
No 受付番号 ブロック 都道府県 商号又は名称 法人番号 事業計画名
認定経営革新等

支援機関名

1 R10104G004 北海道 北海道 株式会社山上木工 1460302003439 海外販路拡大を目指した高性能ＮＣ工作機械の導入 北見信用金庫

2 R10504G001 東北 秋田県 株式会社無限堂 5410001005638
冷凍稲庭うどん及びその派生商品等の生産効率改善等による
更なる海外市場開拓

3 R10604G002 東北 山形県 株式会社山口製麺工業 8390001002206
最新型自動茹上機の導入による米国への焼きそば等の輸出で
売上拡大

4 R10904G004 関東 栃木県 株式会社サンテック 7060001020778
世界一優しい「紙おしぼり」の生産力強化による新型コロナウイ
ルス抑止への世界貢献

5 R11104G004 関東 埼玉県 有限会社山下プラスチック工業 2030002093665
ＵＶ硬化塗装付プラスチック製品の海外・国内最適生産体制の
構築

6 R11204G004 関東 千葉県 株式会社ワノテックジャパン 9040001061946
次世代型自動車部品における国内・中国ハイブリッド生産体制
構築

7 R11304G006 関東 東京都 株式会社村上商会 6013201005793
外注先に依存しない「真空成型＋メッキ加工」用品の海外展開と
国内販拡

ＳＱコンサルティング株
式会社

8 R11304G009 関東 東京都 株式会社ヴォヤージュ 7010402034927
北米におけるオンラインサブスクリプションの日本食ミールキット
販売

9 R11304G011 関東 東京都 株式会社ＬＯＯＰ 5011001121531
国内ハイブランドと海外顧客をつなぐグローバルＥＣプラット
フォームの開発

10 R11304G013 関東 東京都 株式会社メトロール 1012801001645
自動化設備の及び試験機の導入によるグローバルニッチトップ
の座の確立

11 R11304G015 関東 東京都 株式会社浦上技術研究所 2080101020441
特許技術を活用した自走吸着ロボットの小型・量産化製品の新
機種テスト開発

12 R11304G016 関東 東京都 株式会社ビースリー 4011001052760
タイにおける市場開拓に向けた洋菓子・生食パン新商品提供と
生産拡大

13 R11304G040 関東 東京都 ＭＩ－６株式会社 2010401135160 ＭＩ　ｒｏｂｏｔｉｃｓによる生分解性プラスチックの開発効率化 中井　啓之

14 R11304G044 関東 東京都 株式会社メディテクノス 7150001019456
海外市場に向けた革新的な皮膚用化粧品の開発と生産性向上
の実現

15 R11304G045 関東 東京都 株式会社松本プランニング 1120001229410 革新的な機能性テキスタイルの開発と越境ＥＣの実現

16 R11304G047 関東 東京都 ラストマイルワークス株式会社 5011101078622 ＶＲポータルサイトｃｏｍｏｎｙによるＶＲツアー旅行運営事業

17 R11404G008 関東 神奈川県 マックス建材株式会社 5020001043743 ケラバ包み一体型金属屋根材（マックス瓦）の開発製造普及

18 R11404G010 関東 神奈川県 株式会社アニマルステムセル 7010601041988
再生医療用の自家の細胞培養を支援する「Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　
Ｓｙｓｔｅｍ」の開発

