
平成28年6月20日

都道府県 市区町村

28創業001 北海道 広尾郡広尾町 中村　利雄 自然エネルギーを活用しておいしさが詰まった黒潮からの製塩事業

28創業002 北海道 釧路市 相座　聖美 女性起業支援のためのシェアオフィス&コワーキング&カフェデリ

28創業003 北海道 富良野市 上田　賢一 富良野･美瑛観光圏での外国人向け長期滞在型不動産等開発事業

28創業004 青森県 青森市 小山　優子 青森とタイ王国をつなぐ飲食料品輸出入事業の展開

28創業005 青森県 弘前市 三上 裕史
農産業従事者向け情報交換系Webポータルサイト活用しての労働力・作業用機械のシェアリング（融通）
を促す事業の展開。

28創業006 岩手県 北上市 小石川　友樹 コース料理を主体に提供する地産地消型本格イタリアンレストランの開業

28創業007 岩手県 盛岡市 砂子田　聡
医療機関、大学との連携によりリハビリテーションの訓練を高める効果がある技術を臨床現場に導入支
援する事業の展開

28創業008 宮城県 遠田郡美里町 志賀　理恵 地域活性化型インバウンド事業と地域密着型英会話スクールの展開

28創業009 宮城県 大崎市 中　正宏 東北企業の海外進出支援事業及びインバウンド発展支援事業

28創業010 宮城県 仙台市 中村　恵久 地域密着型 東北の音楽家のための映像作成支援サービス

28創業011 秋田県 秋田市 工藤　海 居心地の良い時間を『食』と共に感じられるカフェづくり

28創業012 秋田県 横手市 佐藤  早苗 ドチャベン発・秋田ブランド発掘事業『おにぎりジェル』の商品開発と販売

28創業013 山形県 西村山郡河北町 青柳　啓司 地産品を使った高級カジュアルを提供する日本料理店の運営

28創業014 山形県 鶴岡市 伊藤　浩二 庄内の食材を通して、つながりや食文化交流で地域を活性化する飲食店事業

28創業015 福島県 いわき市 坪井　敦 世界最高品質コーヒーを自家焙煎！コーヒーが美容と健康と繋がりを生む。

28創業016 福島県 郡山市 佐藤　雄一 家屋解体で発生する古材を活用した新築住事業の展開。

28創業017 福島県 いわき市 井出　拓馬 いわき浜っ子による最新凍結技術で新たな福島沿岸部の水産加工事業の展開

28創業018 茨城県 つくば市 小林　伸彦 最先端科学技術の３Ｄ立体映像コンテンツ制作とそのプラットホーム運用

28創業019 茨城県 つくば市 亀田　敏弘 低価格小型人工衛星開発技術を活用した宇宙開発プラットフォーム事業

28創業020 栃木県 宇都宮市 田代　稔
介護保険法に基づく訪問介護事業と一般旅客自動車運送事業（福祉限定）の移送サービスを融合させ
た生活総合支援事業の展開

28創業021 栃木県 足利市 都積　三喜 業界初！アンチエイジングに特化した1000円カットサロンの開店

28創業022 栃木県 宇都宮市 高橋　宣洋 海なし県栃木県における、瀬戸内直送の鮮魚を使った和食店の開業

28創業023 群馬県 高崎市 野口　和恵 教育訓練とICTの融合で進める効率的な訪問看護の展開

28創業024 群馬県 みどり市 前原　充 地域中小ものづくり業の失注を解消するための障害者雇用の促進

28創業025 群馬県 渋川市 藤井　達也 地域初の地域に密着したパン屋の展開

28創業026 埼玉県 久喜市 山田　貴舟 便臭の低減を目的とした健康食品の開発と販売の展開

28創業027 埼玉県 川越市 住吉　晃尚 オリジナルオーダー帽子の供給力強化及びＩＴ利用による全国展開

28創業028 埼玉県 熊谷市 小林　由紀子 古民家カフェを基盤とした地域コミュニティの創生

28創業029 千葉県 千葉市 永島　俊晶
経営者がより輝き企業が成長するためには欠かせない、人材育成制度の提供から経営のトータルサ
ポートを実施。

28創業030 千葉県 印西市 奥山　彰吾 仔犬から最後看取るまで、生涯ケアが出来る動物病院の運営

28創業031 千葉県 千葉市 横地　智貴 医療翻訳を通じて病院を国際化するコンサルティング事業

28創業032 東京都 国立市 唐木　美帆 換毛期のペットの抜け毛から作るオーダーブランケット製造事業の実施

28創業033 東京都 あきる野市 浅野　純平 日本林業を稼げる産業に。木材流通プラットフォームの実現

28創業034 東京都 港区 渡邊　輝 介護家族と介護士を繋ぐC to Cマッチングサービスの構築

28創業035 東京都 渋谷区 小川　藍 中古の着物・帯を起用したレディース・メンズのファッション事業の展開

28創業036 東京都 八王子市 堀田　貴之 新素材を活用した防水・耐火性に優れたキャンプ用具の開発事業

28創業037 東京都 杉並区 吉成　賢一 漫画文化を多様に楽しむための「モーションコミック」等の展開

28創業038 東京都 渋谷区 西村　尚久 空き家等を活用した小規模点在型コワーキングスペース事業

平成28年度　創業・第二創業促進補助金　採択一覧（創業）

事業実施地（予定地）

採択番号 事業テーマ応募者氏名

【創業　134件】
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28創業039 神奈川県 横浜市 成塚　崇 神奈川県で唯一、AO入試・推薦入試に専門特化した個別指導塾の開業計画

