
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 R10105G002 北海道 北海道 札幌シーフーズ株式会社 4430001019942
生チョコレート製造設備導入による中国向け商品輸出量の飛躍
的な向上

株式会社北海道銀行

2 R10405G001 東北 宮城県 大東精密株式会社 9370801000558
海外子会社の電気駆動自動車向け部品の納入体制の強化と
日本での本格量産体制の確立

3 R10805G001 関東 茨城県 野村産業株式会社 3050001014074
シングルエステートティーの開発によるさしま茶のアメリカ市場
再開拓

茨城県商工会連合会

4 R11105G003 関東 埼玉県 株式会社浜屋 3030001071266
廃基板のグローバル調達体制の拡充と廃基板破砕の加工業
化による循環型社会構築への貢献

5 R11205G001 関東 千葉県 宏幸株式会社 3020001041212
高性能自動選別ライン開発による再生高純度非鉄金属材料の
輸出

6 R11205G003 関東 千葉県 有限会社エムアールサービス 8040002083949
輸送用冷凍空調機器メンテナンスサービス事業のベトナム市場
開拓

7 R11205G005 関東 千葉県 Ｊｕｎｋ＆Ｃｏ株式会社 4040001111672
ベトナム初の自動プレス機導入で古紙品質と保管配送効率を
向上

8 R11305G002 関東 東京都 ナンバーズ株式会社 6010901041053 求職者の支援に役立つ適性検査ツールの開発及び販売

9 R11305G006 関東 東京都 株式会社タコール 6120001083976
自社ブランドジュエリー生産販売における生産性改善プロジェ
クト

株式会社南都銀行

10 R11305G007 関東 東京都 株式会社ＧＬＮＥＴ 8040001073091 革新的ギターコード譜の提供システムによる海外市場開拓

11 R11305G011 関東 東京都 株式会社ＨＯＬＵＳ 5120001176434
ベトナムにおける「Ｍａｄｅ　ｂｙ　ＪＡＰＡＮ」品質の冷凍野菜・惣菜
事業

12 R11305G016 関東 東京都 株式会社インフィニートインターナショナル 1010401156728
中国の女性に安心安全なまつエク技術を届けるためのシステ
ム構築

13 R11305G019 関東 東京都 有限会社オープンクローズ 5011102029087
日本の展示会のライブ配信を視聴できるプロジェクション・ルー
ムを海外に開設

14 R11305G021 関東 東京都 ＩＯＳ株式会社 2011101077156 小型地雷除去ロボットの開発・生産による世界展開事業の開始

15 R11305G022 関東 東京都 アクロスロード株式会社 2020001088122 バーチャルＤ２Ｃマーケットプラットフォームの開発事業 合同会社G&N

16 R11305G026 関東 東京都 ｏＶｉｃｅ株式会社 9010401151283
オフィス環境のボーダレス化を実現する仮想オフィス空間の構
築事業

合同会社G&N

17 R11305G028 関東 東京都 株式会社にないて 2012401036207
小規模店のインバウンドビジネス参入を支援する免税販売支
援システムの開発

18 R11305G032 関東 東京都 東洋興商株式会社 4010001051979 飲食ＶＯＣｓ・悪臭（臭気濃度）対策に向けた光触媒技術検証

19 R11305G033 関東 東京都 トヨタ工機株式会社 4012401001209
型枠の世界シェア拡大に向けた、マシニングセンタ及び新型複
合加工機の導入

20 R11305G035 関東 東京都 株式会社人々 4011101073054
高精度ＡＩを基盤とした中国語圏チャットコマースによる中小企
業支援の拡大

21 R11305G037 関東 東京都 株式会社リバネス 4011101042232 マレーシアにおけるドローン植物診断事業の開発

22 R11405G001 関東 神奈川県 株式会社コーケン 3020001086331
インド市場に向けて日本製の二輪アフターパーツの開発・商品
化

23 R11405G003 関東 神奈川県 株式会社三益 6021001021102
設備を大型化せずに生産性向上が図れる「温間パイプ圧延機」
の開発

荒尾　大介

24 R11405G006 関東 神奈川県 株式会社三差製作所 6020001009396
大型難加工材加工技術の革新化による海外向け大型低炭素
