
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 R10106G001 北海道 北海道 株式会社長沼あいす 9430001047518
カチョカバロチーズの生産設備増強による道産チーズの輸出拡
大

山崎記敬

2 R10106G002 北海道 北海道 株式会社高橋牧場 1430001052277
直家生産の生乳と直家焙煎カカオを用いた、ニセコ発オリジナル
ミルクチョコレートの製造販売

3 R10306G001 東北 岩手県 株式会社ミナミ食品 6400001008186 フリーズドライ製法による新食感ゆばで海外市場を開拓 工藤　健人

4 R10406G001 東北 宮城県 株式会社ヤマナカ 6370301002529
「海外市場マーケットイン」日本では希少な潮間帯養殖法を導入
した牡蠣生産と輸出事業

5 R10906G001 関東 栃木県 株式会社城北スプリング製作所 2060001012251
ブレーカー用精密バネの日越生産効率化によるアジア市場増産
体制の確立

株式会社足利銀行

6 R11006G001 関東 群馬県 株式会社ＳＨＩＭＯＤＡ 3070001027017
革新的サプライチェーンによる上州和牛・群馬県農産物輸出拡
大事業

株式会社群馬銀行

7 R11206G001 関東 千葉県 株式会社ｓｐｉｋｅｒ 8040001115876 次世代型胎児モニタリング装置の開発と海外市場進出

8 R11306G003 関東 東京都 東陽機器工業株式会社 3010801007966
タイ国におけるクレーンモーター用部品の生産体制の構築及び
日泰連携による日本拠点の生産性向上

西岡　昭彦

9 R11306G004 関東 東京都 Ｔｅｒｒａ　Ｍｏｔｏｒｓ株式会社 1011001072092
インドＦＡＭＥ２対応の高速電動２輪・３輪車のグローバルな開発
体制の構築

10 R11306G005 関東 東京都 株式会社ムーブシェアジャパン 1090001016119 グローバルボックスデリバリーサービス アンパサンド税理士法人

11 R11306G006 関東 東京都 株式会社ジェネレーションパス 9011101032971
「人を主軸とした生産品質管理」から「設備を中心とした生産品質
管理」への転換

株式会社りそな銀行

12 R11306G007 関東 東京都 ツカサ電工株式会社 7011201003362
日本とフィリピンの設計・製造システムの連携による静音ギヤ
モーター試作開発

13 R11306G010 関東 東京都 イセ食品株式会社 8030001061642 インドにおける大規模オートメーション化鶏卵生産の完全ＤＸ化

14 R11306G011 関東 東京都 ＶＩＰ　Ｐｌａｚａ　Ｊａｐａｎ合同会社 5011003008479
越境ＥＣサイトの業務自動化システム導入による生産性及び採
算性向上事業

15 R11306G016 関東 東京都 株式会社Ｉ－ＧＬＯＣＡＬ 9013301028031 日系初・ベトナムで人事労務ＳａａＳ型サービスを展開

16 R11306G017 関東 東京都 Ｓｏｃｉａｌ　Ｇｏｏｄ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ株式会社 5010001188903 買物をするだけでデジタル資産が貰えるアプリの運営

17 R11306G019 関東 東京都 株式会社シュークルキューブジャポン 5010001191221
ＩｏＴ技術を用いたソーラーホームシステムの開発と保守・運用事
業

合同会社G&N

18 R11306G022 関東 東京都 株式会社ｗａｓｈ－ｐｌｕｓ 1040001081596 洗剤を一切使用しないコインランドリーの新サービスモデル開発

19 R11306G024 関東 東京都 Ｆａｒｍ２Ｔａｂｌｅ株式会社 6010001174290 世界初の革新的な和牛専門アカデミーの開校 高橋　利忠

20 R11306G025 関東 東京都 ＡＩインフルエンサー株式会社 5010001206937
翻訳機能付きＡＩアバターによる、対話型ＡＩ動画配信プラット
フォーム『Ｇｅｍｉｎｉ』

井上大輔

21 R11306G030 関東 東京都 ＡＬＩＴＥＣＳ株式会社 1010701025681 半導体装置マスク欠陥検査装置用参照画像生成装置の開発

22 R11506G001 関東 新潟県 ＬＡＧＯＯＮ　ＢＲＥＷＥＲＹ合同会社 9110003004433
革新的かつ多様性に富む少量オーダーメイドのＳＡＫＥ製造で海
外ニーズを掘り起こし市場開拓

23 R12006G001 関東 長野県 株式会社シナジア 2100001033516 ＯＭＯによるＡＩとヒトを融合させた革新的学習サービスの事業化 株式会社八十二銀行

24 R12006G002 関東 長野県 株式会社櫻井製作所 7100001011483 新工法開発による市場開拓に伴う高精度金型増産計画

25 R12206G002 関東 静岡県 株式会社中部熱工 2080401014399
熱処理を強みとした顧客との連携によるインドネシアでの競争力
強化

株式会社市岡経営支援事
務所

26 R12306G002 中部 愛知県 ナゴヤパツキング製造株式会社 6180001039023
タイ拠点と連携した自動車高級内装部品組み立て工程ロボット
化と日本市場への展開

27 R12706G004 近畿 大阪府 株式会社酒井製作所 2120001157494
日越間初！海外拠点の生産性向上及びデータ連携強化により、
グローバル展開における生産の分業体制の確立

シェアビジョン株式会社

28 R12706G005 近畿 大阪府 株式会社エスポリア 4011101074705 物流情報活用分析型Ａｉ開発による予測ＭＤ情報提供サービス

29 R12706G010 近畿 大阪府 株式会社キャットアイ 3120001009562
自動機での多品種生産能力の増強による世界各国で異なる規
格への対応

株式会社中央ビジネスグ
ループ

30 R12806G001 近畿 兵庫県 新興金型工業株式会社 8140001034950 グローバル競争に打ち勝つ技術開発・競争力の強化計画

31 R12906G001 近畿 奈良県 新生薬品工業株式会社 9150001010553
台湾への輸出事業の拡大と当局規制要件の高度化に伴う設備
投資

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

32 R12906G002 近畿 奈良県 株式会社やまと蜂蜜 1150001002467
中国市場におけるコーヒーポーション事業　ニッチな市場で絶対
的なトップポジションを目指す

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

33 R13006G002 近畿 和歌山県 株式会社松尾 1170002005632
最先端設備×独自製法で作る最高品質ジュースの開発・中国販
売事業

34 R13606G001 四国 徳島県 富士スレート株式会社 3480001002011 ベトナム工場の塗装ライン構築による現地市場の拡大 株式会社ゼロプラス

35 R14006G002 九州 福岡県 大久保設備工業株式会社 1290801000615
ベトナムおよび沖縄工場への空調用ダクト製造設備導入による
グローバルな製品供給体制の強化

36 R14006G004 九州 福岡県 株式会社トムラス 7290801011219
ベトナム子会社の生産体制構築と国内生産付加価値・生産性向
上の取り組み
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