28創業040 神奈川県 川崎市 藤浪　寛 モノづくり関連の中小・ベンチャー企業への広報・PR支援の実施

28創業041 神奈川県 横浜市 中矢　千賀子 絵巻き寿司を活用したインストラクター認定事業等の展開

28創業042 神奈川県 横浜市 鎌田　英広 サイバーテロから日本企業を守る

28創業043 新潟県 三条市 佐久間　康之 JAとの連携による昔ながらの豆腐を活用した革新的な豆腐ビジネス

28創業044 新潟県 十日町市 山岸　裕一 小規模旅館の運営・再生及び地域再生ビジネス

28創業045 新潟県 長岡市 斜木　裕司 表参道人気美容室プロデュースの美容室が新潟長岡に上陸。美容で地域活性化を目指す

28創業046 長野県 長野市 熊木　千春 地域の高齢者と観光客との出会いを目指したおもてなし茶房事業

28創業047 長野県 長野市 清水　寛之 遊休不動産の一括管理サービスによる空き家再生事業の実施

28創業048 長野県 長野市 山田　洋太 地元の食材を活用した地域住民の生活に密着するパン店

28創業049 山梨県 中央市 鄭　東平 生産ライン改善ニーズに応じた産業用ロボット等の導入支援事業の起ち上げ

28創業050 山梨県 上野原市 長田　容子 農林業体験民宿の管理運営業務と雑穀の生産、カフェ、加工品の製造販売

28創業051 静岡県 磐田市 岡本　公子 フィギュアスケート用オンリーワンコスチュームの製作･販売

28創業052 静岡県 富士市 鈴木　幹久 インターネットのロングテール性を活かした社会対話サイト事業の創業

28創業053 静岡県 浜松市 笠井　千晶 ドキュメンタリー制作と、映像を活用した講演会の企画事業の展開

28創業054 愛知県 名古屋市 西村　誠祐 ジャガード織物で製作した、こども向けテキスタイル絵本の商品化

28創業055 愛知県 高浜市 ミッシュ　麻衣 中古住宅・中古マンションの診断・維持のサポート事業の実施

28創業056 愛知県 大府市 坂野　明日香 ロケットストーブの活用と発電でサスティナブルな暮らしを実現！

28創業057 岐阜県 養老郡養老町 冨田　多実人 元正天皇も愛した養老町の名水「菊水泉」を活用した蕎麦屋の展開

28創業058 岐阜県 岐阜市 深尾 友美 ディープな岐阜を紹介する尐人数制ツアーの実施

28創業059 三重県 津市 倉田　あかね 妊娠中のトラブルや産後の変調に悩む女性のための完全予約制鍼灸サロンの設立

28創業060 三重県 鳥羽市 ブレイ　珠子 インバウンド観光情報収集・文化交流の拠点となるブリティッシュ（英国風）ティールームの経営

28創業061 三重県 志摩市 平田　晋也 伊勢志摩産農水産物の極上ギフト開発・ネット販売とセレクトショップ運営

28創業062 富山県 富山市 小島　伸介 空き家・中古住宅をリノベーションし、ストック型社会の活性化させる事業

28創業063 富山県 高岡市 小嶋　慎一郎 高岡市山町筋（重要伝統的建造物群保存地区）での地域に根ざしたパン屋を中心にした地域貢献

28創業064 石川県 白山市 高森　真一 スポーツと自然の融合を切り口に心身の健全と生きる喜びを提供する事業

