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受付

女性会

株式会社クロスハーツ 上野　みなこ
①保冷財の企画販売②保冷材広告③保冷材雑
貨

2006年5月 http://www.cross-hearts.com 直接

株式会社ナイスファミリー 川邊　礼子

マッサージ店経営　学院経営　労働者派遣　飲
食業
移動リフレシュカー
オーガニック弁当

2003年6月 http://www.nice95.com
堺

（大阪府）

☆合資会社シンプルウェイ 阪口　あき子

思い出が詰まったホームビデオ専門の映像制
作会社
①懐かしの8mmフィルムのDVD変換
②撮りっぱなしのホームビデオのオーダーメード
編集、各種メディア変換など

2003年4月 http://omoide.tv 直接

株式会社アビサル・ジャパン 幟立　真理

業種：スキンケア及び介護予防製品の企画開発
製造販売
取扱製品：LANAシュガースクラブ、ピースサ
ポート

2004年5月 http://www.Lana104.jp
呉

（広島県）

株式会社アイナース 八木　京子
①介護保険・医療保険を使わない在宅での看
護の提供、②予防治療・健康管理、③研修事業

2006年5月 http://i-nurse.co.jp
東京

（東京都）

有限会社なべよし 金谷　由起子
・レストラン。
・食品の販売。
・雑貨（陶器、ガラス、漆器、繊維）の販売。

2003年9月 http://www.takasago-saryou.jp
白山

（石川県）

☆さとみの漬物講座企業組合 新関　さとみ

①山形のお母さんの味の漬物の製造・販売、②
漬物の素「さとみの魔法のたれ」・手作りこだわ
り味噌等の販売、③講座事業（漬物講座・手作
り味噌講座・伝統料理講座)

2003年8月 http://www8.ocn.ne.jp/~satomi/
山形

（山形県）

サポネット 山崎　奈都子
①ネットショップ支援事業（店舗運営サポート、
ホームページ作成、写真撮影）

2006年1月 http://www.suponet.net
掛川

（静岡県）

Well-being株式会社 小澤　智子

①アロマセラピスト訪問サービス、②アロマセラ
ピー＆心理カウンセリング　サロン業務、③セラ
ピストスキルアップセミナー企画運営、④アロマ
インストラクターデリバリーサービス、⑤ヘルス
ケア業に特化したビジネスコンサルティング、⑥
ヘルスケア関連のセミナー企画運営

2006年5月
http://www.well-
beingpeople.com

http://www.therapure.jp

東京
（東京都）

好生館　マナー研究所 青木　孝子

①日常のマナー（作法）・冠婚葬祭のマナー指
導・セミナー・依頼講演開催、②ビジネスマナー
（一般企業、美容、医療、教員など依頼講演・セ
ミナー開催、③ラジオ・テレビ出演、雑誌・新聞コ
ラム掲載

2005年10月 http://homepage3.nifty.com/manners/
松本

（長野県）

「第６回女性起業家大賞」応募者

【スタートアップ部門】４５件（順不同・敬称略）



神楽ふれあい本舗株式会社 室　厚美
日本の伝統食（玄米・野菜・豆・発酵物）を主体
に、主食・副食を補強・補充する「健康サポート
食品」の通信販売事業

2007年3月 http://www.kagura-fureai.com
東京

（東京都）

企業組合キヲレ 木下　喜代
①自然に配慮した食料品、日用品、雑貨等の企
画開発、仕入販売
②アロマテラピー事業、③教育情報事業

2004年9月 http://www.kiole.net/
天童

（山形県）

株式会社アクションパワー 大津　たまみ
①家事代行②ハウスクリーニング③整理収納
サービス④セミナー講座運営

2006年7月 http://www.action-power.net/
名古屋
（愛知県）

RAINBOW仙台 松木　みさ子
保冷材の成形型と保冷剤グッズを製造・製作・
販売

2006年1月 http://www.geocities.jp/rainbowsendai
仙台

（宮城県）

株式会社MammyPro 阿部　夕子 インターネットを使った情報サービス業 2006年7月 http://www.mamanavi.tv
札幌

（北海道）

有限会社covers.nu 伊東　美惠子

①独自開発による植物栽培容器の製造・販売
（商品名　Nu-stｙle「タイプ・チューブ」②グリーン
コーディネート（他、グラフィックデザイン、伝統
文化のコーディネート業）

