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本事業は、令和５年度東京都歳入歳出予算が、令和５年３月 31 日までに東京都議会で可決さ

れた場合において実施いたします。 
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1. 事業概要 
 
(1) 背景・目的 

第四次産業革命といわれる世界的なイノベーションの競争が激化する中、先端的なプロ

ダクトやサービスを生み出すスタートアップの存在が重要視されつつあります。海外では、

いわゆる「ユニコーン企業」と呼ばれるスタートアップが多く輩出されていますが、残念な

がら日本発のユニコーン企業は未だ少なく、イノベーションの担い手となるスタートアッ

プが日本から続々と輩出されることが求められています。 
東京においても、グローバルな都市間競争に打ち勝ち、持続的成長を実現させていくため

には、有望な先端事業を発掘し、イノベーションによる生産性向上を図っていく必要があり

ます。また、今後人口減少社会を迎えるなど東京は様々な社会課題を抱えており、先端事業

が有力な解決手段となることが期待されています。 
こうした中、東京都が実施する「King Salmon Project（キングサーモンプロジェクト）」

（以下、「本事業」という。）では、先端事業と都政課題のマッチング、都政の現場を活用し

たプロジェクト実施と販路拡大のための戦略立案等の支援、成果事例の効果的な発信によ

り後続するスタートアップの導出を目指します。これらのプロセスを通じて、今後のロール

モデルとなるような、グローバル市場を席捲する課題解決型のスタートアップ（「キングサ

ーモン企業」）を東京から輩出するとともに、こうした、「起業→拡大→イグジット（株式公

開等による利益回収）→次の起業（又は支援）」という「起業のサイクル」の確立により、

イノベーションによる東京の成長と社会課題の解決を目指します。 
なお、デロイトトーマツコンサルティング合同会社は、東京都から本事業の令和４年度運

営業務を受託し、事業プロモーターを務めています。 
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(2) 事業実施内容 

本事業は、次の４つの内容（プロジェクト実施、公共調達の促進、国内外展開に向けた戦

略立案及び実行支援、成果発信等）で構成されています。 
 
① プロジェクト実施 

本事業で採択された事業者（以下、「採択企業」という。）は、東京都が抱える社会課題の

解決に資するプロダクト・サービスを用いたプロジェクトを都政現場において実施します。 
 
② 公共調達の促進 

①のプロジェクト実施の結果、社会課題の解決に資すると認められるプロダクト・サービ

スについては、地方自治法施行令第 167 条の二１項４号に基づく認定（※）を東京都が行

います。認定後は、東京都の各部署において随意契約による購入等が出来るようになります。

なお、購入等を確約するものではありませんのでご注意ください。 
（※）プロジェクト終了後に別途、東京都に申請する必要があります。詳細は採択後にお

知らせいたします。 
 
③ 国内外展開に向けた戦略立案及び実行支援 

採択企業によるプロダクト・サービスの他自治体や海外市場における展開等を想定し、国

内外展開に係る方策の検討支援を実施します。 
 
④ 成果発信等 

本事業で得られた成果を「スタートアップ×社会課題解決」の成功事例として、後続のス

タートアップ等へ水平展開していくことを目的に、採択企業と連携した PR 事業や世界を席

捲するスタートアップを継続的に輩出するための仕組みの構築につながることを目指しま

す。 
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(3) 実施スキーム 
 本業務における採択企業は、事業プロモーターの支援のもと、東京都が抱える社会課題の

解決に資するプロダクト・サービスを用いたプロジェクトを実施します。 
 実施スキームは以下の通りです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*1 プロジェクトの公募・選定にはデロイト トーマツ コンサルティングが事業プロモーターとして関わりますが、プロ

ジェクトの実施支援（公共調達の促進を含む）、東京都ブランドを活かした販路開拓支援、成果発信に向けた支援等次年

度に実施される事業に関しては次年度の事業プロモーターが支援します。 

  

東京都 
委託 

 都政の現場を活用したプロジェクトの実施支援 

（公共調達の促進を含む） 

 東京都ブランドを活かした販路開拓支援 

 成果発信に向けた支援 

 

 東京都ブランドを活かした

プロジェクトの実施 

 プロジェクトの効果検証 

 成果発信への協力 

 

 プロジェクトの実施 

 プロジェクトの実施支援 事業プロモーター 
(デロイト トーマツ 

コンサルティング*1) 