エネルギープラントのグローバル展開早期適合

25 R11505G001 関東 新潟県 有限会社かんずり 3110002024859
アメリカの食文化へ対応した「和風激辛ソース」専用ラインの導
入

株式会社第四銀行

26 R12005G001 関東 長野県 株式会社ＭＥＳ甲信 2100001023905
国内外での部品加工協力体制の構築及び加工技術の高度化
による収益力向上

株式会社エフアンドエム

27 R12005G003 関東 長野県 飯山精器株式会社 1100001012322
日本とベトナムにおける、複合スプールの最適サプライチェーン
構築

28 R12205G001 関東 静岡県 株式会社静岡資源 7080001002758 ＡグレードＰＥＴフレーク製造輸出事業

29 R12205G002 関東 静岡県 株式会社三ヶ日ガーデン 7080401013347
ペーパースラッジ製猫砂の中国市場獲得に向けた増産体制の
構築

30 R12205G005 関東 静岡県 株式会社マルテ小林商店 7080001015223
海外市場向け鰹節製品のオンラインビジネス販売システムと社
内体制の構築

31 R12305G007 中部 愛知県 株式会社黒田精機製作所 5180001010141
アルミ製ブレーキ部品の⽣産⼯程を⾼度化し客先需要増に対
応する

32 R12305G010 中部 愛知県 株式会社テイエスケイ 8180001076163
海外子会社と連携して金型製造技術・ノウハウを結集し、新分
野進出を目指す

33 R12305G011 中部 愛知県 松孝工業株式会社 3180301015528
次世代自動車用トランスミッション部品の国内生産体制の構築
及び海外市場開拓

34 R12405G001 中部 三重県 トライス株式会社 9190001010384
グリーン成長戦略の重点分野である風力発電機用高効率ブラ
シの開発

35 R12505G001 近畿 滋賀県 山豊テグス株式会社 5160001015506
漁業用ＰＶＤＦ釣糸の紡糸技術の新開発と海外販売戦略の構
築

36 R12605G001 近畿 京都府 株式会社セミテックインターナショナル 7130001034432
ハイコストパフォーマンス半導体製造装置「Ｃ－１　ＥＸ」の試作
品開発

37 R12705G009 近畿 大阪府 株式会社スピンドル技研 2120901002535
国内外の拠点の一体的強化による環境負荷を減少させる高精
度船舶用燃料噴射ポンプ部品の生産体制の確立

38 R12705G011 近畿 大阪府 ヤマウチ株式会社 9120001150848 ＯＡ機器向けゴムローラ部品のグローバル生産体制の強化

39 R12705G013 近畿 大阪府 株式会社マルエス 7120101007090
米国市場・ニーズに迅速に対応　米国向け新商品開発・専用製
造ラインの構築

株式会社シャイン総研

40 R12805G003 近畿 兵庫県 株式会社恵工業 1140001053676
日本品質で磨いた金属加工技術を一貫内製化でさらに高め海
外売上拡大を目指す

41 R12805G004 近畿 兵庫県 株式会社ユタックス 3140001076023
海外連携で完全無縫製技術新製品の企画開発生産の高サイ
クル化

株式会社みなと銀行

42 R12905G001 近畿 奈良県 株式会社フジフレックス 9150001016600
タイ企業と協業し滅菌済み単回使用医療機器と内視鏡世界戦
略カートの開発と事業化

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

43 R13605G001 四国 徳島県 株式会社ＳｍａｒｔＬａｓｅｒ＆ＰｌａｓｍａＳｙｓｔｅｍｓ 1480001010288
製造プロセスにおける迅速・高精度なオンライン成分分析装置
の試作開発

44 R14005G003 九州 福岡県 モロフジ株式会社 5290001053278
医療機関に貢献するポリエプロン生産の自動化による新たな
供給体制の構築

株式会社福岡銀行

45 R14005G006 九州 福岡県 株式会社アクアテック 6290801010915 ＶＯＣ排出低減を実現した真空洗浄乾燥機の試作開発 福岡県商工会連合会

46 R14705G002 沖縄 沖縄県 株式会社ＳＯＩＫ 8360001026281
ＡＩ、ＩｏＴを活用したデジタル産前検診パッケージ開発による日
本の医療機器グローバル展開

那覇商工会議所
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