
株式会社リスタート 会社概要



心躍る未来、挑戦できる環境を創る

リスタートが、目指すもの。
既成概念に囚われない、ワクワクする未来。

誰もが挑戦できる環境。

変化の激しい世の中、多様性や柔軟性が求められる中で、
軸は持ちつつも、事業領域に囚われすぎず、スピード感のある

事業展開をしていきます。



リスタートの行動規範

人間は失敗するもの、挑戦して失敗する事は悪い事ではなく、
重要なのはそこから何を学び、成長につなげるか。

いつでも、どこからでも人はリスタートできる。

失敗を恐れない、失敗を責めない、失敗から学ぶ



点で事業を作り、線として繋いでいく。

就労移行支援事業

福祉領域

人材領域
セールス

プロモーション事業
営業代理店事業

IT 領域
システム開発

Web 制作
メディア運営

広告領域
ASP 運営

新規事業新規事業

新規事業
新規事業

ライブ配信
領域

ライバー事務所

株式会社リスタートは、
事業ドメインにこだわらず展開をしていきます。
重要視していることは、
世の中の流れを読み、スピード感を持った
事業展開です。

シナジーを無視するわけではなく、
事業ひとつひとつを「点」と見立てて、

「線」として繋いでいきます。

また、競合より協業を意識して、
クライアント様・パートナー様と

「顧客」に対してしっかりと価値を
提供していきます。



Webサイト・DTPデザイン制作 ( フライヤー制作事例 )

法政大学就活 NAVI 様 トーア工業株式会社様

IT 領域



格安HP制作 Designers Web BBQ 東京様

W-Shopper 様 J-Shopper 様

Webサイト・DTPデザイン制作 (Web サイト制作事例 )IT 領域



メディア運営 ( 障害分野 )

障害者の為の総合情報サイト 障害を持っている方向けの総合情報サイト。
福祉サービスを検索でき、求人情報や精神障害系のコンテンツ掲載
をしています。

IT 領域



メンタルクリニック検索サイト運営

メンタルNAVIメンタルNAVI
都内のメンタルクリニック検索サイト

都内のメンタルクリニックを検索する事ができるサイトを
運営しております。今後は、院長インタビューなどのコンテンツを
追加予定。

IT 領域



障がい求人非公開プラットフォーム「Jobport」運営

人材紹介会社と就労移行支援事業所を繋ぐサービス

IT 領域



( 東京都指定 ) 就労移行支援事業

障がいをお持ちの方に向けた、
就職・社会復帰に向けた就職訓練サポート

一人で悩まずにまずは相談を！

仕事に活かせる基本的なスキルを身につけたい。

相談できる人がいない、悩みを聞いて欲しい。

人とコミュニケーションを取るのが苦手・・・

履歴書を送っても中々面接に進まない・・・

JR高田馬場駅 徒歩５分    東西線７番出口 徒歩30秒
TEL:03-6302-1532
お気軽にご連絡ください!

アクセス対象となる方

ご利用までの手順

就労移行支援事業所リスタート

JR 高田馬場駅 早稲田口 徒歩６分
東京メトロ東西線７番出口 徒歩３０秒
東京メトロ東西線６番出口 徒歩２分

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場 2-14-2 新陽ビル7F

【Tel】03-6302-1532
【Email】info@re-start.tokyo
【Url】https://re-start.tokyo
【利用日】月〜金（祝祭日も可）
【利用時間】１０時〜１５時３０分
【協力医療機関】
■紫藤クリニック
■五反田駅前クリニック
■聖堂前クリニック その他多数

STEP1 電話・メールでのお問い合わせ

STEP2 ご相談・ご見学

STEP3 体験利用

【Tel】03-6302-1532
お気軽にお問い合わせください！

ぜひ一度、お話をお聞かせください。
事業所の見学も、もちろん可能です。

リスタートのプログラムを体験し、ご利用の
イメージと雰囲気を実際に感じてください！

【Email】info@re-start.tokyo

リスタートを利用する為の手続きは、

スタッフが全てサポートするので

安心！

就労移行支援事業所リスタート

「働きたい」ならリスタート！「働きたい」ならリスタート！

リスタートは、東京都指定の就労移行支援事業所
です。簡単に言えば、精神や知的に障がいを持っ
ている方で、就職を目指している方を支援する福
祉サービスです。一人一人の利用者の方に合わせ
た個別支援で、あなたの就職から就職後の定着ま
でサポートしていきます！

あなたの状態に合わせたサポート！

就職するスキルが十分

就職するスキルが不十分

生
活
リ
ズ
ム
が
不
安
定

生
活
リ
ズ
ム
安
定
し
て
い
る

就職準備期
・履歴書の書き方
・面接の練習
・本格的な就職活動

訓練開始期
・通所する習慣付け
・体調、精神状態の安定化
・コミュニケーション慣れ

職業訓練期
・職場体験
・就職に必要なスキル強化
・社交スキルの強化

生活訓練期
・生活リズムの安定化
・精神状態の安定化
・ビジネススキルの強化

こんなお悩み解決します！

週１回、午後の半日からでも通う事で、少しずつ生活リ
ズムを作りましょう。実際に、週１回、半日通所から週
５日通える様になって就職された方もいます！

人とコミュニケーションを取るのが苦手です

リスタートでは、気軽に来られる環境作りを目指してい
ます。まずは、スタッフと話していき、少しずつ距離を
縮めていきましょう！

リスタートの独自の強み！

履歴書に書けるものがありません・・

就職するために必要な対人スキルやPCスキルなどを、集
団プログラムと個別プログラムで身に着けることが可能
です。また、資格取得者が多いのもリスタートの特徴で
す。(中には、行政書士の資格をとった方も・・！)