スタートアップ 

選定企業 A 

選定企業 B 

選定企業 C 
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2. プロジェクトの内容 
 
都政現場におけるプロジェクトの内容は、次のとおりです。なお、プロジェクトを行うプ

ロダクト・サービスとはすでに販売可能で商品化等されたプロダクト等を指し、開発段階の

ものを含みません。プロジェクトの時期は令和５年７月から 12 月を予定しておりますが、

最終的なプロジェクトの期間は令和５年４月以降の都政現場との協議を経て、決定されま

す。 
 
A. 都市機能の維持・向上分野 
テーマ：先端技術を活用した都営住宅経営の高度化 
 
B. 医療、介護分野 
テーマ：医療現場への需給ギャップへの効果的なアプローチ 
 
C. 教育・学習の高度化分野 
テーマ：こどもを取り巻く学校・家庭の連携強化  
 

プロジェクト内容の想定イメージを以下に例示します。なお、プロジェクト内容は、実施

フィールド提供者との調整により、変更が発生する可能性があります。 
 
A. テーマ：先端技術を活用した都営住宅経営の高度化 
 

実施フィールド 住宅政策本部及び東京都住宅供給公社 

実施フィールドの特徴

（背景・魅力） 

都営住宅は、公営住宅法その他関連する法令に基づき、自力

では最低居住水準の住宅を確保できない真に住宅に困窮する

低額所得者に低廉な家賃で賃貸する住宅であり、住宅セーフ

ティネットの中核としての機能を的確に果たすとともに、都

民共有の財産である住宅ストックを、地域の課題解決やまち

づくりなどに有効に活用しています。 
区部・多摩地域に約 26 万戸ある都営住宅は、都民共有の財

産として有効活用が必要であり、その運営には、先端技術を活

用した管理業務の効率化を図るために経営の高度化が求めら

れています。 
本プロジェクトの社会的意義は高く、公営住宅の事業主体

が行う募集から入居までの業務及び空き住戸発生予測につい

て、先端技術を活用した業務の省力化、迅速化などの経営の高
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度化に関する大規模な実証・効果検証が可能です。 

期待する 
プロジェクト内容 

現在入居審査に必要となる公的書類等は紙で提出を受け、

それを手作業で確認しながら審査していることや、公募をす

る際には、退去した住戸を公募しているため、退去から次の公

募までの募集業務に一定の期間を要するなど、住宅困窮者へ

の迅速な都営住宅の提供が課題となっています。 
そこで、先端技術を活用し①入居審査業務の省力化を図る

ことや、②募集業務の迅速化を図ることを期待します。 
①入居審査業務の省力化の例としては、現在は職員が手作

業で行っている入居申請から住宅割り当てまでの一連の業務

について、各種申請書類の読取及びそのデータベース化や入

居資格審査、申請者情報と空室状況に基づいた住宅割当の自

動化を期待します。 
また、②募集業務の迅速化の例としては、退去から募集まで

の期間短縮を図るため、過去の入退去者情報等に基づき、転居

等による空き住戸の発生が事前に把握できるよう空き住戸発

生予測等を期待します。 

実施フィールドの要件 

 申請者情報、入退去者情報、資格審査基準、都営住宅情報、

これまでの住宅割当情報のデータについては提供します

が、データの提供形式や上記以外の保有データの提供可

否については、応募内容を踏まえ住宅政策本部内で協議

のうえ決定します。 
 住民票、住民課税証明書、戸籍全部事項証明書等の申請書

類の自動読取が可能なプロダクト・サービスとしてくだ

さい。 
 提供プロダクト・サービスに特別な機器が必要な場合は、

実証フィールドに当該機器を提供してください。 
 
B. テーマ：医療現場への需給ギャップへの効果的なアプローチ 
 

実施フィールド 都立病院 

実施フィールドの特徴

（背景・魅力） 

東京都は、医療が充実し健康に暮らせるまちの実現に向け、

患者ニーズの増大に対応可能な医療体制の確保に取り組んで

います。また、2024 年から本格実施される医師の働き方改革

においても、医師の多様で柔軟な働き方の実現、ひいては人々

に良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保の推進
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が求められています。 
実証フィールドとなる都立病院は、東京都区部全域を対象

