
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

女性・若者・シニア創業サポート事業 
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女性 若者 シニア

特定非営利活動法人
コミュニティビジネス
サポートセンター（CBS）

【所在地】東京都千代田区神田錦町3-21

　ちよだプラットフォームスクエアA-205

【TEL】03-5939-9503
【FAX】03-5259-8092
【MAIL】tokyosupport@cb-s.net
【担当】宮本、五十嵐

都内全域 ○ ○ ○

コミュニティビジネスサポートセンターでは、地域に根ざした
事業を実現するための、事業計画作成からネットワークづくり
までのお手伝いを致します。コミュニティビジネスに関する総
合支援と、コミュニティビジネス実践者をサポートする多様な
機会の提供を通じて、多くの起業家や事業者の支援を行ってお
ります。また広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会の事
務局も担っており、自治体担当者、商工会、商工会議所、商店
街、中小企業団体中央会など、多くの支援機関ともネットワー
クも有しております。

株式会社キャリア・マム

【所在地】東京都多摩市落合１－４６－１
　　　　　ココリア多摩センター５階
【TEL】042-389-0220
【FAX】042-389-0230
【MAIL】tokyo-sogyo@mail.c-mam.co.jp
【担当】堤、古田

都内全域 ○ ○ ○

「小さくても継続できる起業を始めましょう」
●全国10万人の主婦のネットワークを武器に、学生から、女
性、コミュニティビジネス、ソーシャルビジネスまで、アイ
ディアをかたちにするための創業塾の開催、個別相談・アドバ
イス、事業計画の作成など様々なサポートメニューをご提供い
たします。
●学生、女性ビジネスコンテスト審査員実績も多数あり、新規
ビジネスに関するちょっとした相談や、審査に通過するための
ノウハウの詰まった事業計画作りのお手伝いをいたします。
●10万人の働きたい女性のためのコミュニティサイト「キャリ
ア・マム」を活用した販路開拓支援も行っております。まずは
お気軽にご相談ください。

サイバーシルクロード八王子

【所在地】東京都八王子市明神町２－２７－
６　たましんブルームセンター４Ｆ
【TEL】042-639-1009
【FAX】042-639-1008
【MAIL】info@cyber-silkroad.jp
【担当】下里

多 摩 地 域
（ 主 と し て
八王子市）

○ ○ ○

サイバーシルクロード八王子と連携する「ビジネスお助け隊」
は、経験豊富で幅広い分野に人脈のある企業ＯＢを中心とし
て、税理士、中小企業診断士、弁理士等が参加するアドバイ
ザー集団です。新規創業を考えているが、どうしたらよいかな
ど、新規ビジネスをはじめるにあたっての様々な悩みについ
て、「ビジネスお助け隊」の登録アドバイザーが誠心誠意相談
に乗ります。

特定非営利活動法人
新現役ネット

【所在地】東京都港区芝5-31-10
              サンシャインビル９階
【TEL】03-5730-0161
【FAX】03-5730-0162
【MAIL】sougyo@shingeneki.com
【担当】佐藤、矢野

東京23区 ○ ○ ○

2001年に設立し今年16年目を迎える東京都港区芝に事務所を
構えるNPO法人です。シニアの知見を活かした活動や、社会貢
献活動へのチャレンジを応援しています。趣旨に賛同し登録頂
いている会員の方々は全国に15,000人以上。ものづくりや商
売で得てきた経験・知識・技術を生かして元気なシニアが中小
企業の販路開拓、起業の手伝い、NPOの設立支援を行っていま
す。（公財）東京都中小企業振興公社の要請を受け、延べ100
人以上の会員を推薦しています。女性会員も多く、女性の視点
でのアドバイスも行えます。起業に向けた準備や現在の活動の
見直し等、相談相手がなかなか見つからないという方はお声を
掛けて下さい。
https://www.shingeneki.com/

＜一般アドバイザー＞

団　体　名
担当可能

地域

支援対象
団　体　紹　介　文



 

 
 
 

 

女性 若者 シニア

株式会社タウンキッチン

【所在地】東京都小金井市梶野町1-2-36
【TEL】0422-31-2040
【FAX】0422-31-2040
【MAIL】info@town-kitchen.com
【担当】三浦、若山