28創業065 石川県 七尾市 平田　明珠 非日常の空間と地産地消のコース料理による新しい「能登イタリアン」事業

28創業066 石川県 加賀市 硎屋　洸司 地方創生のための観光と英語を組み合わせた英語学習塾の開塾

28創業067 福井県 敦賀市 東 正岳 次世代に向けた個別自立学習塾の展開

28創業068 福井県 福井市 竹山　丈介 地方の車社会の問題を解決する駐車場と利用者のマッチングビジネスの展開

28創業069 福井県 福井市 馬田　知武 障害のある子どもたちに対する関係機関等と連携した療育事業の実施

28創業070 滋賀県 甲賀市 谷井　美耶子 信楽から世界に発信する陶器ブランドの体験型アンテナショップの展開。

28創業071 滋賀県 草津市 岡田　孝浩 ICTを用いた新たな仕組みによる酒類販売と酒類成分を用いた商品開発の実施

28創業072 滋賀県 大津市 大前　暢子 時間の有効活用を体得し生き生きとした学びを取り戻す教育事業の展開

28創業073 京都府 亀岡市 井上　みゆき 長期間メンテナンスが可能なインプラント上部構造製作の事業化

28創業074 京都府 船井郡京丹波町 藤田　義晴 地域資源の有効活用による地域課題解決型ビジネスの創出

28創業075 京都府 京都市 増谷　一成 新たな3Dプリンター用PLAなど樹脂材料の開発と医療分野等への展開

28創業076 奈良県 奈良市 田中　勇次郎 富裕層外国人旅行者をメインターゲットとした町屋一棟貸・宿泊施設の展開
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28創業077 奈良県 奈良市 野田　知江 『海外からの滞在者が知る・学ぶ・体験できる』文化体験型宿泊施設の経営

28創業078 奈良県 奈良市 鈴木　茉莉江 五感でやすらぐ奈良時間「おとたまりハウス」の運営・地域体験プログラムの提供

28創業079 大阪府 大阪市 井原　信也 効果的な調査を手軽に実施できる『患者満足度調査事業』

28創業080 大阪府 高槻市 日原　和美 中高年の健康づくり、健康寿命アップのための運動指導の実施

28創業081 大阪府 枚方市 村田　直和 障がいを乗り越えビジネスパーソンの意識を養うトレーニング事業の展開

28創業082 大阪府 箕面市 魚津　貴子 「我が子の未来ビジョンが描ける」児童発達支援＆放課後等デイサービスの展開

28創業083 兵庫県 多可郡多可町 吉田　昇平 オーダーメイドシューズ・インソールの製造販売、修理の実施

28創業084 兵庫県 西宮市 相良　達也 昭和時代に多くあった純喫茶を現代風にアレンジして復活

28創業085 兵庫県 西宮市 有田　正行 障害者、高齢者の移動手段（自動車、電動車椅子）の開発と製造、販売

28創業086 兵庫県 朝来市 藤本　洋子 有名観光地だけでは飽き足らない外国人向け日本探訪ツアー

28創業087 和歌山県 和歌山市 岡本　和也
 テニスを通じて病気になりにくい心身を作る！！～『心筋梗塞死亡比率』、『中学生テレビゲーム時間』
全国１位の返上を目指して～

