
【戦略策定支援事業】

No. 経済産業局名 都道府県名 補助申請者名 実施プロジェクト名

1 北海道 北海道
一般社団法人北海道農業サポート
協会

別海町産牛乳による乳製品の輸出を目指すブランド戦略構築事業

2 北海道 北海道 株式会社アイスジャパン 「暑さ・熱中症対策商品及び蓄熱剤製品ブランド海外進出プロジェクト」

3 東北 宮城 気仙沼水産食品事業協同組合 東北新ブランド『みちのく Michinoku』の確立

4 東北 秋田
一般社団法人秋田県貿易促進協
会

秋田湯沢「こまちブランド」食と漆器のコラボレーションによる販路開拓プ
ロジェクト

5 関東 栃木 株式会社島崎酒造 “ＴＯＣＨＩＧＩ”のおいしい「酒」と「食文化」海外展開プロジェクト

6 関東 群馬 有限会社清田工業
ものづくり技術・デザイナー連携プロジェクト CHAIR-1太田（「ワールドデザイン×お
おたインダストリー」プロジェクト）

7 関東 群馬 甘楽富岡農業協同組合 Tomioka World silk convention

8 関東 東京 株式会社地域活性プランニング 地域に眠る「とっておき」のふるさと名物海外展開プロジェクト

9 関東 東京
一般社団法人日本物流システム機
器協会

日本式物流システム機器海外普及促進プロジェクト

10 関東 東京 Hickoree's Japan 小口尚思
”ＴＯＫＵ･ＲＩ”―「徳と利」がある加賀の酒と伝統工芸のセットでＮＹから「家飲み」を発
信―

11 関東 東京
一般社団法人 農業経営支援セン
ター

「かわさきそだち」と食の安全・品質を支える技術を世界に発信

12 関東 神奈川 株式会社東神 「半原撚糸を世界に広めよう」差別化を図った特殊糸のブランド化

13 関東 神奈川 株式会社シー・エイチ・エイ 中国お茶のテーマパーク出店を突破口とした日本茶の禁輸打破

14 関東 新潟 有限会社エコ・ライス新潟 新潟県産米の米粉クッキー等（グルテンフリー）の輸出普及

15 中部 石川 有限会社かよう亭 石川発「本物の日本の地方文化」海外展開モデル構築プロジェクト

16 近畿 福井 マルイチセーリング株式会社
匠の技を世界へ
上質・信頼・安心安全な日本のインテリアを世界へ

17 近畿 滋賀 美成産業株式会社 彦根ファンデーション海外販路開拓プロジェクト

18 近畿 滋賀 滋賀県室内装飾事業協同組合 ジャパンウォールプロジェクト Japan-wall-project

19 近畿 京都 黄桜株式会社 海外戦略向け大吟醸酒を主軸にした「新たな京もの」ブランドの確立

20 近畿 大阪 泉大津商工会議所 OZU Project（オヅプロジェクト）

21 中国 鳥取 株式会社ピアベール
（弓浜絣グローバル戦略推進協議会）

鳥取県弓浜絣活用による新製品開発・海外市場開拓プロジェクト

22 中国 広島 株式会社晃祐堂 「カワイイ」で惹きつける日本のいいもの海外展開プロジェクト

23 中国 山口 三和産業株式会社 やまぐちの「新たな光（ＬＥＤ）」を世界へ

24 四国 香川 HAL 新川 秀雄 ローカル「JAPANブランド」セレクトショップのモスクワ進出

25 九州 福岡 八女商工会議所 ＹａｍｅｎｏＧｉ（八女の技）海外展開プロジェクト

26 九州 福岡 株式会社キットヒット 福岡から素晴らしい音色を世界へ

27 九州 宮崎 協同組合延岡生花地方卸売市場 東アジア市場に九州の生花をブランディングして販売する事業

28 沖縄 沖縄 株式会社リバネス エコフィード製造技術とエコフィード畜産物のアジア展開

29 沖縄 沖縄 特定非営利活動法人アートリンク 東道盆（とぅんだーぼん）海外プロジェクト
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【ブランド確立支援事業１年目】