都内全域 ○ ○

東小金井事業創造センターKO-TO(コート)[公共の創業支援施
設]、立川シェアオフィスTXT(テクスト)、学園坂タウンキッチ
ンにおける「シェアキッチン」の運営をはじめ、多摩エリアを
ベースとして都内各所における起業、創業支援に関わる事業を
実施してきました。
現在、若者や女性を中心として暮らしの現場でビジネスをつく
ろうとする方々やビジネスの手法により社会課題を解決しよう
とする方々に対して、経験豊富な専門スタッフが、丁寧に相談
に応じ、アドバイスを行っています。

特定非営利活動法人
としまNPO推進協議会

【所在地】豊島区池袋3-30-21
           　マルモビル1F
【TEL】03-5951-1508
【FAX】03-6754-5468
【MAIL】en@toshima-npo.org
【担当】幅上、柳田

都内全域 ○ ○ ○

起業をお考えの皆様へ…今、社会や地域の問題をビジネスの手
法で解決するＮＰＯ法人も、起業のカタチの一つとして定着し
てきました。さまざま「社会、地域への貢献活動」が、事業と
してしっかり確立している事例も数多く登場してきました。私
共、としまＮＰＯ推進協議会は、全国的にも珍しい民設民営の
中間支援組織です。これまでも数多くのＮＰＯの法人設立をサ
ポートし、事業が継続するためのネットワーク拡大の場の提供
や、コミュニティビジネスセミナーなどを積極的に開催してま
いりました。これから起業するにあたって、「これは社会貢献
活動では？」というアイデアがありましたら、お気軽にご相談
ください。一緒に社会や地域の課題解決のために、全力でサ
ポートして参ります。

特定非営利活動法人
八王子市民活動協議会

【所在地】東京都八王子市旭町１２－１
　　　　　ファルマ８０２ビル５階
【TEL】042-646-1626
【FAX】042-646-1626
【MAIL】kyougi@shiminkatudo-
hachioji.jp
【担当】石見、上田、山中

多摩地域 ○ ○

当協議会は「八王子市市民活動支援センター」を八王子市より
指定管理者（平成２３年より１０年契約）として管理・運営
し、広く一般市民および市民活動団体への支援事業を行ってい
ます。最近の傾向としてはＮＰＯ団体設立の相談が増えつつあ
ります。また独自事業として主にシニア世代の活動のきっかく
づくりを目的とした「お父さんお帰りなさいパーティー」の企
画・運営、活動団体の活動の場の機会提供として「八王子い
ちょう祭りでのわくわく広場」の企画運営、国立東京高等専門
学校主催の「東京高専サイエンスフェスタ」への参加、および
多摩地区のＮＰＯ団体へ働きかけお互いのスキルアップ及び情
報交換等を行う「ＮＰＯ八王子会議」の企画運営などを行って
いる民営の中間支援団体です。

特定非営利活動法人
MYstyle@

【所在地】東京都小平市学園東町1-17-8
【TEL】042-312-1789
【FAX】042-312-1759
【MAIL】jimukyoku@mystyle-kodaira.net
【担当】竹内、宮坂

多摩地域 ○ ○ ○

私たちは、多摩エリアを中心に活動するコミュニティビジネス
の中間支援組織です。地域課題の解決と、地域経済活性化をコ
ミュニティビジネスで実現することを目指し、講座、相談、交
流会などコミュニティビジネスに関するサポートをワンストッ
プで提供しています。なかでも、事業を育みコラボレーション
を生む、地域ネットワークづくりに力を注ぎ、多摩エリア全域
に多様なネットワークを構築していますので、起業に際して必
要かつ適切なつなぎ先とのコーディネートが可能です。性別、
年代を問わず、幅広い対象に支援実績をつんできました。女性
主体の事務局ならではの、きめ細やかなサポートをさせていた
だきます。

団　体　名
担当可能

地域

支援対象
団　体　紹　介　文



 

 
 
 

 

女性 若者 シニア

まちづくり北株式会社

【所在地】東京都北区赤羽西2-21-1
【TEL】03-5963-5415
【FAX】03-5963-5826
【MAIL】info@machi-kita.jp
【担当】杉山、栗本

都内全域 ○ ○ ○

弊社は北区に位置する「まちづくり会社」として、地域産業と
コミュニティーの活性化を目的に活動しています。様々な事業
を行う中「自ら仕事を始めたい、そして社会・地域に貢献した
い」と考える方々に多く出会いました。しかし、創業する事は
言葉で言うほど簡単ではありません。計画策定から始まり、そ
の実行までいくつもの課題を解決していかなければならず実際
に創業へ行きつかない方が多いのが現実です。そこでできるだ
け創業へのハードルを低くし、リスクの少ない事業をしてもら
いたいと考え、北区を地域限定とし創業サポートを開始させて
いただきました。これまで弊社が培った経験と地域のネット
ワークをフルに生かしたサポートを致す所存です。
ぜひ、ご利用いただければと思います。