28創業088 和歌山県 和歌山市 若林　真莉絵 修業を積んだ『女性料理人』がプロデュースする女子力満載創作料理店

28創業089 和歌山県 新宮市 嶋本　有希 地元食材を活用したフランス菓子店の創業

28創業090 鳥取県 西伯郡日吉津村 白根　まさみ “癒し”と“くつろぎ”の提供を実現する美容室の開業計画

28創業091 鳥取県 米子市 渡辺　寿一 天然木材を活用したオーダー家具の製造販売の実施

28創業092 島根県 出雲市 栗原　佳世子 健康管理や美容に役立つメディカルハーブティーの専門店兼教室

28創業093 島根県 鹿足郡津和野町 瀬下　翔太 島根県津和野町への関心喚起・交流・協働のシームレスなプロデュースの展開

28創業094 岡山県 倉敷市 下須賀　誠二 また行きたくなる女性向けサービスを取り入れた自動車整備事業

28創業095 岡山県 総社市 小林　美代子 地方拠点で東京を超えるアニメ制作スタジオを作る！！

28創業096 岡山県 倉敷市 柏野　明彦 繊維製品の染色・洗い技術指導力による高品質、小ロット提供

28創業097 広島県 東広島市 原田　達郎 地域にある「人・モノ・情報」の交流を促し飲食を通じて地域振興と社会貢献を目指す事業の展開

28創業098 広島県 神石郡神石高原町 三宅　一由 みんなの笑顔が増加する、天然・無添加・手作りパン製造の実施。

28創業099 広島県 広島市 梅本　葉月 「人との出会い」を軸としたホステル（簡易宿所）の開業

28創業100 山口県 山陽小野田市 山本　孝士 カーエアコンを快適に「カーエアコン洗浄サービス」事業の開始

28創業101 山口県 防府市 藤原　壮一 顧客ニーズを超えるクリエイティブな空間を演出する照明事業の展開

28創業102 山口県 岩国市 田中　駿佑 予防医療を推進し、健康で美しい身体作りのためのフィットネススタジオ

28創業103 徳島県 板野郡松茂町 後藤　仁 特許案件と精密洗浄を活用した迅速法に使えるＤＮＡ採取キットの事業展開

28創業104 徳島県 三好市 藤田　梢 徳島県西部の子育て環境の向上を通じて地域貢献を実現する場所「くれよん」の展開

28創業105 香川県 高松市 大場　崇史 香川の魅力を世界へ(香川の特産・伝統品と洋菓子のコラボ)

28創業106 香川県 さぬき市 十河　孝男 農家の活性化と老人施設の食材を提供することで高齢障害者等の顧客満足を生むビジネスの展開

28創業107 香川県 三豊市 上野　綾子 地域の恵みを活かしたライフスタイルを提案する体験型宿泊事業の展開

28創業108 愛媛県 新居浜市 青野　泰介 大手通販サイトを利用した良質なメガネ・サングラスの販売と子供用サングラス普及に貢献する活動

28創業109 愛媛県 松山市 ＳＣＯＶＡＺＺＩ　ＤＩＥＧＯ 島国で飲もう食べよう集まろう！

28創業110 愛媛県 松山市 泉谷　道子 愛媛県特産品のベトナム市場開拓の実施

28創業111 高知県 高知市 大敷　直美 「働く女性を応援する」地域コミュニティ創造型エステティックサロンの開業

28創業112 高知県 高知市 加藤　みどり 里山で起業家育成。短期実践型のお菓子教室の開業。

28創業113 福岡県 福岡市 田中　幸治 空き家を活用し、外国人観光客の簡易宿所として再生、運営する事業を展開

28創業114 福岡県 福岡市 山下　美津夫 不動産流通を活性化させるためのサービス「オークマップ」の事業化
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平成28年6月20日