No. 経済産業局名 都道府県名 補助申請者名 実施プロジェクト名

1 北海道 北海道 北海道広域道産酒協議会 ヨーロッパを中心とした北海道産酒ブランド構築及び海外販路拡大プロジェクト

2 北海道 北海道 neeth株式会社 ベトナム等における「北海道モール」創出およびサービス展開事業

3 東北 岩手 株式会社アイカムス・ラボ 再生医療の研究を支える精密電動ピペットの試作開発と海外展開

4 東北 岩手 株式会社ひろの屋 世界ブランドを創出する「北三陸ファクトリー」

5 東北 秋田 株式会社丸松銘木店 ウッドアレンジあきたプロジェクト

6 関東 茨城 ひたちなか商工会議所 SUPER SHISAKU HITACHINAKA ブランド構築プロジェクト

7 関東 埼玉 株式会社ヤマキ
国産有機農産物を使用した伝統的製法に基づく醤油・酢・味噌・豆乳の海外販路開
拓プロジェクト

8 関東 埼玉 飯島桐箪笥製作所 春日部桐箪笥４００年プロジェクト

9 関東 東京 ＭＳＹ株式会社
手すき和紙、木工、鍛造刃物、鋳造金物、陶磁器、繊維織物等の伝統工芸技
術を活用した次世代ライフスタイルブランド「COLORS」の構築

10 関東 東京
一般社団法人
デジタルファブリケーション協会

ビジネス クリエイティブ ヨコハマ（BUSINESS CREATIVE YOKOHAMA）

11 関東 東京 株式会社Culture Generation Japan 「eDo」～伝統工芸産業小規模事業者コンソーシアムによる新たなブランドの創出

12 関東 東京 精巧株式会社 IKIJIブランド・プロジェクト（海外展開事業）

13 関東 東京 有限会社STEEL 東京町工場の板金・表面処理を世界に導く金属雑貨クラウストルム

14 関東 東京 アッシュ・ぺー・フランス株式会社 New Japanese Designers Showroom

15 関東 東京 東京伝統木版画工芸協同組合 『浮世絵木版画』を世界へ

16 関東 東京 株式会社アンゼン・パックス 和菓子「羊羹（ＹＯＫＡＮ）」の海外進出プロジェクト

17 関東 東京
一般社団法人
日本メンズファッション協会

「日本製メンズファッションを世界に」プロジ ェクト

18 関東 東京 コヴァ・ジャパン株式会社 青森県西目屋村の「食」「住」によるリアルジャパン創出発信プロジェクト

19 関東 東京 キッズコーポレーション株式会社
フランス・パリ市内におけるフレンチレストランへの「日本食材フェア」を提案すること
による日本食材のブランディング及び販路拡大プロジェクト

20 関東 神奈川 株式会社由紀精密 CmonoC-フランスものづくり連携プロジェクト

21 関東 山梨 株式会社大直 和紙と漆の伝統産業の融合ブランド「SIWA×URUSHI」の海外進出プロジェクト

22 関東 山梨 山梨県水晶美術彫刻協同組合 「甲州水晶貴石細工」海外ブランディングプロジェクト

23 関東 山梨 富士吉田商工会議所 富士北麓繊維産業海外展開プロジェクト （FUJISAN･TEXTILEﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

24 関東 長野 長野県中小企業団体中央会 諏訪地域企業の技術を活用した医療機器海外販路拡大プロジェクト

25 中部 富山 株式会社たてやま 立山伏流水と特Ａコシヒカリの【ＯＫＡＹＵ】プロジェクト

26 中部 石川 松波酒造株式会社
『能登のＳＡＫＥシンガポール展開販路開拓事業
～「能登」ブランドの確立を目指して～』

27 中部 石川 丸井織物株式会社 「欧州ファッション市場向け高機能・高感性テキスタイル販路開拓」

28 中部 岐阜
有限会社ティジェイピィコーポレー
ション

ＪＡＰＡＮブランド美濃

29 中部 愛知 とこなめ焼協同組合 常滑焼欧州市場開拓事業

30 近畿 滋賀 有限会社清元楼 地域資源を活かしたwashoku BENTO海外輸出プロジェクト
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31 近畿 京都 株式会社髙岡 京座布団作りの伝統と技を活用した新感覚クッションの海外展開。

