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茨城 一般社団法人茨城県女性起業家支援ネットワーク

茨城 茨城町

茨城 利根町

栃木 一般社団法人スリーアクト http://www.three-act.com/

女性が起業しやすい街づくりを目指して様々な支援を行っております。

栃木県に移住を検討されていらっしゃる県外の方のご相談も歓迎しま

す。

栃木 宇都宮市

栃木 小山市

栃木 株式会社エス・ティライン

栃木 上三川町

栃木 公益財団法人栃木県産業振興センター

栃木 壬生町

群馬 群馬県 https://www.pref.gunma.jp/06/g09g_00564.html
起業に関心のある女性を対象とした起業家講演会の開催等、地域の支援

機関と連携しながら女性の起業支援を実施しています。

群馬 前橋市 https://www.city.maebashi.gunma.jp/sangyo_business/4/3/5/index.html

前橋市では女性起業家同士の交流の場「まえばし女子会（ま女会）」を

開催し、ネットワークづくりなどのお手伝いを行っています。また、各

支援機関との連携を通して女性起業家の支援を拡充しております。

埼玉 一般社団法人 HERS PROJECT https://hers-project.com/

埼玉県内で女性起業家の支援団体を運営しています。メンバー向けブラ

ンディングや広報支援などを行う無料の女性起業家の登録募集も行って

いますので、埼玉県で起業している方はぜひご登録ください。

埼玉
株式会社日本政策金融公庫　国民生活事業本部

北関東信越創業支援センター

埼玉 川口市 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/021/12/2066.html
埼玉県南東部に位置する川口市で、女性向け起業セミナー・女性創業者

交流サロン等を実施しています。

埼玉 越谷市

埼玉 株式会社コマドデザイン

埼玉 埼玉県 https://www.pref.saitama.lg.jp/

創業・ベンチャー支援センター埼玉に女性創業支援アドバイザー等で構

成される支援チームを設置し、総合的な支援を行っております。また、

女性を対象としたビジネスプランコンテストも実施しております。

埼玉 白岡市 http://www.city.shiraoka.lg.jp/8194.htm

創業支援等事業計画に基づき、白岡市商工会、埼玉県創業・ベンチャー

支援センター埼玉と連携して、創業支援の取り組みを実施しておりま

す。

埼玉 戸田市

埼玉 新座市 https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/19/

埼玉県南西部にあり、地域の半分が東京都に隣接していることから都内

へのアクセスのよい市です。緑と水に恵まれた自然環境もあり、若い世

代の移住にも力を入れています。女性向け起業支援について今後取り組

みを強化していきたいと考えています。

千葉 市川市 https://www.city.ichikawa.lg.jp/catpage/ka-cat-keizai-keizaiseisaku.html

平成26年度に創業支援等事業計画の認定を受け、市川商工会議所、千葉

商科大学、近隣市（船橋市、八千代市、浦安市）と連携しながら、創業

支援事業を実施しています。
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キャリア・ジョセフィーヌのブランディングテーマは「伝わるシンプ

ル」。 理論的に作られた女性の心をギュッとつかむ「世界観」が特徴。

企画やライティングなどトータルブランディングを行うきめ細やかなサ

ポートで、大手企業から個人起業家さんまで全国よりご依頼をいただい

ております。

　　　　　　【支援事例等詳しくはこちらをCHECK！】

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/joseikigyouka/12car.pdf

千葉 公益財団法人千葉県産業振興センター https://www.ccjc-net.or.jp/

起業を考えている皆様、起業の手続きや創業計画等のお悩みに、各分野

の専門家が相談に応じます。起業に必要な知識や情報に関する各種セミ

ナーも開催しています。

千葉市内の中小企業者・創業者等への総合的な支援を行っている公的支

援機関です。女性起業家支援に豊富な実績がございます。お気軽にご相

談ください。

　　　　　　【支援事例等詳しくはこちらをCHECK！】

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/joseikigyouka/12chiba.pdf

千葉 流山市 https://www.city.nagareyama.chiba.jp/business/1006712/1006714.html
流山市の創業支援事業として、株式会社新閃力の尾崎えり子氏（女性起