株式会社まちづくり三鷹

【所在地】東京都三鷹市下連雀3-38-4
　　　　　三鷹産業プラザ
【TEL】0422-40-9669
【FAX】0422-40-9750
【MAIL】sangyo@mitaka.ne.jp
【担当】富樫、小川

多摩地域・
その他（多
摩地域隣接
区部）

○ ○ ○

まちづくり三鷹は、三鷹市が主要株主である第３セクターで
す。
起業・創業時の立ち上げ時に必要なノウハウについて、当社
コーディネーターのほか、当社の幅広いネットワークを活用
し、企業経営者、金融機関、各種専門家（士業）の方々がアド
バイスを差し上げます。
また、SOHO向けオフィスやコワーキングスペースの運営も行
なっています。
事業立ち上げ時の拠点として是非ご利用ください。

株式会社マネジメントブレーン

【所在地】東京都武蔵野市吉祥寺本町2-8-
               4 コスモス吉祥寺ビル2F
【TEL】0422-28-4330
【FAX】0422-21-0330
【MAIL】office@mb-brain.com
【担当】静間、廣瀬

そ の 他 （ 武
蔵 野 市 中 心
に 立 川 か ら
杉 並 ・ 練
馬 ・ 新 宿 位
まで）

○ ○

㈱マネジメントブレーンは、むさしの税理士法人グループの経
営支援事業部が独立した組織で、主に経営計画の策定支援、月
次経営会議支援、人事制度策定支援、マーケティング支援など
を行っております。
また一昨年、吉祥寺で起業したい人の為に「シェアオフィス＆
多目的レンタルルーム」である「i-office吉祥寺」を開館し、下
記のサービスを提供しております。
１． ハード・・個室、フリーデスク、本店登記サービス、電話
応対サービス等。
多目的レンタルルームでは、セミナー会場＆懇親会場等として
活用。
２． ソフト・・吉祥寺7士業ネット（弁護士・税理士・司法書
士・中小企業診断士等）及びセブンクリエイターズが起業家の
サポートに。又、吉祥村塾として創業塾、マーケティング塾、
ビジネスプラン作成塾を開催
３． コミュニケーション・・会員交流会や士業との交流会を隔
月に開催

イー・マネージ・コンサルティング
協同組合

【所在地】東京都西新宿8-14-17
　　　　　アルテール新宿207
【TEL】03-3366-3673
【FAX】03-3366-3550
【MAIL】info@e-mc.jp
【担当】小林、和気

都内全域 ○ ○ ○

当該組合は､全員が中小企業診断士の資格を有し、中には公認会
計士、税理士､ＩＴコーディネータ、認定事業再生士（CTP）等
の複数資格を有するものの団体です。
理事長の小林勇治は、早稲田大学大学院ビジネス情報アカデ
ミーCIOコース講師、社団法人中小企業診断協会元副会長、IT
コーディネータ協会副会長、一般社団法人日本事業再生士協会
理事、東京都経営革新優秀賞審査委員長、日本で一番大切にし
たい会社大賞審査委員等の公職に奉仕している立場のものであ
ります。
組合の構成と運営は、経営理念に賛同して居るものの内、企業
内に居るものは賛助会員139人、独立コンサルタント54名から
なっています。運営は各会員はSOHOとしての独立性を保ちな
がら、プロジェクトの仕事については､全体最適を目指して一致
団結して､ことに当たる集団です。

団　体　名
担当可能

地域

支援対象
団　体　紹　介　文



 

 
 
 

 
 

女性 若者 シニア

特定非営利活動法人
エヌピーオービジネスサポート

【所在地】東京都豊島区目白4-23-23
【TEL】03-3953-8444
【FAX】03-3953-8455
【MAIL】info3@npo-bs.org
【担当】星野、戸崎

都内全域 ○ ○ ○

平成１４年　城北地区の地元企業・地域の活性化のため設立し
ました。以来、中小企業診断士を中心に６０名の専門家が創業
支援、補助金申請支援、各区窓口創業融資相談など、身近な相
談相手として支援実績が多数あります。経済産業省認定経営革
新等支援機関でミラサポの専門家派遣、地元の信用金庫様との
協業も実施中です。
荒川創業支援事業者としての活動や、都内における地域創業ス
クールを実施しております。