にした広域基幹病院であり、多部門にわたる診療科を有し、多

様な医療従事者・職員が働いているため、先端技術を活用した

大規模な実証・検証が期待できます。 

期待するプロジェクト

内容 

患者ニーズの増大に対応しつつ、都民に対してより質の高

い医療を提供するためには、医師の適切な労務管理を可能に

する正確な勤務実態の把握が必要不可欠です。 
例えば、医師の診療室での診療時間や医局等での自己研鑽

時間の正確な把握が実証対象となります。特に、医師の当直や

オンコールでの呼び出し対応等の正確な勤務時間への反映及

びそれらの可視化、勤務実態に応じたアラート機能等を期待

します。都立病院以外での勤務時間についても、医師の自己申

告や勤務先のクリニック等と連携した仕組みの導入等によっ

て適切に院外勤務時間を把握し、医師の総労働時間に反映で

きるサービスを期待します。 
実証においては、医師へのアンケートによる勤務実態把握

の正確性や医師及び医療事務者の勤務管理に要する業務時間

の削減量等を期待します。 

実施フィールドの要件 

 実証フィールドでは、医師を含む病院職員の合意の上、対

象者を決定します。 
 実証フィールドにおける保有データの提供可否について

は、応募内容を踏まえて都立病院で協議のうえ決定しま

す。 
 実証プロジェクトで利用するシステムは、院内に整備さ

れている器機からのアクセスのみではなく、スマートフ

ォンやタブレット等の院外端末からもアクセス可能なも

のとしてください。 
 一般的な病院で利用可能な機器を実証プロジェクトでご

利用ください。 
 
C. テーマ：こどもを取り巻く学校・家庭の連携強化 
 

実施フィールド 都立学校（都立特別支援学校含む） 
実施フィールドの特徴

（背景・魅力） 
東京都は、一人ひとりの個性や能力を最大限に伸ばし、誰一

人取り残さないきめ細かな教育の実現を目指しています。そ
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のために、学校と家庭が緊密に連携し、子育てや教育について

理解を深め合い、一体となって児童・生徒を育てられるような

環境を整えていくことが重要です。 
本事業では、学校と家庭間において日々高頻度で行われる

多種多様なコミュニケーションを利用したサービスの実証・

検証を行うことが期待できます。 

期待するプロジェクト

内容 

東京都が目指す、きめ細やかな教育の実現には、教員が生徒

一人ひとりと向き合う時間の確保が必要不可欠です。そのた

めには、教員が抱えている授業準備や進路指導以外の多種多

様な事務業務の効率化・高度化が必要不可欠です。 
多種多様な事務業務の中でも、特に、教員・保護者間でのコ

ミュニケーション効率化・高度化を期待します。例えば、教員・

保護者間における欠席連絡やアンケート調査、面談調整等の

コミュニケーションの効率化・高度化が期待されます。 
具体的には、現状のコミュニケーションの主体である電話

やプリント配布に代わる教員・保護者間でのコミュニケーシ

ョンツールの導入を期待します。 
実証においては、教員の情報共有業務時間の削減量や、教員及

び保護者の連絡調整業務効率化・高度化ツールの利用満足度

向上効果の検証を期待します。 

実施フィールドの要件 

 実証プロジェクトに参加する学校数、クラス数等は、事業

の実施時期等を踏まえ教育庁及び対象となる都立学校と

協議の上決定します。 

 一般的な学校及び家庭で利用可能な機器を実証プロジェ

クトでご利用ください。なお、コミュニケーションツール

において教員のスマートフォン利用が必要な場合は、教

員用のスマートフォンの手配を予算内で措置する必要が

あります。 

 利用可能な OSは、iOS または Windows OS です。 

 実証フィールドにおいて整備されている通信環境との連

携や保有データの提供可否については、応募内容を踏ま

え都立学校で協議のうえ決定します。 
 

(1) 応募について 
応募者は、公募する３つのプロジェクトテーマの中から、複数のプロジェクトテーマに応

募することができます。但し、複数のプロジェクトテーマに応募する場合においては、応募
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者は応募するプロジェクトテーマごとに応募申請書を準備の上、志望順位を記載した上で

提出することとなります。 
尚、複数の実施フィールドを選択した場合においても、応募者が採択されるプロジェクト

は応募したプロジェクトの中の１つに限られます。 
 

(2) プロジェクトの費用 
プロジェクトの実施費用として、３つのプロジェクトを対象に総額 1 億円（1 つのプロジ

ェクト当たり２千万円から３千万円の目安※）を上限に、事業プロモーターを通じて東京都

が負担します。また、応募者が連携企業とコンソーシアム形式を組んでプロジェクトを実施

する場合には、連携企業に対するサービス購入費用や外注費用等の費用は応募者の本プロ

ジェクト費用に含めることが可能です。 
なお、新規のプロダクト・サービスそのものの製作・開発等に関する費用は応募者側の負

担となりますが、既存のプロダクト・サービスをプロジェクト内容や実施フィールドに適す

るものに調整する場合には、その費用をプロジェクトの実施費用に含むことが可能です。 
プロジェクトの費用に関しては、令和６年３月のプロジェクト及び成果報告の完了後、令