業家）と連携しながら、女性向け創業スクール等を実施しています。

千葉 横芝光町

東京 株式会社ＩＢＪ https://www.ibjapan.com/kaisetu/

少子化・人口減少対策として、日本の婚姻数を増やすため、結婚への近

道である結婚相談所を、当社ですでに3,000社余りの方々が起業し、活躍

されています。

女性のライフイベントの変化にも柔軟に対応でき、かつ起業しやすい事

業形態であり、さらに相談所同士の連携やサポート体制を整えた「日本

結婚相談所連盟」を運営しています。やりがいと理想のワークライフバ

ランスを整えながら起業したい起業家を数多く支援しています。

東京 一般社団法人日本ベビーダンス協会

https://bb-dance.com/

https://sites.google.com/bb-dance.com/yousei-g

東京 今井関口法律事務所

http://www.c-mam.co.jp/cocoplace/

東京都郊外の多摩市で保育室を併設した「コワーキングCoCoプレイス」

（東京都認定インキュベーション施設、多摩市認定ビジネス支援施設）

を運営しています。毎週水曜日は日本政策金融公庫、多摩市による出張

創業相談もあります。

http://www.c-mam.co.jp/

また、当社は東京都女性若者シニア創業支援アドバイザー企業で、創業

セミナーも定期的に開催しています。代表は女性起業家で、育児期の起

業やフリーランスから法人化等の経験もありますので、さまざまなお悩

みにお答えできると思います！

　　　　　　【支援事例等詳しくはこちらをCHECK！】

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/joseikigyouka/13car.pdf

東京 株式会社シーズプレイス https://csplace.co.jp
「暮らす地域で幸せに働く人を増やす」ため、当事者視点によりそった

創業支援を行なっています。お気軽にお声掛けください！

東京 株式会社蔦屋書店

千葉

https://career-josephine.com株式会社キャリア・ジョセフィーヌ千葉

公益財団法人千葉市産業振興財団 https://www.chibashi-sangyo.or.jp/

東京 株式会社キャリア・マム

https://career-josephine.com/
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/joseikigyouka/12car.pdf
https://www.ccjc-net.or.jp/
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/joseikigyouka/12chiba.pdf
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/business/1006712/1006714.html
https://www.ibjapan.com/kaisetu/
http://www.c-mam.co.jp/cocoplace/
http://www.c-mam.co.jp/
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/joseikigyouka/13car.pdf
https://csplace.co.jp/
https://career-josephine.com/
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/


【関東】

都道府県 組織名 HPリンク ～ひとことメッセージ～

DBJ女性起業サポートセンターは、2011年に発足し、「女性の起業活動

により、経済・社会の活性化、構造改革を促す」ことを目標に掲げ、女

性起業家を対象としたビジネスプランコンペティションを開催していま

す。これまで累計2,500以上の事業プランを全国各地からご応募いただ

き、優れた新ビジネスに対して最大1,000万円の事業奨励金を支給すると

ともに、コンペティション終了後も外部専門家と連携し、ビジネスプラ

ンの実現や成長・発展に向けた事後支援を行っています。今後も、行政

機関・支援団体・専門家・地域の方々とも連携して、サポート事業の充

実を図っていきたいと考えています。詳細は是非ＨＰをご覧ください。

　　　　　　　【支援事例等詳しくはこちらをCHECK！】

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/joseikigyouka/13ni.pdf

東京
株式会社日本政策金融公庫　国民生活事業本部

創業支援部

東京
株式会社パソナ

前「女性起業家等支援ネットワーク構築事業」全国事務局

東京
株式会社日本政策金融公庫　国民生活事業本部

多摩創業支援センター

東京
株式会社日本政策金融公庫　国民生活事業本部

東京創業支援センター

東京 株式会社みらい創造機構

東京 公益社団法人　杉並青色申告会

HP：https://www.aoiro.org/

LINE：https://page.line.me/aoiro?openQrModal=true　（杉並青色申

告会）

Instagram：https://www.instagram.com/suginamiaoiro/

（suginamiaoiro）

東京都・埼玉県・神奈川県の一部を営業地域として活動する協同組織金

融機関です。創業・新規事業開拓期は必要な経営資源が乏しいことか

ら、起業への第一歩を踏み出せない方も多くいらっしゃいます。西武信

用金庫では、こうした課題を解決するため、ニーズに応じた支援メ

ニューを取り揃え、皆さまの起業をご支援しています。

　　　　　　　【支援事例等詳しくはこちらをCHECK！】

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/joseikigyouka/13sei.pdf

登録 世田谷区立男女共同参画センターらぷらす http://www.laplace-setagaya.net/hiroba/

東京 立川市

東京 樽本法律事務所

東京 東京東信用金庫 http://www.higashin-sougyou.jp

本部・本店のある東京都墨田区を中心に、専門家による創業全般（経

営・財務・人材育成・販路開拓等）に関するアドバイスや公的支援制度

活用のための申請サポート等を行っております。また、外部機関との多

くのネットワークにより様々な経営上の課題解決のお手伝いをさせてい

ただいております。

東京
豊島区

としまビジネスサポートセンター

東京 羽村市

東京 株式会社日本政策投資銀行 https://www.jeri.or.jp/wec/

東京 西武信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/seibu/
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東京 フィッシュ・ファミリー財団ジャパンオフィス http://jwli.org/

フィッシュ・ファミリー財団では、米国ボストンと東京を拠点に2006年

にJapanese Women’s Leadership Initiativeを立ち上げ、主にソーシャル

セクターで活躍する女性リーダーの育成や表彰を行う「JWLI」「CCJA

（チャンピオン・オブ・チェンジ日本大賞）」「JWLI Bootcamp」

「JWLIスカラシップ」の4つのプログラムを実施しています。4つのプロ

グラムの卒業生は現在100名超です。

東京 弁護士法人リーガルジャパン　東京事務所 https://www.legaljapan.hiroshima.jp/

起業するときに、どうしても後回しになってしまう法務関係ですが、後

から大きな紛争になることもあります。私たちは起業する女性を応援し

ています。これまで培ってきた弁護士経験を役立てていただきたいで

す。

神奈川
日本政策金融公庫　国民生活事業本部

南関東創業支援センタ－

神奈川 公益財団法人横須賀市産業振興財団 https://yipf.jp/

起業体験の共有やコミュニティ作りを目的としたゆる～いイベント「女

性のための開業スクール」の開催、「女性起業家応援団WITH」による女

性起業家支援、専門家による夢の実現をお手伝いしています！

川崎市男女共同参画センターでは、川崎地域の創業機関と連携し、３種

類の創業無料相談会を実施しています。女性対象の創業セミナーや女性

起業家マルシェも実施し、女性起業家のみなさまを支援する取り組みを

しています。

　　　　　　　【支援事例等詳しくはこちらをCHECK！】

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/joseikigyouka/14kawa.pdf

神奈川 株式会社ブルーコンパス

神奈川 株式会社ソフィットウェブコンサルティング

神奈川 公益財団法人　横浜市男女共同参画推進協会

神奈川 横須賀市

神奈川 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） https://www.scrum21.or.jp/
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