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受付女
性会

株式会社MammyPro 代表取締役 阿部　夕子
地域密着型育児情報サイト[ママナビ]の運営、ＳＮＳの運営
雑誌の発行、イベント企画運営、マーケティング、商品開発、他

2007.7 www.mamanavi.tv 札幌

ぬいっ子本舗株式会社 代表取締役 葛西　紀子 癌患者のためのケア商品の企画、開発及び販売業 2008.7 http://www.nuikko.com 青森

納棺ふじ 藤木　志穂子 遺体処理（遺体衛生保全、死化粧） 2008.2 湯沢

株式会社エム・コミュニケーション 代表取締役 野本　幸 地域づくりコーディネート、広報計画・販売促進計画、地域づくり事務局代行 2007.10 上越

★株式会社たび寅 代表取締役社長 秋山　晶子

宿専門のホームページ製作会社
独自宿泊予約システムが入ったホームページを提供し、飛躍的な集客ＵＰを図
る
料金体系は、制作料５万円＋ホームページからの予約成立の５％

2004.10
http://www.tabitora.com/
http://www.tabitora.co.jp/

諏訪

★株式会社クルール・プロジェ 代表取締役 阿久津　智子
子育てママ向けの情報誌「クルール」の発行、広告販促物の制作、
ＷＥＢポータルサイト運営、イベント請負

2005.12
http://www.couleur-
projet.co.jp

宇都宮

株式会社ジュビリー 代表取締役 橋本　絢子

・Ｗｅｂ、雑誌コンテンツの企画～ライティング
・ライター養成講座の開催
・文章表現力向上講座の開催
・子ども作文教室の開催
・製作会社向け営業代行サービス

2009.2 http://www.jubilee-web.jp 東京

株式会社Face Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ &
co.

代表取締役 古橋　香緒里 女性投資家向けＩＲコンサルティングサービス 2007.8 http://www.f-int.co.jp/ 東京

株式会社クー・コーポレーション 代表取締役 上田　律子
業種：　美容業
内容：　トータルヘッドケア　サロン

2005.4 http://coupcorp.jp/ritts/ 町田

トラジインターナショナル 代表 金　美花 通訳案内業、韓国語・通訳案内士人材養成、インバウンド・コンサルタント 2006.2 http://www.jk-assist.com/ 京都

株式会社メルキュール 代表取締役 合田　由佳
中国工芸茶の企画、開発、輸入、卸売業
テーブルウェアの企画、開発、輸入、卸売業

2005.2 http://www.mercure.jp 大阪

株式会社Ｊｉｎａサロン 代表取締役 明石　春枝
女性用オーダーウイッグ　メーカー
健康志向の美容室　エステサロン　ジェルネイル専門サロン　直営

2004.8 http://www.jina.jp/ 神戸

★やっさ弁当 加藤　元美
飲食業
やっさ弁当（あなご弁当）、足軽弁当、やっさバーガー、黒田官兵衛　愛妻物語
肉めし弁当

2008.7 http://www.075903.com 姫路

革工房レリップ 代表 中嶋　天心 草乾・小物販売・修理・草教室 2008.6 http://www.lelip.net 龍野

上田着付け教室 上田　久美子 着付け教室 2007.11
http://www.h6.dion.ne.jp/~
kituke-u/

宝塚

株式会社バジリーニ 代表取締役社長 岡野　たほ
宝塚市産バジルを使った「フレッシュバジルの加工食品」の開発・販売、宝塚ブ
ランドプロデュース・コンサルタント

2008.4
http://www9.plala.or.jp/ba
silini

宝塚
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ブリリアントアソシエイツ株式会社 代表取締役 福嶋　登美子

山陰初のホテル併設のサロン・ド・アルーア、エステサロン経営
サロン・ド・アルーア鳥取店（ホテルニューオオタニ鳥取4Ｆ）
サロン・ド・アルーア米子店（米子全日空ホテル6階）
市場料理　賀露幸　経営

2004.7
http://kigatukebatottori.c
om/
http://allure-ba.com

鳥取

キンデル・パーク 代表者 角南　冨美恵

サービス業
犬の躾、訓練（家庭犬訓練、高等訓練、警察犬預託）
ドッグラン、アジリティー、訓練犬の預かり施設
温熱治療（イトウテルミー）、マッサージ教室
一時預かり、宿泊（冷暖房完全犬舎）

