
「地域需要創造型等起業・創業促進事業」
第１回募集第二次締切　採択結果一覧

【海外需要獲得型起業・創業（６２件）】

1 北海道 札幌市
海外から来訪するビジネス目的の滞在客をコーディネート、受入
れを行う事業の展開

北海道銀行豊平支店

2 北海道 札幌市 中国向けネットショップ運営支援事業 北海道銀行南一条支店

3 青森県 八戸市 東北の文化をテーマとしたWEBメディア・コンテンツ製作事業 みちのく銀行

4 宮城県 多賀城市 企業組合GeekSocietyを設立してのFactory-lib事業 北都銀行仙台支店

5 福島県 郡山市 国内海外に向けた福島伝統工芸の新しい形 大東銀行方八町支店

6 茨城県 つくば市
モンゴル国への中古車輸出事業の拡大展開及びヘルス＆
ビューティ分野進出に向けたＦ／Ｓ調査

小園江経営コンサルティング事務
所

7 栃木県 芳賀郡芳賀町 「食」を中心とした海外市場展開サポート・コンサルティング事業 足利銀行芳賀支店

8 千葉県 千葉市
国内留学生等のネットワーク化による、東南アジア市場をター
ゲットとした中小企業のマーケット開拓支援事業

千葉銀行幕張新都心支店

9 埼玉県 川口市 千年写真の開発および海外展開 埼玉りそな銀行蕨支店

10 埼玉県 越谷市 日本を新たな拠点とし、日本から世界へ新しいマーケット進出
本間合同法律事務所
弁護士

11 埼玉県 さいたま市 液晶画面保護・医療用フィルム等の製造・販売事業 埼玉りそな銀行与野支店

12 埼玉県 さいたま市
海外環境整備未普及国に対する土壌浄化法による環境整備の
展開

埼玉りそな銀行与野支店

13 埼玉県 新座市
ペルー大使館公認、高純度な銀（Ag997）製品の販売事業の開
始

株式会社エイチ・エーエル

14 東京都
茨城県古河市

（予定地）
漆の新技術を用いた抗菌デザイン食器等の製造・輸出販売事
業

常陽銀行古河支店

15 東京都 江戸川区 「長寿」をテーマにした日本食品の海外販路開拓事業の展開 西武信用金庫神田支店

16 東京都 江東区
スマートフォン用子供向け教育ゲームアプリの開発とグローバ
ル展開

東京東信用金庫深川支店

17 東京都 渋谷区
細やかな海外市場調査および、商品開発コンサルタント
子供たちのための留学、国際交流斡旋と、企画

西武信用金庫恵比寿支店

18 東京都 品川区 ジェネリックコスメ海外展開 高橋税理士事務所

19 東京都 渋谷区 海外向け食品製造・輸出事業 西武信用金庫渋谷支店

20 東京都 渋谷区
手芸・アパレルなどのクリエイターの世界販売を支援するプロ向けデジタルイ
ンクジェットプリンターのあるOPEN Factoryの店舗展開 尾西信用金庫

21 東京都 新宿区
アジアの富裕層に対する日本への不動産投資情報の発信及び
各種コンサルティングサービスの提供

北陸銀行新宿支店

22 東京都 世田谷区 日本ワインを提供するレストランのシンガポールへの出店・運営 西武信用金庫原宿支店

23 東京都 世田谷区 Japanese foods review 高橋税理士事務所

事業テーマＮｏ 都道府県 市区町村 認定支援機関名
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24 東京都 世田谷区 日本列島47都道府県meetsタイ王国７７県！
～新たな料理レシピ提案による特産品等の輸出・PR事業展開～

税理士西塚智裕事務所

25 東京都 世田谷区
日本発！世界でイノベーションが起きまくるイノベーションカード
誰でもどこでもいつでもできる、を広げる教育コンテンツ事業

税理士法人K&K　Japan

26 東京都 世田谷区
購入者ニーズに基づく最適な次世代者の評価・推奨システムの
実施

芝信用金庫桜新町支店

27 東京都 台東区
海外から来訪するビジネス目的の滞在客をコーディネート、受け
入れを行う事

北海道銀行豊平支店

28 東京都 中央区
株式会社リーテック設立、台湾におけるオリジナルボトルウォーター、
海水淡水浄水装置、デリシャスサーバーの販売

城北信用金庫中央支店

29 東京都 千代田区 スリランカにおけるラーメン店フランチャイズ展開 東京東信用金庫神田支店

30 東京都 千代田区 海外展開ビジネスマッチング事業の実施 興産信用金庫市ヶ谷支店

31 東京都 豊島区 日本発ソフトコンテンツのアジア展開について 城北信用金庫長崎支店

32 東京都 港区
日本のイッピン(逸品、一品)に特化した海外向けECサイトの展
開

さわやか信用金庫六本木支店

33 東京都 港区
外国企業を顧客対象とした“ビジネス・コンサルタント業”及び、それらの海外
企業の日本に於ける代理店権を有する“総合商社業” 芝信用金庫高輪支店

