
採択件数８件（全国・海外展開等事業：７件、全国・海外展開等サポート事業：１件）

項番 事業区分 都道府県 補助事業者名 プロジェクト名

1  全国・海外展開等事業 北海道 株式会社ハルキ
道南スギ・トドマツ・カラマツなどの道産針葉樹を用いた今までにない防火構造の外装材の開発及び首都圏・海外への
販売・販路開拓事業

2  全国・海外展開等事業 北海道 株式会社電制 電気式人工喉頭ユアトーンの海外仕様試作および輸出プロジェクト
3  全国・海外展開等事業 北海道 株式会社丸善納谷商店 海外輸出用に成分調整した函館養殖マコンブ製品の開発による海外販路開拓事業

4  全国・海外展開等事業 北海道 クール北海道株式会社 中国で躍進する”小売りと融合した新形態EC”による北海道産品の市場開拓

5  全国・海外展開等事業 北海道 北海道はまなす食品株式会社 「食」の安全にこだわる層をターゲットとしたアメリカ市場への参入
6  全国・海外展開等事業 北海道 札幌観光バス株式会社 アジア諸国に向けた体験型ツアーの情報発信と販路開拓
7  全国・海外展開等事業 北海道 株式会社世壱屋 北海道余市町産ウニを活用した「余市半生ウニ」開発プロジェクト
8 全国・海外展開等サポート事業 北海道 富良野商工会議所 富良野・帯広特産品開発プロジェクト

【北海道経済産業局】令和２年度ＪＡＰＡＮブランド育成支援等事業費補助金　採択案件一覧



採択件数３０件（全国・海外展開等事業：２８件、全国・海外展開等サポート事業：２件）

項番 事業区分 都道府県 補助事業者名 プロジェクト名
1 全国・海外展開等事業 青森県 株式会社今井産業 『ｅ．wｏｏｄ＋』オープンイノベーション事業の海外市場獲得に係る販路開拓事業
2 全国・海外展開等事業 青森県 特定非営利活動法人プラットフォームあおもり 『ＬＯＣＡＬ ｔｏ ＬＯＣＡＬ』第４フェーズへ！　『Ｂ ｔｏ Ｐ』本格稼働！
3 全国・海外展開等事業 青森県 有限会社二階堂 あおもり発の高級プレミアムスイーツの開発販売とブランド構築事業
4 全国・海外展開等事業 岩手県 久慈琥珀株式会社 「世界最古・白亜紀琥珀＆新発見・久慈ティラノ」発掘体験パーク
5 全国・海外展開等事業 岩手県 有限会社秀吉 「いわて短角牛」の高付加価値加工品と丸ごと1頭買い
6 全国・海外展開等事業 岩手県 株式会社ベアレン醸造所 “百年麦酒”北米輸出倍増プロジェクト
7 全国・海外展開等事業 岩手県 株式会社京屋染物店 「東北－ＴＯＨＯＫＵ－伝統工芸　世界へ発信プロジェクト」
8 全国・海外展開等事業 岩手県 有限会社三陸とれたて市場 ６次化連携による漁獲の安定と高付加価値製品の世界輸出事業
9 全国・海外展開等事業 宮城県 東北・食文化輸出推進事業協同組合 組合形式での活動による「ＴＯＨＯＫＵ」ブランド確立プロジェクト