19 R11404G013 関東 神奈川県 株式会社青山プラスチック塗装 5020001065754 アルミ蒸着法を用いた特殊表面処理塗装ラインの海外生産化
公益財団法人川崎市産業
振興財団

20 R11604G002 中部 富山県 富美菊酒造株式会社 2230001016805
海外市場向け戦略商品の開発と量産体制の確立による販路開
拓の実行

富山信用金庫

21 R12004G004 関東 長野県 花井メディテック株式会社 7100002037057
金属精密加工技術と周波数設計技術を活用した新商品の海外
市場開拓

飯田信用金庫

22 R12004G006 関東 長野県 株式会社丸信製作所 5100001007715 ＩＴ、ＩｏＴを活用したリモート生産によるＡＳＥＡＮ　ハブ工場の確立 佐久商工会議所

23 R12104G002 中部 岐阜県 株式会社サンウエスパ 4200001007152
バイオエタノールを活用したクラフトジンと手指消毒用エタノール
の製造販売事業

24 R12204G001 関東 静岡県 株式会社白井産業 5080001021958
木製組立家具の国内・海外工場の一体的な生産性向上による
国際競争力強化計画

株式会社静岡銀行

25 R12204G007 関東 静岡県 小林ハグルマ機械株式会社 4080001014814
半導体製造装置部品の製造におけるベトナム工場との一体的
な生産体制の確立

セブンセンス税理士法人

26 R12204G010 関東 静岡県 株式会社三和製作所 9080402010143
高品質と価格競争力を併せ持つ韓国仕様の部品によるグロー
バル戦略

蒲郡信用金庫

27 R12304G004 中部 愛知県 株式会社マイティミズタニ 4180001079252 国内外の連携を強め、自動車部品プレス金型の生産増を実現 小倉　裕樹

28 R12304G010 中部 愛知県 ＳＴＳ合同会社 1180003017493
自動車用生産設備の生産性及び品質向上による海外事業の強
化

29 R12304G014 中部 愛知県 株式会社ナゴヤカタン 8180001007060
ＷＩＴＨコロナを見据えた中国大連工場（独資）への機械加工内
製化に向けた横型マシニングセンターの導入

30 R12304G016 中部 愛知県 有限会社アートマテリアル 3011102026763 不燃人工木材の細密デザイン加工による中国市場開拓

31 R12304G017 中部 愛知県 株式会社伊藤精密工具製作所 2180001018897
中国（大連）における工作機械メーカー向け超精密ゲージ・工具
類の生産体制の構築及び日本拠点連携

西岡　昭彦

32 R12704G004 近畿 大阪府 ＦＹＨ株式会社 3120101005684
ピローブロックの高精度化及び生産能力増強による海外事業の
強化

33 R12704G007 近畿 大阪府 湯本電機株式会社 5120001013942 製造業におけるテレワークを活用した海外連携生産体制の構築 中山　寿光

34 R12704G019 近畿 大阪府 株式会社ＳＴＧ 2122001021985
新規開発マグネシウム鋳造機をタイ工場に導入し顧客の満足を
実現

35 R12704G023 近畿 大阪府 株式会社ミナミダ 2122001007695
冷間鍛造製法の限界を超える長尺および高精度部品の製造方
法確立

36 R12704G026 近畿 大阪府 株式会社中農製作所 4122001005400
中小企業の新たなグローバル展開を実現！日本は最先端技術
に挑戦！

37 R12804G002 近畿 兵庫県 大徳醬油株式会社 4140001046545
日本が誇る伝統的製法「天然醸造」で作る国産醤油の海外展開
事業

兵庫県商工会連合会

38 R12804G009 近畿 兵庫県 山陽盃酒造株式会社 8140001039025
日本酒を世界へ！製造工程改善による競争力強化とフレッシュ
地酒のグローバル展開

39 R12804G013 近畿 兵庫県 株式会社協和製作所 5140001076186
モーターローラの製造工程革新による生産性向上と世界シェア
拡大

株式会社三井住友銀行

40 R13004G001 近畿 和歌山県 有限会社菊井鋏製作所 7170002001031
グローバル市場進出を目指した最先端設備導入による生産プロ
セス改善

41 R13304G002 中国 岡山県 東進工業株式会社 2260001004666
日中同時マシニングセンタと振動解析システム導入によるビビリ
撲滅

株式会社中国銀行

42 R13404G002 中国 広島県 金光味噌株式会社 1240001034162 ロボットによる海外向け味噌製品の充填・箱詰め工程の自動化

43 R14004G005 九州 福岡県 小倉鉄道株式会社 1290801019853
アジア向け自動車・農機具用ギア加工の品質向上、生産能力増
強の取り組み

44 R14004G009 九州 福岡県 ＦＵＪＩＴＡ　ＩＤＣ株式会社 3290001053197
タイヤ製造向けの新型軽量バルブ開発と小ロット対応強化によ
る海外シェア獲得促進事業

シェアビジョン株式会社

45 R14304G003 九州 熊本県 株式会社フンドーダイ 3290001061274
減圧濃縮装置導入による品質・生産性向上及び商品拡充による
国際競争力の獲得

46 R14704G002 沖縄 沖縄県 株式会社フラップ 4010701032147
独自技術と沖縄の優位性を活かした宝飾用合成ダイヤモンドの
製造と輸出

令和元年度補正・令和二年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　第４次締切

採択案件一覧　グローバル展開型（46者）
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