
横浜ベンチャー企業支援プログラム支援企業（2013～2021）

支援年度 企業名 代表者 事業概要

1 2021 （株）Arsci
代表取締役
上地正美

動物病院用の電子カルテ事業、獣医領域に関する最新の情報提供、院内教育
事業

2 2021 （株）ウィメンズ漢方
代表取締役
住吉忍

不妊治療専門クリニックと連携したカウンセリング事業、カウンセリング重
視の漢方販売

3 2021 （株）Next Story
代表取締役
西村美奈子

マチュア世代の働く女性のためのセカンドキャリア研修、イベント・セミ
ナー企画運営、コミュニティ運営、受託業務等

4 2021 レインブラントティー（株）
代表取締役
森本禎志

和紅茶の販売、和紅茶の卸売事業、和紅茶セミナー、催事・イベントの出
店，等

5 2020 （株）エフイー
代表取締役
本藤浩樹

技術サービス事業（機械設計、電気設計、ソフトウェア設計等）、労働者派
遣事業（技術者派遣）

6 2020 （株）ジェイネクスト
代表取締役
牧野雄一郎

WEB,ITシステム制作、清掃業に特化した業務報告アプリ「Raccoon」の開
発

7 2020 （株）プラスオーソ
代表取締役
吉井幹人

専門医向け医療機器（主に人工関節手術）『Esy-』の開発・販売、医療（主
に人工関節手術）に関するコンサルティング

8 2020 YADOKARI（株）
代表取締役
さわだいっせい、ウエスギセイ

暮らしに関わる企画プロデュース・調査研究・メディア運営、小屋・タイ
ニーハウス企画開発、遊休不動産と可動産の活用・施設運営等

9 2019 アットドウス（株）
代表取締役
中村秀剛

狙った場所に狙ったタイミングで、正確に超微量で投薬できるモバイル投
薬・点滴デバイス「atDose」の開発

10 2019 （株）エナ・ストーン
代表取締役
明道保衛

電力を効率よく管理するエネルギー・マネージメント・システムの開発／構
築とコンサルタント業務

11 2019 神奈川経済新聞合同会社
代表
千葉龍太

地域中小・小規模のニュースに特化した月刊紙「かながわ経済新聞」の発
行、チラシ・会社案内制作

12 2019 （株）Q-GARDEN
代表取締役
小島理恵

ガーデン設計・施工、緑地管理、デザイン監修

13 2019 クールフライヤー（株）
代表取締役
山田光二

油の劣化や油ハネ等、揚げ調理の課題を解決する調理機器の開発

14 2019 （株）ニットー
代表取締役
藤澤秀行

身に付けて歩ける椅子「アルケリス」の製造販売

15 2019 VRワイバオ・ジャパン（株）
代表取締役
樽谷隆

スマートフォン利用の場所案内サービス、VR教室・会議室の提供

16 2019 （株）PRESENCE
代表取締役
三戸究允

介護事業（デイサービス）、有料老人ホームの紹介事業、研修事業

17 2018 アロマ看護ケア㈱
代表取締役社長
永杉　彩

高齢社会問題の１つである寝たきり高齢者ゼロを目指したサービス提供

18 2018 ㈱教育ネット 代表取締役 大笹いづみ 
学校教育や地域における情報モラルやプログラミング教育を中心としたＩＣ
Ｔ・ＩoＴ関連サービス事業

19 2018 産後ヘルパー㈱
代表取締役
明 素延／ミョン ソヨン

産褥期の産後の女性と赤ちゃんを専門知識と専門技術を習得した産後ヘル
パーがサポートする自宅訪問型産褥期集中母子産後ケアサービス

20 2018 横濱ワイナリー（株） 代表社員　山本佳子
日本の果実原料のみを使用した日本ワインを製造・販売。サービスメニュー
として、果樹栽培から醸造までの過程を体験できる「食のものづくり体験」

21 2018 ㈱ゼオシステム
代表取締役社長
下川　三郎

ポータブル尿流量計の開発・製造・販売

22 2018 ㈱Digtus 代表者名　岡澤　広知 デジタル遺品相続サービス「Secbo（セキュボ）」の開発及び販売

23 2018 横浜総合建設㈱ 代表者　安西伸司 建築物の解体に重きを置いた建設業

24 2018 リアロップ㈱ 代表取締役　奥村　明弘
レンズのあらゆる収差や歪みを取り除く機械学習技術　オプティカル・ラー
ニング

25 2017 ㈱ｱﾄﾞｳﾞｧﾝﾃｰｼﾞ 代表取締役社長　中野 尚範 サービス業

26 2017 ㈱ｱﾎﾟﾛｼﾞｬﾊﾟﾝ
代表取締役社長CEO
岸上郁子

製造業

27 2017 ことのは出版㈱
代表取締役　野村香久

製造業

28 2017 CO2ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
代表取締役
山﨑 啓二

製造業

29 2017 ｼﾞｪﾈｸｽﾄ㈱
代表取締役
笠原　一

サービス業

30 2017 ｾｷｭｱﾛｼﾞｯｸ㈱ 代表取締役　平井　靖 サービス業

31 2017 ㈱ﾅｶﾞﾉﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 代表取締役社長  バルマス朱美 輸入・販売業

32 2017 ㈱Relation 代表者　加藤英 旅行コンサル業

33 2016 （株）クロスウェル 代表取締役　藤井智恵子 製造業

34 2016 (株)ご意見番 栗田勝 IT業

35 2016 太一建築 代表・中村太一 建設業

36 2016 ﾃﾞｨﾘｯﾄ 代表取締役小島　篤 サービス業
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37 2016 ファストハウス（株） 代表者　津島　一成 建設業

38 2016 (株)ﾚｽｺﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 代表取締役社長　北窓 秀夫 製造業

39 2016 (株)ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｽﾍﾟｰｽ 代表取締役　遠藤　哉 建設業

40 2015 ㈱M.T.C 代表取締役　徳永 博司 製造業

41 2015 ㈱ｾﾞﾛﾜﾝ 代表取締役　高橋智明 ＩＴ業

42 2015 ㈱太陽住建 代表　河原　勇輝 建設業

43 2015 ﾃﾞｨﾒﾝｼｱ･ﾌﾛﾝﾄ㈱ 代表取締役　碓田　茂 医療

44 2015 ㈱トライフ 代表取締役　手島 大輔 製造業

45 2015 ビーアイピー（株）
代表取締役
齊藤　喬

ＩＴ業

46 2015 ㈱夢咲志 代表取締役社長　白石 哲也 建設業

47 2014 ㈱ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 代表取締役　外池 直人 ＩＴ業

48 2014 ㈱相鉄ﾋﾟｭｱｳｫｰﾀｰ 取締役社長　田中　成人 販売業

49 2014 ㈱ﾃｯｸﾜﾝ 代表者  長谷川　光助 製造業

50 2014 ㈱ﾌﾛﾝﾃｨｱﾎﾟｰﾄ 代表取締役　　榎本　勝敏 ＩＴ業

51 2014 合同会社まぁはす 教育・ｻｰﾋﾞｽ業

52 2013 オフィスフューチャー㈱
代表者　阿野　和隆

ＩＴ業

53 2013 ㈱かもし堂 代表取締役　長谷川　賢吾 食品開発・販売業

54 2013 ㈱GFD 代表取締役　横溝 芳郎 ＩＴ業

55 2013 セルフ・フィールド㈱ 中村和雄 販売業

56 2013 ㈱リキッド・デザイン・システムズ代表取締役 遠山　直也 製造業

57 2013 ㈱若武者ケア 代表取締役　佐藤　雅樹 福祉サービス業
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