和６年５月末までに事業プロモーターから採択企業に対して支払う予定ですが、詳細の支

払方法については採択企業と別途協議のうえ、決定します。 
※採択企業のプロジェクト費用に対して、予算総額を踏まえて事業プロモーターが調整を

行う場合があります。 
 

(3) プロジェクトにおける安全面での配慮  
機器等は、安全が十分に検証され、保障されたものを使用することを前提とした上で、

プロジェクトで使用するにあたっては、安全面への配慮について、次に掲げる全ての事項

を遵守していただく必要があります。 
① プロジェクト開始前及びプロジェクト期間中に、安全対策について実施フィールドと

なる都立病院等に説明をする場を設け、安全策を丁寧に説明するとともに、実施フィー

ルドでの立ち会いや関係者からの問い合わせがあった場合には、迅速に対応すること。 
また、より一層の安全対策を提示することが可能となった場合には、実施フィールドに

おいて提示し判断を求めるなど、常に安全性の向上に努めること。（各実施フィールド

内における円滑な業務運営に支障をきたす場合には、事業を停止又は中止する可能性

があります。）  
② その他、プロジェクトの安全な実施のために調整が必要な事項が生じた場合又は要綱

に定めのない事項については、実施フィールドとなる都立病院、都立学校、住宅政策本

部・東京都住宅供給公社及び関係部局等と協議の上定めること。  
 
 



 

9 
 

(4) 情報の取扱について  
 
①  本プロジェクトに基づき都から貸与を受けた電子データについては、貸与データを含

む構築内容を都において令和６年度に継続活用することが見込まれない場合において

は、プロジェクト終了後に破棄するものとします。また、貸与データを本プロジェクト

実施以外の目的で使用することは禁止します。 
② 都が権利を有する提供データや情報及び、プロジェクト実施に係る成果物は都の承諾

を得ずに第三者に提供することを禁止します。 
 

(5) プロジェクトに係る役割分担の考え方 
各段階におけるプロジェクトに係る役割分担の考え方は以下の通りです。 

 
事業プロモーター 採択企業 

公募 
選定 

 応募企業の公募及び採択企業

選定の支援 
 応募資料の作成 

準備  プロジェクトの実施支援（関係

者調整等のサポート） 
 プロジェクトの実施準備に関す

る工程管理 

 プロジェクトに必要なプロダクト・

サービスの準備 
 必要な安全対策の実施  

実施  必要に応じてプロジェクトの実

施支援  

 プロジェクトの実施 
 プロジェクトの検証に必要なデータ

収集 
 必要に応じてインタビュー・撮影等

への協力 

検証  プロジェクトの検証結果に対す

る意見照会 
 プロジェクトの検証結果の取り

纏め 

 プロジェクトの検証の実施 
 プロジェクトの検証に係るデータ提

供 
 プロジェクトの検証結果等に対する

意見交換 
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3. 応募資格 
 
応募者（応募主体者）は次に掲げるすべての事項を満たすスタートアップであることと

します。 
① 東京都内において事業展開を行っている事業者であること。 
② 令和６年３月 31 日時点で概ね創業 10 年を超えないこと。もしくは、応募テーマに合

致したプロダクト・サービスのリリースから概ね 10 年を超えないこと。 
③ 応募時点で株式市場において未上場であること。 
④ 既に売上計上しているプロダクト・サービスを有する事業者であること。 
⑤ プロジェクトの実施能力を有する事業者であること。 
⑥ 本事業で実施するプロジェクトについては、国や他自治体からの委託や助成を受けて

おらず、令和６年３月 31 日までの間は受けない予定であること。 
⑦ 地方自治法施行令（昭和 26 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であ

ること。  
⑧ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条及び第 30 条の規定による更生手続

き開始の申立てがなされている者でないこと。  
⑨ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続き開始の申立

てがなされている者でないこと。 
⑩ 反社会的勢力またはそれに関わるものとの関与がないこと。 
⑪ 応募主体者が連携企業とコンソーシアムを組んでプロジェクトを実施する場合には、