合同会社ＳＳＮ

【所在地】東京都墨田区東向島5-3-2
【TEL】 03-4500-1938
【TEL】 090-9975-1691
【FAX】03-6369-3885
【MAIL】info@ssn-sumida.com
【担当】猪田、小沼

東京23区 ○ ○ ○

墨田区の税理士と中小企業診断士を中心に、行政書士や司法書
士といった専門家と連携しながら中小企業の様々な課題解決の
ために活動しています。現在は、創業支援を中心にしながら、
創業スクール運営や、月一の気軽な無料相談会、事業計画作成
アドバイス、補助金申請サポートなどが主な活動になります。
若手の税理士や、事業立ち上げ経験のある中小企業診断士、女
性専門家まで様々な対応が可能です。

有限会社そーほっと

【所在地】東京都新宿区高田馬場1-28-10
               三慶ビル4F　CASE Shinjuku
【TEL】03-6302-1507
【FAX】03-6302-1516
【MAIL】adviser@m-sohot.com
【担当】森下

東京23区、
三鷹市

○

弊社は、新宿区及び三鷹市において起業・創業支援施策の拠点
となる三施設（新宿区立高田馬場創業支援センター，シェアオ
フィス＆コワーキングスペースCASE Shinjuku，三鷹市
SOHOパイロットオフィス）の管理運営等を行っています。こ
れまでこれらの施設を核として、創業セミナー等の開催、ビジ
ネスマッチング、利用者へのメンタリング等のさまざまな創業
に関する事業を続けてまいりました。
私どもは、これらの実績を生かし、特に雇用を生む創業を志
し、未来の担い手となる若い方のお役に立ちたいと考えていま
す。ある程度の規模で起業・事業拡大を志向すれば、どこかの
タイミングで資金調達が必要となります。お金を借りる（融資
を受ける）ということには必ずリスクが伴います。そのリスク
を最小限に止めながら事業をスケールするお手伝いをいたしま
す。

株式会社OMEGA HIGH

【所在地】東京都千代田区九段南１－５－６
　　　　　りそな九段ビル５F KSフロア
【TEL】03-6869-1104
【FAX】03-6740-7081
【MAIL】info@omega-high.com
【担当】栗原、北

都内全域 ○ ○ ○

株式会社OMEGA HIGHは、７士業・２７人の実力派の若手が
揃うコンサルティングファームです。起業セミナー２０件/年以
上、面談回数１５０件/年以上の創業支援実績とノウハウを有す
る診断士を中心とした専門家が東京都内全域、365日24時間全
力で独立・起業をサポートしています。特に創業セミナーは受
講者様だけでなく連携団体・機関の皆様からも大変好評を頂い
ており、自信をもっております。
地域に根ざした創業・事業活動を支援していくため、セミナー
の開催や創業融資に限らず関連する皆様と連携して取組んで参
りたいと考えております。お声がけ、ご支援賜れれば幸いで
す。

公益社団法人日本サードセクター経
営者協会

【所在地】東京都大田区大森北二丁目３番
　　　　　15号 第15下川ビル４階
【TEL】03-3768-6000
【FAX】03-6410-8550
【MAIL】office@jacevo.jp
【担当】和実

都内全域 ○ ○ ○

政府・行政、企業、サードセクターと３つのセクターに身をお
いた経験と専門性を活かし８００社以上の起業支援、経営支援
を行ってきています。これまで支援した起業家が数億円規模ま
で成長しています。公的制度を活用し、地域の課題を解決する
自主事業をも産み出すビジネスモデルの構築、社会性重視の経
営、そして、女性のよさを活かした女性の起業支援には、定評
があります。営利・非営利双方の設立、経営に関する専門知識
により総合的な知見と現場を多く知る目線にて、課題を整理
し、課題をともにのりこえていく「寄り添う」支援を行いま
す。
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女性 若者 シニア

八王子・立川起業支援センター

【所在地】東京都八王子市横山町９−１１
               小泉ビル４階
【TEL】042-634-9786
【FAX】042-634-9787
【MAIL】info@ueda-zeirishi.com
【担当】上田

都内全域 ○ ○ ○

起業家の頼れるパートナーとして、起業前の事業計画の作成〜
会社設立支援〜資金調達支援〜税務顧問と起業に関する各ス
テージで必要なサービスを提供します。若手税理士ならでは
フットワークの軽さ、「こんなに真剣に話を聞いてもらったの
は始めて」と言われるほどの話しやすさに定評があります。
「世の中を変えるのはいつだって起業家」との信念に基づき、
起業支援を通じて、より良い未来を創るために日々奮闘中で
す。