34 東京都 港区 日本の写真集・海外販売事業の展開 さわやか信用金庫青山支店

35 東京都 三鷹市
廉価品農産品及びその六次産品の産地直送による海外販売の
実施

多摩信用金庫三鷹駅前支店

36 神奈川県 三浦市 ごみ処理破砕機の海外向け事業の推進 横浜銀行三崎支店

37 神奈川県 横浜市 舶用機器の海外進出に伴う各種承認取得業務の支援実施 ベンチャーサポート税理士法人

38 神奈川県 横浜市 日本の洗練されたスピーカーを中国高所得者に普及 横浜銀行新百合ヶ丘支店

39 神奈川県 横浜市
綿・麻布を分散染料でプリントする為の前処理コート剤の海外販
売

横浜銀行鶴見支店

40 神奈川県 鎌倉市
パリのアクセサリーブランド「セシル・ジャンヌ」のアジア及び日
本市場での展開

横浜銀行鎌倉支店

41 神奈川県 川崎市
ハラル認証を受けた生活習慣病予防のための機能性レトルト食
品の開発とマレーシアへの展開

川崎信用金庫長沢支店

42 神奈川県 川崎市
ベトナムにおける電動バイク・電動3輪車の開発及び品質・生産
管理

川崎信用金庫中野島支店

43 長野県
北佐久郡軽沢

町
伝統的工芸品の海外向け販売 八十二銀行軽井沢支店

44 岐阜県 岐阜市 日本製品の海外販路開拓事業 十六銀行長良支店

45 三重県 四日市市
参加型戦略コンサルティング及びビジネスプロデュース事業展
開

百五銀行川原町支店

46 富山県 富山市
伝統とテクノロジーの橋渡しになり、産業に詩情の新しい風を起
こす

北國銀行富山東部支店

47 京都府 綾部市
マレーシアからの訪日客をイスラム文化に習熟したもてなしで観
光客を増加させる

京都北都信用金庫審査部

48 京都府 京都市
京都の魅力を用いた海外での事業スタートアップ支援と投資獲得事
業　Creative Support International の設立と実施

京都銀行本店営業部

49 大阪府 大阪市 日本のノウハウを付与した生地の海外販売 税理士法人日野上総合事務所
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50 兵庫県 神崎郡市川町 日本ゴルフクラブ発祥の地神崎郡市川町からの世界展開 但陽信用金庫甘地支店

51 兵庫県 神戸市
独自ルートを使った食品関係原料及び完成品の輸出入事業の
展開の輸出入事業の展開

中兵庫信用金庫三宮支店

52 広島県 福山市 バングラデシュでの求人情報ポータルサイトの展開 両備信用組合神辺支店

53 香川県 高松市 美容室向けパーソナルカラーアプリの開発 香川銀行本店営業部

54 福岡県 久留米市
国際人育成のための教育および海外留学・海外研修の手配事
業

福岡銀行久留米営業部

55 福岡県 福岡市 福岡発スマートフォン向けアプリの海外展開の実施 福岡銀行法人ビジネスセンター

56 福岡県 福岡市
東南アジア各国にマーケティングセンターを展開し国内中小企
業の海外進出の支援と代行を行う

福岡銀行天神町支店

57 福岡県 福岡市
福岡・香港における都市・建築等グリーンデザイン・設計等ビジ
ネスの実施と展開

福岡銀行赤坂門支店

58 福岡県 福岡市 中小企業の海外テスト販売～海外進出支援を行う事業の展開 福岡銀行法人ビジネスセンター

59 福岡県 糟屋郡須恵町 現地人ルートを活用した日本産果実販売の推進 東京中央経営株式会社

60 大分県 日田市 木材資源を活用した新産品開発及びアジア市場への展開 日田地区商工会

61 鹿児島県 鹿児島市 アジア地域におけるコンクリート２次製品の市場獲得 南日本銀行喜入支店

62 沖縄県 浦添市 沖縄県産品海外普及と飲食店の展開 沖縄海邦銀行内間支店
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