2006.5 http://www.kinderpark.jp/ 備前

株式会社　柚りっ子 三澤　澄江
柚子味噌「柚りっ子」製造販売
（柚りっ子国産100・柚りっ子やすらぎタイプ・柚りっ子さわやかタイプ・ゆず皮
ティー・すだち皮ティー・ゆず種茶）

2005.11 http://www.yuzurikko.jp/ 徳島

★株式会社BuonoBuono 代表取締役 奥間　邦子 パン類製造販売業、パン・洋菓子・シチュー・ランチボックス　他 2004.12
http://www.buonobuono.c
o.jp/

福岡

特定非営利活動法人
モンテッソーリ教育研究会
マリアの園保育園

理事長・園長 山内　享子

乳幼児や乳幼児を持つ保護者に対して保育や子育て支援に関する事業を行う
ことで、入所した子供たちの心身の健全な発達と地域社会の子育て支援に寄
与することを目的に、子供の健全育成を図る特定非営利活動を行う。上記の目
的を達成するため保育所の運営に関する事業を行う。

2008.1
http://www.marianosono.j
p

久留米

株式会社リハブインテリアズ 代表取締役 池田　由里子
医療福祉施設のインテリアデザイン、医療福祉施設環境に関するセミナー、講
演、執筆など

2008.8
http://www.yurikoikeda.co
m/

熊本

ＭＡＮＯ　ＭＡＮＯ（マーノ・マーノ） 代表 浦田　知佳 美容業（エステ）、美顔・痩身・抑毛・物販（化粧品・補正下着） 2007.12
http://www.mano-
net.com/

熊本

株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役 小室　淑恵

ワーク・ライフバランスコンサルティング事業
働き方の見直しプロジェクト、残業削減に向けた取り組み支援
ワーク・ライフバランス実現による生産性向上のための意識啓発、管理職研修
など
育児・介護・私傷病等による休業者の職場復帰支援事業ａｒｍｏ[アルモ]
ワーク・ライフバランス組織診断事業

2006.7
http://www.work-life-
b.com/

直接

Ｎａｎａｋａ翻訳オフィス 安藤　穂波
多言語の翻訳業務
（英語、独語、仏語、スペイン語、中国語、韓国語、インドネシア語他）

2006.6
http://nanakahonyaku.co
m/

直接

軒先株式会社 代表取締役社長 西浦　明子 空スペースのインターネットによるマッチング事業 2008.4 http://www.nokisai.com/ 直接

有限会社大東牧場内MILK工房ス
コット

森　京子
アイスクリーム類製造業
飲食店営業

2005.7 http://milkice.ndap.jp/ 直接

★まゆ　積み木作家 御子柴　真由美 製造業（高知県産ヒノキの枝を使った手づくり「積み木」の制作・販売） 2007.10 http://mayu-tsumiki.com 直接

株式会社メディディア 代表取締役 山本　典子
医療、看護、介護用品の研究、開発、販売。情報処理システムの開発、設計、
販売。自社開発商品「ＫＩＲＵＲＵ１２、２５」医療用サージカルテープカッター

2006.5 http://www.medidea.co.jp 直接
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受付女
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★一般社団法人　ピア 代表理事 佐藤　真琴

がん治療中とその後の追跡中の患者さんたちの地域社会生活を支援する事業
・予約制の個室専門美容室「ヘアサプライ　ピア」
　　人毛100%ウイッグの制作販売
　　美容師による自毛、ウイッグのカットや調整
・看護師・ボディケアセラピストの無料カウンセリング
・茶話会（患者会）
・情報提供とニーズの吸い上げ、解決方法づくり

2004.9
http://blog.canpan.info/pe
er/

直接

Café　Escape 店長 鈴木　百合絵
飲食業
料理教室、パンケーキ教室、珈琲教室　他、各イベントの運営、雑貨の委託販
売

2008.1
http://www.cafe-
escape.com

直接

株式会社環境創研 福田　章子
環境商品の開発及び製造卸販売
魚焼きグリルのセラミックス（100％リサイクル）『エコトクくん』

2006.3
http://www.kankyo-
souken.com
http://www.ecotoku.com

直接

あばん亭 小谷　清美
お弁当の製造・販売　菓子製造販売
米は地場産コシヒカリを使用し、野菜・魚等地産地消を推進し、昔ながらの伝承
料理を次世代に伝えられるようメニューに多く取り入れる等工夫をしている

2008.4 直接








