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創業　補助金 ホームページ制作　補助金 創業者の家賃補助 創業コンテスト

1 東京都

・創業助成事業
　創業者又は創業５年未満
　　上限 ： 300万
　　補助率 ： 2/3

・TOKYO STARTUP GATEWAY
　　　　　　　　　　　　　　　（H28年度は、6月）
　最優秀者　賞金100万円
　優秀者　　　賞金50万円
　ファイナリストには支援メニューを提供。
　　更に都内で法人設立時に活動資金100万円。

2 足立区

・（創業プランコンテスト）
  創業5年未満の法人及び個人
　　上限 ： 200万
　　補助率 ： 1/2

・ホームページ作成助成金
　上限 ： ７万円
　補助率 ： 1/2

・会社案内等作成助成金
　上限 ： 5万円
　補助率 ： 1/2

・創業プランコンテスト（H28年度は、4月～5月）
　補助金　上限額　200万円　（補助率　1/2）
　　　最優秀賞：1本以内（副賞30万円）
　　　優秀賞：3本以内（副賞各20万円）
　　　部門賞：5本以内（副賞各10万円）
　　　奨励賞：制限なし（副賞なし）

3 荒川区
・魅力発信動画製作補助金
　　上限 ： 10万円
　　補助率 ：　1/2

事務所等賃料補助金
　4月、10月募集
　　1年目　上限月5万円
　　2年目　上限月3万円

・荒川区ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝｺﾝﾃｽﾄ（ARA‐CON）
　創業予定者又は
　創業後概ね5年以内の中小企業者
　Ｈ25から隔年開催
　　 荒川ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ大賞        （賞金30万円）1件
　　 荒川ｳｰﾏﾝｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ大賞（賞金30万円）1件
 　  オーディエンス賞             （賞金10万円）2件

4
江戸川
区

・販路拡大支援助成金
 製造ｊ費業者向け
　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
    上限 ： 50万円
　　補助率 ： 1/2
　チラシ作成
　　上限 ： 10万円
　　補助率 ： 1/2

えどがわ起業ビジネスプランコンテスト
　起業経費の一部を江戸川区が助成
　　最優秀賞（1名） 上限30万円
　　優秀賞（1～2名）上限20万円
　　佳作（1～2名）　上限10万円

5 大田区

大田区ビジネスプランコンテスト
                         （H28年度は、9月）
　(1) 最優秀賞 1件 30万円
　(2) 優秀賞 1件 10万円
　(3) 特区民泊連携モデル賞
　　　　　　　最優秀賞　20万円
　　　　　　　優秀賞　10万円

6 葛飾区

・新製品・新技術開発補助事業
＜起業家支援＞
　創業5年未満の企業
　上限額：150万円
　補助率：1/2

・ホームページ開設費等補助
　上限額 ： 5万円
　補助率 ： 1/2

7 北区

・ものづくり中小企業等ホームページ作成
支援事業
 （製造業又は
 情報通信業のうちソフトウェア業）
　上限 ： 5万円
　補助率 ： 1/2

8 江東区

・ホームページ作成費補助
　上限 ： 5万円
　補助率 ： 1/2

・事務所等の賃料補助
１年目
 製造業 上限：月10万円
　　　   　補助率：1/2
 非製造業 上限 ： 月5万円
　　　　　    補助率 ： 1/4
２年目
 製造業 上限 ： 月5万円
　　　　 　補助率 ： 1/2
 非製造業 上限 ： 月3万円
　　　　　　  補助率 ： 1/4

9 品川区

・外国語版ホームページ作成経費助成
　上限 ： 10万円
　補助率 ：　2/3

・ビジネス創造コンテスト（H28年度は、10月～11月）
応募資格　品川区内・区外問わず応募可能
　  最優秀賞：賞金３０万円
　　　　シリコンバレーツアー往復航空券
　　　　SHIPｵｰﾌﾟﾝﾗｳﾝｼﾞ１年間無料利用
　  優秀賞(２件)：賞金１０万円
　　　　SHIPｵｰﾌﾟﾝﾗｳﾝｼ６か月間無料利用
　  奨励賞(２件)：賞金５万円
　　　　SHIPｵｰﾌﾟﾝﾗｳﾝｼ３ヵ月間無料利用
　  企業特別賞(４件)：賞金５万円

・ウーマンズビジネスグランプリ（H28年度は、12月）
応募対象 ：概ね1年以内に起業予定又は、
　　　　　　　起業後５年以内の20歳以上の女性
　  グランプリ・・・現金30万円
　  優秀賞・・・現金10万円
　  特別賞・・・現金10万円

東京都及び東京23区の創業に係わる補助金　（内容は過去数年間の実績です。今後の実施が未確定のものも含まれます。）
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10 台東区

・外国語ホームページ新規作成費用支援
　　上限 ： 10万円
　　補助率 ： 1/2
　

・外国語メニュー・パンフレット等作成支援
　　上限 ： 10万円
　　補助率 ： 1/2

11 中央区
・ホームページ作成費補助金
　　上限 ： 6万円
　　補助率 ： 2/3

12 豊島区
・ホームページ作成支援
　上限 ： 5万円
　補助率 ： 1/2

13 中野区

・ビジコンなかの（Ｈ28年度は、10月～11月）
中野区を含む地域・住民等を対象として展開する新たなビ
ジネスプラン
 事業開始予定又は開始から概ね３年未満
　Ｈ28年度は、10/1～11/16　募集
 最優秀賞（賞金50万円）　１件以内
 ＩＣＴ・コンテンツビジネス奨励賞 （賞金20万円） １件以内
 ライフサポートビジネス奨励賞　 （賞金20万円） １件以内
 オーディエンス賞　１件以内

14 練馬区
・ホームページ作成費補助金
　上限 ： 4万円
　補助率 ： 1/2

15 文京区

（地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ創出支援事業補助金）
文京区の地域ブランドを新たに創出する事業
のみ対象
　上限：30万円
　補助率：2/3

チャレンジショップ支援事業
商店街店舗賃借料一部補助
　上限 ： 月5万円
　補助率 ： 1/2
　最大1年間

16 港区
ホームページ作成・変更費用補助
  上限 ： 5万円
  補助率 ： 1/2

新規開業賃料補助制度
　上限 ： 月5万円
　補助率 ： 1/3
　最大1年間
　年2回募集
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