連携企業が上記の⑥から⑩のいずれにも該当しないこと。 
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4. 応募方法 
 

本事業への応募を希望される場合は、次項以下に定めるところにより、参加申込み及び

応募申請書等の提出をしていただきます。 
 
(1) 参加申込み 

参加申込みは、本事業へ応募予定の企業に行っていただきます。電子メールに必要事項

を記入して送信して下さい。参加申込みを行った後に応募を辞退いただくことも可能です

ので、応募する可能性がある場合には、ご対応いただきますようお願い致します。なお、参

加申込みは任意であり、有無が審査に影響を及ぼすことはありません。 
 
① 記載事項 
 貴社名 
 応募予定のテーマ（複数テーマのプロジェクトに応募する場合には、その旨を記載くだ

さい） 
 
② 提出期間 
令和５年１月 30 日（月）から令和５年２月６日（月）17 時まで 
 
③ 提出先 
提出先メールアドレス：kingsalmon@tohmatsu.co.jp  
提出先：事業プロモーター 
件名：【King Salmon Project】参加申込み：貴社名 
   （例）【King Salmon Project】参加申込み：○○株式会社 
 
(2) 応募申請書等の提出 
① 提出書類 
 応募申請書（必須） 
 納税（課税）証明書等、事業者の実体が記載された公的証明書（写し可）（必須） 
 直近の決算資料（必須） 
 補足資料（任意） 

※応募申請書は、特設サイト（URL: https://kingsalmon.tokyo/）からダウンロードし

て下さい。 
※補足資料は、応募申請書を補足する内容を示す資料 
 （パワーポイント、パンフレット等）となります。 
※複数テーマのプロジェクトに応募する場合には、応募するプロジェクトごとに応募

mailto:kingsalmon@tohmatsu.co.jp
https://kingsalmon.tokyo/
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申請書を準備の上、提出下さい。 
 

② 提出期間 
令和５年１月 30 日（月）から令和５年２月 17 日（金）17 時まで 

 
③ 提出方法 

電子メールでの提出をお願いします。お持ち込み、郵送は受け付けません。 
なお、電子メールで資料をお送り頂く際には、添付ファイルを 10MB 以内に収めて頂き、

送付後に事業プロモーターへ電話連絡頂きますよう、お願い致します。 
 

提出先メールアドレス：kingsalmon@tohmatsu.co.jp  
提出先：事業プロモーター 
件名：【King Salmon Project】貴社名 
   （例）【King Salmon Project】○○株式会社 
 
応募書類送付後の電話連絡先： 
事業プロモーター 
担当者名/TEL: 西尾（ニシオ）/080-3438-3784（9 時～17 時） 
  

mailto:kingsalmon@tohmatsu.co.jp
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5. 採択企業の選定 
 
(1) 選定スケジュール 
参加申込み締め切り 令和５年２月６日（月）17 時 
質問票提出締め切り 令和５年２月８日（水）17 時 
応募資料提出締め切り 令和５年２月 17 日（金）17 時 
一次審査結果通知 令和５年３月中旬 
二次審査の実施 令和５年３月 28 日（火） 

面接・プレゼンテーション開始時間は個別に連絡します。 
結果通知 令和５年３月下旬 

 一次審査は提出書類に対して審査を行います。詳細は対象者へ別途連絡しますが、３月

13 日（月）～３月 14 日（火）に記載内容について東京都からヒアリングの機会を設け

る可能性があります。 
 一次審査結果は、応募者全員に対し、事業プロモーターから結果の通知を行います。 
 二次審査は審査員へのプロジェクト内容に関するプレゼンテーションとし、実施方法

（対面またはリモート）は一次審査通過者に別途ご連絡致します。二次審査の実施時刻

の連絡が一次審査後となりますので、プレゼンテーションの体制確保に十分ご留意い

ただきますよう、ご協力をお願い致します。 
 二次審査のプレゼンテーションは 10 分間で実施頂きます。プレゼンテーション用の資

料を別途使用する場合には、応募申請書の内容を纏める形でご準備いただき、新たな提

案等はなさらないようご注意ください。 
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(2) 評価基準 

一次書類審査、二次プレゼン審査において、以下の評価内容に基づき評価を行います。 
採択企業の選定にあたっては、以下の評価基準に基づき総合的に評価を行います。ただ

し、応募資格を満たさないと見なされた場合には、失格とします。 
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6. 留意事項 
 
