサービスの開発と展開

25

31-422 アストロラボ株式会社

日下 康幸

100-0004 千代田区大手町2-6-2 日本ビルヂング4階

03-4400-1822

26

31-423 デジストリーム株式会社

岸本 健志

113-0034 千代田区岩本町1-4-7

03-6240-9434

27

31-424 株式会社ファーストインパクト

百瀬 一斗

28

31-425

29

31-427 株式会社亀和商店

和田 一彦

104-0045

30

31-428 有限会社川端プラスチック

川端 正雄

134-0091 江戸川区船堀７丁目１０番１６号

31

31-429 ナチュラルアングル株式会社

中村 真奈美

32

31-430 八昭印刷株式会社

上村 豊

194-0041 町田市玉川学園7丁目１０番27号

33

31-431 CREPRO株式会社

石井 義友

102-0074

千代田区九段南１－５－６ りそな九段ビル
５階

34

31-432 一般社団法人日本パーソナルビジネス協会 親川 政明

108-0074

港区高輪２－１４－１７ グレイス高輪ビル８
階

35

31-433 アットハース株式会社

紀野 知成

101-0063 千代田区神田淡路町1-1-2

36

31-434 オープンクーポン株式会社

三浦 俊一

101-0021

37

31-435 空き家活用株式会社

和田 貴充

107-0061 港区北青山三丁目3番13号2F

38 31-436

植松 厚夫（屋号：ウエマツ歯科医院）

植松 厚夫

新宿区高田馬場一丁目9番22号 Y.Aビル
1F

子の肌トラブル防止と親のストレス軽減を実現する産後ケア事業

建築リニューアル工事の施工管理業務効率化ソフトウェアの開発・販
売

動画マーケティング支援・戦略ツールの開発と動画活用コンサルティン
グの提供
無償のソフトウェア開発サービスと人材育成

江東区豊洲6-6-1 豊洲市場7街区管理施
設棟5階 事務室513

03-3520-8133

ASC認証製品（新品種）の小売用パッケージ販売

03-3688-0616

専門家(講師・先生)向け「集客支援WEBシステム」事業

152-0035

042-725-8821

法人営業におけるセールスプロモーションの各プロセスの商品化

03-6869-4036

経営人材を育成する経営研修講師の育成
不動産業界における外国人に特化した賃貸・仲介・案内業務の脱属人
化を図る業務効率化システムサービスの展開

千代田区外神田4-14-2 東京タイムズタ
ワー2501号

目黒区自由が丘２丁目1-17 パーク・ハイ
ム自由が丘二丁目

六次産業を対象としたスマホdePrintサービスの提供

ITを活用したより親切な商品成分表示サービスの展開

03-6426-5734

空き家所有者と空き家利用者を繋ぐマッチングプラットフォームの開発
と提供事業

03-5491-2536

三次元デジタルデンティストリーによる遠隔・高精度歯科治療の経営革
新
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39 31-438

株式会社ルドファン

砂村 雅則

152-0035

目黒区自由が丘2丁目2番19号 自由が丘
センチュリーマンション105号室

03-5701-6321

「整理収納×リフォーム」事業の展開

40 31-439

株式会社ZEPE

岩間 俊樹

101-0052

千代田区神田小川町２丁目２番地 セン
タークレストビル７階

03-5877-0010

生産性向上のためのメッセンジャー特化型グループウェアシステム開
発事業

41 31-440

The Tea Company株式会社

岡崎 恵

169-0051

新宿区西早稲田２丁目２０番９号

03-6457-3678

ジュール加熱装置による瞬間加熱・高品質殺菌を実現した茶飲料の製
造事業

42 31-441

有限会社昭和製靴工業

石川 学

114-0011

北区昭和町2丁目9番16号

03-3893-6627

自社ブランドとしての練習用ダンスシューズの新製品開発及び販売に
よる収益性向上とOEM生産の効率化による生産性向上

43 31-442

ネイチャーライフ株式会社

野村 哲夫

113-0033

文京区本郷3－12－5 TSビル２F

03-6380-9100

シークワーサーエキス末（柑橘ポリフェノール）食品用原料開発と販売

44 31-443

株式会社トネ製作所

利根 通

116-0001

荒川区町屋8-14-16

03-3895-7791

金属材料の素材を活かした新しい日常品の開発と販売

45 31-444

株式会社Upward

村田 翔

152-0001

目黒区中央町2-38-3 モデリアブリュット学
芸大学001号室

03-6882-0922

新しいプロテインの商品開発及び販売

46 31-445

合同会社iroiro

島津 克隆

152-0002

目黒区目黒本町２－６－９ 石山ビル３階

03-6516-0635

シルクを使ったベビーボックスの企画製造・販売

47 31-446

株式会社せいじつ屋

川端 協

160-0023

新宿区西新宿８－５－８

03-3367-8785

店舗型ビジネスの人手不足解消を目的とした短期アルバイト紹介サー
ビスの立上げ

48 31-447

渡邉 建太（屋号：hair salon DUMBO）

渡邉 建太

154-0011

世田谷区上馬2丁目18番2号 ティーエム三
軒茶屋303

03-6433-5552

移動式美容室＋リラクゼーションサービスの提供