2005年2月 http://www,.covers.nu 直接

スマイルケアジャパン社 大杉　千里
育児補助用品の製造販売（ハンズフリー自動授
乳「ママ代行ミルク屋さん」

2005年7月 http://www12.ocn.ne.jp/^rfm4466/ 直接

有限会社平野商店　ほっとデリカ
田舎

平野　千紗子

タレ、ミュージアム事業部、①手作り弁当、惣
菜、②お食事処、③“たれント５”、④オードブ
ル、冠婚葬祭弁当、⑤知るを楽しむ会、⑥酒類
販売業

2005年3月
広島

（広島県）

株式会社大久保測量 大久保　光子

①土地調査測量②土木設計施行監督③浴室、
浴場用の用具及び用品の製造販売④各種発
明、考案品の試作請負並びに販売⑤上記各号
に附帯する一切の業務

2003年7月 http://www.okubo-corp.com
苫小牧
（北海道）

有限会社　ハートボイス 松田　泰子
ブライダル・各種パーティー・イベント・式典等・
司会・ＣＭナレーション・話し方教室・司会者養
成

2003年5月 http://www.heart-voice.jp/
草津

（滋賀県）

コンフォートグローサリーズ 白須　千香
自然食品の小売店＋カフェスペース
無添加醸造法にこだわった調味料、有機加工
食品、天然酵母パン等

2005年11月 http://www.comfortgroceries.com
東京

（東京都）

SWIMMING　ピュアネット 北端　芳子
水泳インストラクター（障がい者、高齢者の自立
支援と水泳一般）

2005年6月 直接

訪問看護ステーションエール 前田　公子

在宅で療養されている方（高齢者、癌末期患
者、難病）の自宅へ訪問し、必要なケアを行な
う。医療機器（在宅酸素、レスピレーター、バル
ンカテーテル、人工肛門）を使用、装着している
方へのケアを行なう。24時間連絡体制（土日で
も何時でも電話連絡が取れ、必要によっては訪
問する体制）をとることにより、利用者は安心し
て自宅で療養することができる。

2007年2月 http://www.yell-kango.com
西宮

（兵庫県）



株式会社AI・ブライダル企画 木島　知子

WEB＆リアルによる結婚式、披露宴の企画及び
コンサルティング、ブライダル関連商品の紹介
及び販売、イベントの企画、各種セミナー開催
（女性向け）

2006年10月 http://www.aibridalkikaku.com
西宮

（兵庫県）

リンク有限会社 除村　好美 アロマオイル関連製品の輸入代理店 2004年11月 http://www.y-ringstyle.com
西宮

（兵庫県）

もりたサポート・オフィス 森田　舞
コーチングスクール、起業･開業者サポート、地
域ブログポータルサイト運営等

2006年2月
長野

（長野県）

株式会社プラチナコンシェルジュ 森　幸恵 おもてなしコンサルティング 2006年5月 http://pla-con.jp/
富山

（富山県）

翔Design 山田　利恵子

筆文字に特化したコンサルティングオーダーメイ
ドひょうさつ専門店
筆文字デザイン・オリジナル看板・インテリアデ
ザイン・アート制作・外構など。

2003年12月 http://www.sho-fudeji.net/
富山

（富山県）

株式会社ＭＴＳ 矢野　美枝
･職業紹介事業（医療･福祉専門）・派遣事業（医
療･福祉専門）・人材育成事業・人材コンサル
ティング事業・キャリア･コンサルティング事業

2006年1月 http://www.mts-kyushu.jp
熊本

（熊本県）

農家レストラン・民宿　星場台 野村　良子
農家レストラン（桧山そばと季節料理）　民宿
内閣府認定　特区を利用した濁酒製造

2004年7月
能代

（秋田県）

コミュニティ菓子工房KIMIKO 畑沢　貴美子 菓子製造販売業 2003年12月 http://www.kimiko.web.infoseek.co.jp/
大館

