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GMO インターネットグループ 

 

起業に関するサービス・情報をワンストップで提供する 

総合ポータルサイト「起業の窓口 byGMO」をオープン 

～GMO インターネットグループが総力を挙げてすべての起業家を応援！～ 

 

GMO インターネットグループ（代表取締役グループ代表：熊谷 正寿）は、2022 年 7 月 19 日（火）に起

業家を応援する総合ポータルサイト「起業の窓口 byGMO」（URL:https://kigyo.gmo/）をオープンいたしまし

た。 

「起業の窓口 byGMO」では、GMO インターネットグループが展開するサービスを中心に、士業紹介、銀

行口座開設、バーチャルオフィス、ドメイン取得、サーバーレンタル、電子契約、EC（ネットショップ）開

設など、起業家に必要な様々なサービスをワンストップで提供してまいります。また、法人登記にも利用で

き、届いた郵便物等の転送サービスも受けることができる GMO オフィスサポートのバーチャルオフィスが

基本料金 25%OFF（※1）になるなど、お得な特典もご用意し起業家の皆様を応援してまいります。 

今後は、起業のノウハウや起業家のインタビューなど、起業に有益な情報の提供も予定しており、「起業の

窓口 byGMO」にお越しいただければ、起業に関するサービス・情報がワンストップで取得できる、ナンバ

ーワンの起業家ポータルサイトを構築してまいります。 

（※1）初年度のみ。本特典は 2022 年 10 月 1 日以降のサービス利用開始が対象となります。2022 年 7 月 1 日～9 月 30 日の間に新

規にご利用を開始されたお客様は、現在開催中の「基本料金 3 ヶ月無料キャンペーン」が適用されます（本特典とキャンペーンの併用

はできません）。 

【起業家の皆様を応援する「起業の窓口 byGMO」】 

日本における起業活動の水準は諸外国と比較しても低い水準で推移しています。その理由の一端として、

起業に必要な外部環境や条件が整っていないと認識されていることや、起業に対する前向きなイメージが低

いことが関係していると推察されています。一方、企業の新規開業は、競争やイノベーションを促進して雇

用創出や経済成長につながることから、起業家や潜在的な起業家を増加させる取組が重要と中小企業庁も指

摘しています。（※2） 

GMO インターネットは 1995 年にインターネット事業を開始して以来、おかげさまでグループで 107 社
（※3）を擁する企業集団となり、インターネットに関わる様々なサービスを、1,500 万を超えるお客様にご提

供できるまでに成長させていただきました。また、起業家の支援として、GMO VenturePartners 株式会社に

https://kigyo.gmo/


よる IT 系ベンチャー企業への投資・事業拡大支援をはじめ、2022 年 7 月には Web3 ベンチャー支援に特化

したハンズオン型コーポレートベンチャーキャピタル GMO Web3 株式会社（https://web3.gmo/）を設立する

など、GMO インターネットグループが持つリソースを活かした取り組みを進めています。 

そのような中、創業、開業、独立、副業など、起業を目指すすべての挑戦者の皆様を、GMO インターネッ

トグループの総力を挙げ多角的に応援するために、起業に関する情報・サービスをワンストップで得ること

ができる「起業の窓口 byGMO」をこのたびオープンすることにいたしました。 

（※2）2020 年版 中小企業白書より https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/chusho/b1_3_3.html 

（※3）2022 年 3 月末現在 

 

【起業に必要なサービスをワンストップで提供。お得な特典も】 

 「起業の窓口 byGMO」では、GMO インターネットグループが展開するサービスを中心に、起業に必要な

様々なサービスをワンストップでお申込みいただけます。法人口座が最短即日で開設でき、法人設立 1 年未

満なら他行宛ての振込手数料が毎月 20 回まで無料になる、起業にぴったりの GMO あおぞらネット銀行をは

じめ、「バーチャルオフィスの基本料金 25%OFF（※1）」や、「電子契約の契約印＆実印プラン 3 ヶ月無料」な

どお得な特典も多数ご用意し、すべての起業家の皆様のスタートを応援してまいります。 

なお、各種特典をご利用の場合は、事前に GMO ID への登録が必要となります。 

 