32 近畿 大阪 大阪タオル工業組合 「泉州タオル国際ブランド化プロジェクト（仮称）」

33 近畿 大阪 瀧芳株式会社 シルクリビングケットのヨーロッパ販路拡大事業

34 近畿 兵庫 神戸市漁業協同組合 「食都神戸」海外展開モデルの構築

35 中国 岡山 岡山伝統産業振興協同組合 日本酒＆備前焼 COOL OKAYAMA 販路開拓プロジェクト

36 中国 広島
広島アイティコーディネータ協同組
合

Wamoji（和文字） World Wide プロジェクト

37 四国 高知 須崎商工会議所 「虎斑竹（とらふだけ）の海外向け新商品開発および海外への販路開拓」

38 九州 熊本 フラッグス株式会社 フランス食文化に「ＦＵＲＩＫＡＫＥ」をふりかけるプロジェクト



【ブランド確立支援事業２年目】

No. 経済産業局名 都道府県名 補助申請者名 実施プロジェクト名

1 北海道 北海道 株式会社三好製作所 「北海道発キッチンウェアブランド確立・海外販路構築プロジェクト」

2 北海道 北海道 羅臼漁業協同組合 羅臼「ＵＭＡＭＩ」昆布海外進出プロジェクト

3 北海道 北海道 株式会社北国からの贈り物 「北海道ヘルス＆ビューティー」ブランド展開とアジア販路開拓事業

4 東北 青森 ブナコ株式会社 地域資源活用による地域のグローバルリーディングブランド育成プロジェクト

5 東北 岩手 株式会社大武・ルート工業  ｢世界一薄いトレッドミル｣のブランディグと海外展開

6 関東 茨城
公益財団法人茨城県中小企業振興
公社

茨城‐鉾田産地ブランドアップ振興プロジェクト

7 関東 群馬 桐生織物工業組合 「織物産地桐生」の産地ブランド構築事業

8 関東 東京 木本硝子株式会社 「東京硝子プロジェクト」－江戸切子とモダンライフスタイルの融合－

9 関東 新潟 新潟県酒造組合 新潟清酒ブランド浸透プロジェクト～香港市場の更なる開拓～

10 中部 石川 株式会社ヒロ 『石川ブランドの世界発信 ～新しい日本の伝統の創造～』

11 中部 愛知 シバタテクノテキス株式会社 布で世界の便利を創る

12 近畿 京都 株式会社サビア 京都デジタルミュージアム産業の海外展開プロジェクト

13 近畿 京都 GLM株式会社 京都発EVスポーツカー「トミーカイラZZ-EV」を欧州から世界へ！続編

14 近畿 大阪 本部三慶株式会社 「亜水(Asui)」ブランド育成プロジェクト

15 近畿 兵庫 日本真珠輸出組合 『ジャパン・クオリティ・パール（Japan Quality Pearl)』香港

16 近畿 和歌山 中野ＢＣ株式会社 Ume World Project ～梅を世界にひろめる！～

17 九州 鹿児島 薩摩川内市商工会 アジアでの薩摩川内ブランド確立プロジェクト事業
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【ブランド確立支援事業３年目】

No. 経済産業局名 都道府県名 補助申請者名 実施プロジェクト名

1 北海道 北海道
一般社団法人
シーニックバイウェイ支援センター

北海道産ワインとチーズの国際ブランド確立による中国等への販路拡大と「北海道
チーズ＆ワイン街道」への観光客誘致による地域経済活性化プロジェクト

2 東北 宮城 農業生産法人株式会社GRA 日本産イチゴおよび加工品のイチゴブランド海外展開プロジェクト

3 東北 宮城 末永海産株式会社 石巻復興「日高見の国ブランド」輸出プロジェクト

4 東北 福島 福島県酒造協同組合 日欧コラボレーション！ ヨーロッパ諸国における日本酒飲用文化創造プロジェクト

5 関東 東京 公益財団法人大田区産業振興協会 下町ボブスレーによる中小製造業の海外販路開拓プロジェクト

6 関東 東京 一般社団法人日本農業機械工業会 稲作用農業機械のアジア市場開拓

7 関東 東京 株式会社ＫＥＮ OKUYAMA DESIGN
世界に通用するデザインと日本の匠を活かした高付加価値少量生産車の企画制作
およびその効果的な世界市場への情報発信

8 関東 東京
一般社団法人ジャパンクリエイティ
ブ

ジャパンクリエイティブ

9 関東 長野 公益財団法人長野県テクノ財団 ＤＴＦ(Desk Top Factory)研究会ブランド構築事業

10 中部 愛知 三星毛糸株式会社 尾州TASAIプロジェクト フェーズ3「日本発ファクトリーブランドで世界へ」

11 近畿 京都 京都試作ネット The World SHISAKU Valley Project Ⅳ

12 九州 鹿児島 鹿児島県商工会連合会 “奄美の黒糖焼酎”ジャパンブランド化展開事業
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