応募者は以下の点に留意の上、応募することとします。 

 採択後における、採択企業の事由による本事業への参加辞退は原則として出来ないこ

と。 
 プロジェクトの実施にあたっては関係法令等を遵守すること。 
 プロジェクト実施中に使用したプロダクト・サービスによる事故や苦情が発生し、それ

がプロダクト・サービスに瑕疵によるものと見なされる場合には、採択企業が一切の責

任を負うものとし、発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む）については、採択企

業がその費用を負担すること。損害は、利用者等の怪我や実施フィールドの設備等を損

傷するなどの有形のものに限らず、プロジェクトに伴い設置する機器等が原因となる

通信障害や、機器等の誤作動によるものも含む。 
 実施フィールドにおいては、高度な機器の取り扱いに不慣れな生徒等の存在を想定し

ており、プロジェクトに使用した機器が意図せず損壊される等の事態が発生する可能

性があるが、その際の賠償はなされないこと。 
 東京都から世界を席巻するスタートアップの輩出サイクルを確立するという本事業の

趣旨に基づき、「国内外展開」（P2 に記載）に向けた取組を行うこと。また、東京都が

行う「成果発信等」（P2 に記載）の活動に協力すること。なお、本事業では「成果発信

等」の一環として、学生インターンの募集も推奨しており、採用された学生がプロジェ

クトに関与した分の人件費は、プロジェクトの一部として事業費に含めることが可能。 
 プロジェクト結果を検証するにあたり、事後調査（アンケートやインタビュー）に協力

すること。また、プロジェクトで得られた情報や個人情報を除いたデータ等を必要に応

じて提供すること。なお、プロジェクト結果やデータ等は、東京都の許可なく第三者へ

の開示、第三者機関への提供、転載、掲載はしないこと。 
 本事業を広く PR するため、プロジェクト期間中の映像撮影や、当該映像等の公表、事

業ロゴ・SNS の活用を通じた本事業の取組に係る情報発信に協力すること。 
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7. 問い合わせ 
 

本事業、公募要領、提出書類等に関して質問がある場合、特設ページ（URL：

https://kingsalmon.tokyo/）から質問票フォーマットをダウンロードして頂き、質問票フォ

ーマットに連絡先及び質問事項を記載の上、質問票をメールにて以下問い合わせ先のメー

ルアドレスにお送り下さい。問い合わせの受付期間は令和５年２月８日（水）17 時までと

します。 
尚、令和５年４月以降に、採択企業、都政現場の担当部局、本事業担当部局等との協議を

経て、プロジェクトの対象者、実施場所、実施体制・役割分担、スケジュール等のプロジェ

クトの詳細を決めていく事を想定していますので、プロジェクトに係るそれらの詳細に関

する問い合わせについてはご回答しかねる旨、ご理解頂きますよう、お願い致します。同様

に、個別評価の詳細につきましては、ご回答いたしかねる旨ご了承ください。 
また、本事業の詳細等に関して、プロジェクトの実施フィールドとなる部局・学校等への

直接の問い合わせは固くお断りさせていただきます。ご連絡された場合には、該当企業およ

びコンソーシアムは応募資格をはく奪させていただきます。 
  

＜問い合わせ先＞ 
提出先：事業プロモーター 
提出先メールアドレス：kingsalmon@tohmatsu.co.jp 
件名：【King Salmon Project に関わる問い合わせ】貴社名 
   （例）【King Salmon Project に関わる問い合わせ】○○株式会社 
 

問い合わせ内容を検討・確認の上、原則、特設ページ（URL：https://kingsalmon.tokyo/）
にて回答を随時掲載させていただきます。  

https://kingsalmon.tokyo/
mailto:kingsalmon@tohmatsu.co.jp
https://kingsalmon.tokyo/
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8. 事業プロモーターの企業情報 
 
社 名 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 

（英文表記 Deloitte Tohmatsu Consulting LLC） 
設立 1993 年 4 月 
資本金 500 百万円 
本社所在地 東京都千代田区丸の内 3-2-3 丸の内二重橋ビルディング 
事業内容 さまざまな業界・業種ごとの専門的知識とプロジェクト経験をもつイン

ダストリーサービスと、組織、機能、目的に対応し、特有の課題を解決す

るコンピテンシーサービスの 2 つの軸のプロフェッショナルがチームを

組み、コンサルティングサービスを展開しております。また、グローバル

に事業展開するクライアントをサポートする体制を有しています。 
URL https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-

deloitte/articles/dtc/dtc.html 
 

以上 
 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-