都道府県 市区町村

平成28年度　創業・第二創業促進補助金　採択一覧（創業）

事業実施地（予定地）

採択番号 事業テーマ応募者氏名

【創業　134件】

28創業115 福岡県 福岡市 小塩　知美 地元の舞台人のニーズに応え、彼らのスキルを活用する新たな場と雇用の創出

28創業116 福岡県 うきは市 高浪　敦 福岡県産(うきは市)のﾌﾙｰﾂを海外市場に売り込む販路開拓の実施

28創業117 佐賀県 佐賀市 田中　里絵子 女性自動車整備士が対応する女性のための自動車整備工場の展開

28創業118 佐賀県 伊万里市 前田　和人 地方創生・地域活性化を支える企業支援と人材育成事業の展開

28創業119 佐賀県 武雄市 鳥谷　憲樹 地域内唯一のレストランウェディングが可能な本格イタリア料理店

28創業120 長崎県 壱岐市 辻川　祐樹 オーガニックの薬剤を使用し、リラクゼーション（癒し）に特化した美容室事業の展開

28創業121 長崎県 壱岐市 何　雨橋 回転寿司用コンベアを使い、火鍋ネタと料理を運ぶ食べ放題の店の実施

28創業122 長崎県 雲仙市 岡村　雅人 当地初！「見せる・触れる・食べる」イタリアンレストランの展開

28創業123 大分県 津久見市 後藤　髙子 『とろみ感』たっぷり津久見産“ごま豆腐”の製造販売

28創業124 大分県 大分市 三浦　貴博 観光型音楽制作レコーディング事業の実施

28創業125 大分県 大分市 本田　克己 IoTを活用した農場管理システムの展開

28創業126 宮崎県 宮崎市 四位　実 宮崎初（発）！生活弱者向の洗濯集配と生活用品配達及び安否確認事業

28創業127 宮崎県 延岡市 押川　敬視 全国平均以上の工賃と働きがいを目指した就労継続支援B型事業所の開設

28創業128 宮崎県 小林市 山川　伸 承継を伴う店舗の統合と新店舗の建設の実施

28創業129 鹿児島県 曽於郡大崎町 赤田　典子 エルビウムヤグレーザー装置を導入した最先端歯科治療の提供

28創業130 鹿児島県 奄美市 児玉　理佳 キャンピングトレーラーを用いた貸切オーシャンフロント・グランピングの展開

28創業131 鹿児島県 鹿児島市 下忠　智博 高品質かつ短納期を実現する画像処理・PLCソフトウェアのパッケージ開発・販売

28創業132 沖縄県 うるま市 玉城　幸範 独自技術を活用したエイジング沖縄経産牛のブランディング化事業

28創業133 沖縄県 中頭郡北中城村 嶺井　樹里 シングルマザーのみで運営するリンパマッサージ専門エステサロンの運営

28創業134 沖縄県 浦添市 内山　卓 沖縄地域資源を活用した「感動を分かちあえる個性的な結婚式」の企画
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平成28年6月20日

都道府県 市区町村

28第二001 茨城県 筑西市 篠崎畳店 畳家具を活用した立体的和空間づくりの提案事業

28第二002 愛知県 名古屋市 株式会社ビップ商工 ネット受注システム導入による工具のオーダー販売・修理体制の構築

平成28年度　創業・第二創業促進補助金　採択一覧（第二創業）

法人名・屋号 事業テーマ採択番号

事業実施地（予定地）

【第二創業　2件】
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