（秋田県）

有限会社　七海屋 滝内　志保
石のあかりの制作・販売
石材商品全般

2004年10月 http://www.nanamiya.jp
高松

（香川県）

自然免疫応用技研株式会社 河内　千恵

・糖脂質の研究開発、製造、販売（飼料用、食品
用、化粧品用）
・知的財産権提供
・研究開発コンサルタント
・各種受託解析

2006年7月 http://www.macrophi.co.jp
高松

（香川県）

☆株式会社M&W企画オフィス 青木　久子
「歴史」や「伝統的技術」を題材として「住民の暮
らし」の視点から、"新たな地域活性への事業モ
デル”を計画、事業化するコンサルティング会社

2005年9月
東京

（東京都）

☆株式会社ヴェス 久田　真紀子

業種：情報サービス業
主な事業領域：PC・周辺機器、携帯電話、情報
家電、車載機器などの様々な製品やシステムの
ソフトウェア・ハードウェアにおける品質検証・評
価。
・IT関連製品などの新製品開発に伴う検証サー
ビス
・レディーステスター検証サービス
・IT関連製品などの操作性や実用性に関する
ユーザービリティ検証の企画・実施
・テストエンジニア育成支援サービス

2003年7月
http://www.ves.co.jp/

http://www.ves-net.com/
東京

（東京都）



彼方此方屋 たなか　きょうこ
リサイクル着物販売及び悉皆
オリジナルブランド≪京・木棉　乙≫企画･販売
人形ミニ着物教室　着付け教室

2002年6月 http://www.ochicochiya.com
京都

（京都府）

京都　二方屋 白井　昌子

手づくりおりん専門店
古来からの金属「砂張」を使ったりん
「舞妓りん」KYOTO　ＭＹ　CORIN企画・制作・販
売

2004年9月 http://www.futakataya.com/
京都

（京都府）

有限会社　アペイロン 倉橋　弘美
ホームページ制作・インターネットショップ運営・
各種管理システム制作等

2004年11月 http://www.a-peirou.com
京都

（京都府）

京の華 野々村　美貴子
西陣織物企画・製造業
現代のライフスタイルに合わせた西陣織創作品

2007年4月 http://www5.ocn.ne.jp/~nonomura/
京都

（京都府）

☆有限会社ミユキ 三林　美雪 すし製造業（棒寿司） 2004年11月
北九州
（北九州
市）

株式会社ヴァイスヴァーサ 平川　貴子

・Ｗｅｂサイトサービス事業（Ｗｅｂサイトを初めと
する各種コンテンツ制作、インターネットサービ
ス）
・ＰＲサービス事業（インターネットを活用としたＰ
Ｒ，企業広報の代行やレクチャー・コンサルティ
ング）
・音楽芸能事業（所属事務所ミュージシャンによ
るライブサポート、音楽コンテンツ編集、制作）

2005年9月 http://www.vice-versa.jp/
東京

（東京都）

株式会社シーリサーチ 吉川　奈美

マーケティングリサーチおよび販売促進支援
サービス
グループインタビュー、覆面調査、サンプリング
支援、カットモデルの派遣、パンフレット・小冊子
の制作

2005年4月 http://www.sresearch.jp
札幌

（北海道）

☆株式会社KSGインターナショナ
ル

高橋　泉

・民間による電報事業（総務省認可　特定信書
便事業認可　総特第20号）
・ブライダルカフェ事業（ブライダル情報発信カ
フェ）

2002年11月 http://www.e-denpo.net
宝塚

（兵庫県）

有限会社　ヴォイラ 井川　智子

フリーペーパー企画・発行
Ｗｅｂ企画・運営（女性向けポータルサイト）チラ
シ・名刺・ショップカード等
企画・制作イベント・セミナー　企画・運営
オリジナル商品　企画・販売（宝塚で活躍するデ
ザイナーブランド開発）

2004年10月 http://www.voila.co.jp/
宝塚

（兵庫県）

ヘアサプライ　ピア 佐藤　真琴
・抗がん剤・病気による脱毛時用オリジナルか
つらの製作販売と個人専門美容室
・脱毛期用帽子やつけ毛の制作販売

2005年9月 http://www.e-koeda.com 直接