リスタートの４つの特徴

希望者へのお弁当の無料提供

交通費１日上限１０００円まで支給！

資格検定の受験費用を負担します！

隣接する２部屋を使用する事で、
集中スペースと集団スペースを分けています！

イメージキャラクター
「リス太くん」

朝起きるのが苦手です・・

プログレ
学習管理システム

リスタートが独自で開発
した学習進捗管理システ
ムで自分のペースで学習
出来ます。

ウェブが強いリスタートだからこそ提供出来る独自コンテンツ！３

充実したカウンセリング面談！１

リスタートでは、心理療法に力
を入れており、希望者に対して
カウンセリング・面談を行って
います。

リスタートでは、心理療法に力
を入れており、希望者に対して
カウンセリング・面談を行って
います。
カウンセリング・面談カウンセリング・面談

また、１〜２週間の目標や振り
返りなどをスタッフと行う、
「週間計画」を立てる事で、モ
チベーションを維持する事が出
来ます。

また、１〜２週間の目標や振り
返りなどをスタッフと行う、
「週間計画」を立てる事で、モ
チベーションを維持する事が出
来ます。

「週間計画」を立てる事で、モ
チベーションを維持
「週間計画」を立てる事で、モ
チベーションを維持

オリジナルテキストで学べる！２

各プログラムでオリジナルテキスト
があるので、後で見直すなどが出来る！

障害求人非公開プラットフォーム

独自の求人ルートで、就職への選択肢が格段に広がる！４

リスタートが開発した、
完全非公開の求人サイト
には、転職エージェント
と提携して様々な非公開
求人が掲載されています。

福祉領域

障害者総合支援法に基づいた、就労移行支援事業所の運営を行っております。
精神障害・発達障害・知的障害・難病をお持ちの方を対象に、社会復帰や就職
に向けて、
スキルアップや就職活動のサポートから就職後の定着支援までを行っておりま
す。



ライブ配信事務所「Restart」ライブ配信

ライブ配信アプリ「17LIVE」や「BIGO LIVE」などでライブ配信をする、ライ
バーのスカウトから育成、サポートを一貫して行っております。

2021 年７月現在で、約 1300 名弱のタレントが登録しております。



株式会社リスタート出資の一般派遣専門の会社リスタートキャリア 設立 (2021 年 3 月 8 日 )

セールスプロモーション・人材派遣事業人材領域

通信業界をメインに働く機会を提供通信業界をメインに働く機会を提供
自らのキャリア構想を達成する為の場所としてリス
タートでは、仕事を社員の人に対する、
「働く機会の提供」と定義します。

販売職として働くメリットは、「ビジネスマナー」や
「営業力」が身につくといった点があり、単に生活費
を稼ぐだけではなく、働きながら成長することが出
来る環境を構築していきます。

自らのキャリア構想を達成する為の場所としてリス
タートでは、仕事を社員の人に対する、
「働く機会の提供」と定義します。

販売職として働くメリットは、「ビジネスマナー」や
「営業力」が身につくといった点があり、単に生活費
を稼ぐだけではなく、働きながら成長することが出
来る環境を構築していきます。

キャリアアップ支援を合言葉に、社員のキャリア
構想をバックアップする為の施策を提供します。
具体的には、将来の選択肢を広げる為の福利厚生
としての各種研修制度や資格取得支援制度等。

ベンチャーであるリスタートを引っ張るリーダー
になるも良し、転職や独立を視野に入れるも良し。
それらをサポートする環境を用意します。

キャリアアップ支援を合言葉に、社員のキャリア
構想をバックアップする為の施策を提供します。
具体的には、将来の選択肢を広げる為の福利厚生
としての各種研修制度や資格取得支援制度等。

ベンチャーであるリスタートを引っ張るリーダー
になるも良し、転職や独立を視野に入れるも良し。
それらをサポートする環境を用意します。

働く機会の提供働く機会の提供 キャリアアップ支援キャリアアップ支援

成長できるサポート環境の提供成長できるサポート環境の提供



障害者総合支援法に基づいた、就労移行支援事業所の運営を行っております。
精神障害・発達障害・知的障害・難病をお持ちの方を対象に、社会復帰や就職
に向けて、
スキルアップや就職活動のサポートから就職後の定着支援までを行っておりま
す。

ASP「wIth Us」運営 広告領域

インフルエンサー向け ASP「wIth Us」を運営しております。
マイクロインフルエンサー でも案件を受けられるように独自の審査基準を採用
し、セグメントを細かくすることで、ターゲットにリーチしやすい広告媒体と

してご活用頂けます。



会社情報

会社名 株式会社リスタート

北川 智滉代表取締役

2017 年１月１２日設立

東京都新宿区高田馬場 2-14-2 新陽ビル 7F
東京都台東区台東 1-27-11 やわらぎビル 2F

本店
本社

浅野清水中央総合会計 ( 株 )・シンクタンク岡事務所顧問

就労移行支援事業 ( 就労移行支援事業所リスタート )
ライブ配信事業 ( ライブ配信事務所「Restart」)

Webサイト・DTP デザイン製作・各種メディア運営

広告事業 (ASP「wIth Us」運営 )

事業内容