株式会社町田新産業創造センター

【所在地】東京都町田市中町１丁目４番２号
【TEL】042-850-8525
【FAX】042-850-9022
【MAIL】edesk@mbda.jp
【担当】藤谷、武田

都内全域 ○ ○ ○

「まちだ未来づくりプラン」の実現に向けて、具体的な事業と
取り組みを定めた「町田市新５ヵ年計画」に基づき、町田市
（９０％）、町田商工会議所、株式会社八千代銀行（各５％）
が出資し、２０１３年４月にオープンした創業支援施設です。
常駐するインキュベーションマネージャー３名が新規性・独自
性・成長性ある起業家に対する支援を中心に、販路拡大、経営
スキルや資金調達等のご相談・課題等に対しワンストップ型の
ハンズオン支援を行っています。産業競争力強化法に基づき、
国から認定された創業支援施策である「町田創業プロジェク
ト」を町田市、町田商工会議所、金融機関、当センターが連携
して展開しています。

株式会社いちから

【所在地】東京都杉並区松庵3-39-11
　　　　　シティコープ西荻201
【TEL】03ｰ6362-5228
【FAX】03ｰ6747ｰ6851
【MAIL】info@ichikala.com
【担当】嶋津、北村

東京23区 ○ ○ ○

創業支援に特化したサポートを行っています。2014年の制度
発足時から代表がアドバイザーとして活動しており、創業者・
金融機関の方のニーズに併せて支援ができることを心がけてお
ります。
創業者の方に対しては、夜間や現地での面談も行っており寄り
添う支援ができるようしています。

株式会社ファーストブランド

【所在地】東京都港区虎ノ門1丁目17番
　　　　　1号虎ノ門ビジネスタワー15階
【TEL】03-6807-5962
【FAX】03-6807-5965
【MAIL】tokyo_sogyo@firstbrand.co.jp
【担当】竹若、釣谷

都内全域 ○ ○ ○

個人事業主、小規模経営者を対象に10年以上マーケティング支
援を中心に行ってきました。また、合わせてIT導入補助金や持
続化補助金の申請サポートも行っています。起業準備段階から
開業後のマーケティングまでを頭に入れてサポートを行い、融
資実行後も積極的に継続的なサポートが可能な体制です。東京
都内においては朝日新聞社バックアップのもと、セミナーやイ
ベント等の告知などのPRに強みを持っています。

リトマス

【所在地】国立市東１－４－６
　　　　　国立商協ビル２階
【TEL】042-505-4430
【FAX】042-327-0754
【MAIL】advice@ritomas.com
【担当】東、濱倉

都内全域 ○ 〇 ○

国立市のシェアスペース「リトマス」、西東京市の創業サポー
ト施設「Ripple NishiTokyo」にて開業サポート、業界別起業講
座、起業相談などを実施。
2013年の開業以来、多くの起業希望者の伴走者として支援を
しており、自身もシェアスペース運営の現役プレイヤーとして
地域の皆さまと連携させていただきながら成長を続けておりま
す。
得意分野は女性、定年退職後などセカンドステージの皆さまの
支援、飲食・手しごと・教室運営など個人事業から成長を目指
す方々へのきめ細かい支援です。
今後はより広範囲の方々に実践的な支援を継続的に実施したい
と考えています。

税理士法人
安心資産税会計

【所在地】東京都北区赤羽１－５２－１０
　            ＮＳ２ビル５Ｆ
【TEL】03-5249-0580
【FAX】03-5249-0586
【MAIL】cbs@souzoku-ansinkaikei.com
【担当】北川

都内全域 ○ ○ ○

当社は、複数の相談体制、チェック体制と永年の経験によるノ
ウハウとチェックリストを駆使して税務申告をしていますの
で、安心して申告を任せられると、お客様から絶大な信頼を寄
せていただいております。
また 常に最新の知識を身につけるために、研修制度 として、月
二回の所内研修、元国税局出身の先生との事例検討会、当社主
催の税理士の先生方との勉強会、 及びさまざまな外部研修への
参加をして、皆様のお役に立てるよう日々研鑽を積んでいま
す。
資産税実務経験4年以上のスタッフで、皆様のご相談に応じてい
ます。

＜決算アドバイザー＞
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