■主な提供サービス（詳細はこちらの URL よりご覧ください https://kigyo.gmo/） 

カテゴリー サービス名 提供企業 特典 

士業紹介 無料起業相談 V-Spirits グループ 有料サービス初回 5,000 円引き 

銀行法人口座 法人口座 GMO あおぞらネット銀行
（※4）

 - 

バーチャルオフィス GMO オフィスサポート GMO オフィスサポート 基本料金 25%OFF（初年度のみ）
（※1）

 

会社設立印鑑セット - 

固定電話番号 03plus の 

ご案内（※5） 

Amazon ギフト券 1,000 円分プレゼント 

ドメイン・レンタルサーバー お名前.com GMO インターネット - 

ドメイン ムームードメイン GMO ペパボ .com または.net 取得費用 50%OFF 

レンタルサーバー ロリポップ！レンタルサーバー GMO ペパボ 1. エコノミープラン / ライトプラン / スタンダー

ドプラン 初期費用無料 

2. ハイスピードプラン / エンタープライズプラン 

契約期間 3 ヶ月延長 

電子契約サービス 電子印鑑 GMO サイン GMO グローバルサイン・HD 契約印＆実印プラン 3 ヶ月無料 

EC サイト構築サービス MakeShop byGMO GMO メイクショップ 「プレミアムプラン」を新規契約すると初期費用

11,000 円（税込）無料 

店舗用アプリ制作 GMO おみせアプリ GMO デジタルラボ Light プラン：月額費用 3 ヶ月無料 

Standard プラン：初期費用 50％OFF 

Enterprise プラン：初期費用 50％OFF 

Google マップ 集客支援 MEO Dash! byGMO GMO TECH 初年度ご利用料金 20%OFF 

広告運用サポート らくらく AD byGMO GMO インターネット 初期費用 （税抜）より 50,000 円引き（通

常 200,000 円→150,000 円） 

※初回お申込限定 

LINE 公式アカウント GMO まるっと販促 DX GMO コマース 制作パック無料 

（※4）GMO あおぞらネット銀行は、株式会社あおぞら銀行と  GMO インターネット株式会社および  GMO フィナンシャルホールデ

ィングスの合弁によるインターネット専業銀行です。 

(※5)サービスのご案内となりますので、ご契約やお支払は GMO オフィスサポートと提携するサービス提供会社と直接行っていただき

ます。 

https://web3.gmo/
https://kigyo.gmo/


 今後は、提供サービスや特典を続々と追加していくことはもちろん、起業に関する様々な情報もご提供す

ることにより、起業家の皆様に便利にご利用いただけるナンバーワンのワンストップポータルサイトを構築

してまいります。 

以上 

 

 

 

 

 

【GMO インターネット株式会社】（URL：https://www.gmo.jp/） 

会 社 名 GMO インターネット株式会社（東証プライム 証券コード：9449） 

所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 

代 表 者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿 

事 業 内 容 ■インターネットインフラ事業 ■インターネット広告・メディア事業 

■インターネット金融事業   ■暗号資産事業 

資 本 金 50 億円 

 

GMO インターネット株式会社は GMO あおぞらネット銀行株式会社を所属銀行とする銀行代理業として、円普通預金の受入れを内容と

する契約の締結の媒介を行います。 

銀行代理業許可番号：関東財務局長（銀代）第 335 号 

【報道関係お問い合わせ先】 

●GMO インターネット株式会社 

グループコミュニケーション部 広報担当 新野 

E-mail：pr＠gmo.jp 

 

Copyright (C) 2022 GMO Internet, Inc. All Rights Reserved. 

【本件に関するお問い合わせ先】 

https://kigyo.gmo/contact    
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