10 全国・海外展開等事業 宮城県 株式会社空地音ハーモニー 伊達藩ゆかりの文化遺産で行うウェディングツーリズム「みちのく和婚・みやぎ編」の開発販売
11 全国・海外展開等事業 宮城県 株式会社舞台ファーム カットサラダ２．０の開発およびブランディング事業
12 全国・海外展開等事業 宮城県 水月堂物産株式会社 ほやの殻皮を器にした冷凍ほや刺し等の開発と販路開拓
13 全国・海外展開等事業 宮城県 泰光住建株式会社 ＡＲＴＯＬＥＴＴＡ　ＰＲＯＪＥＣＴ（世界に類の無い革新的装飾トイレのブランド確立ＰＲＯＪＥＣＴ）
14 全国・海外展開等事業 宮城県 株式会社八葉水産 三陸気仙沼の新商品「海藻ペースト」の欧州市場の販路開拓
15 全国・海外展開等事業 宮城県 キョーユー株式会社 航空宇宙事業の販路拡大に向けた海外活動基盤整備
16 全国・海外展開等事業 宮城県 株式会社及川商店 「骨まで美味しい南三陸の焼き魚シリーズ」の製造販売
17 全国・海外展開等事業 秋田県 株式会社コシヤマ 市場及びシェアの拡大を可能とする木製玄関ドア開発及び販売・メンテナンスサービス網構築事業
18 全国・海外展開等事業 秋田県 一般社団法人秋田犬ツーリズム 秋田犬のふるさとから世界へ。地域ブランド発信事業
19 全国・海外展開等事業 山形県 株式会社山本製作所 極東ロシアにおける「日本式発泡スチロールリサイクル」の構築・展開プロジェクト
20 全国・海外展開等事業 山形県 株式会社タスクフーズ 『煮炊きの技術と米沢牛・山形牛に特化した商品開発＆ブランディングによる販路開拓』
21 全国・海外展開等事業 山形県 オリエンタルカーペット株式会社 「山形緞通」－足もとからのおもてなしを世界へー
22 全国・海外展開等事業 山形県 株式会社安部吉 ｢米沢織｣４社共同による中国・台湾ハイブランド市場へ向けての生産体制構築と新商品開発・新取引先の開拓
23 全国・海外展開等事業 山形県 株式会社ナカノアパレル 山形発オリジナルブランド「ＷＥＷＩＬＬ」のアジア・欧米市場開拓
24 全国・海外展開等事業 福島県 株式会社ハーベス 「奥会津金山天然炭酸の水」和らぎ水市場創造開拓プロジェクト
25 全国・海外展開等事業 福島県 合資会社旭屋 福島を元気に！「なみえ焼そば」海外進出プロジェクト
26 全国・海外展開等事業 福島県 株式会社キャスト 福島県白河圏域複合企業体 「ＳＨＩＲＡＫＡＷＡ　ＶＡＬＬＥＹ」での海外販路開拓プロジェクト
27 全国・海外展開等事業 福島県 あぶくま食品株式会社 「福島県産若桃の甘露煮」国内外販路開拓プロジェクト
28 全国・海外展開等事業 福島県 株式会社ハート・プラザ 植物ケナフを原料としたバイオナノカーボンの製造方法と販路開拓
29 全国・海外展開等サポート事業 宮城県 株式会社三陸コーポレーション 三陸産水産品の東南アジア・中東諸国等における需要開拓事業
30 全国・海外展開等サポート事業 宮城県 株式会社かね久 宮城の食材と技術を活用した業務用食品のブランド構築による販路開拓

【東北経済産業局】令和２年度ＪＡＰＡＮブランド育成支援等事業費補助金　採択案件一覧



採択件数５７件（全国・海外展開等事業：５１件、全国・海外展開等サポート事業：６件）

項番 事業区分 都道府県 補助事業者名 プロジェクト名
1 全国・海外展開等事業 茨城県 笠間焼協同組合 多様性と創造性を持つ笠間焼が英国産地とつくるブランド確立事業
2 全国・海外展開等事業 茨城県 株式会社柴沼醤油インターナショナル 「IBARAKI」100％ブランド　茨城県産醤油もろみ海外販売展開
3 全国・海外展開等事業 茨城県 ペンギンシステム株式会社 救急トレーニングシステム「EmerSim」の海外販路開拓
4 全国・海外展開等事業 茨城県 株式会社ベテル 新発想！口腔ケア商品「光る歯ブラシと光るスポンジブラシピカスポ
5 全国・海外展開等事業 栃木県 西堀酒造株式会社 海外市場を見据えた新商品開発及び国内外ブランド向上・販路開拓
6 全国・海外展開等事業 栃木県 株式会社野州たかむら 日本の農産物を活用した新感覚ロリポップキャンディをＥＵ市場へ
7 全国・海外展開等事業 栃木県 株式会社三本松茶屋 樽熟成ビールの開発および海外プロモーションと体験ツアー造成
8 全国・海外展開等事業 群馬県 株式会社田園プラザ川場 「川場ブランド」の海外展開
9 全国・海外展開等事業 群馬県 株式会社大利根漬 「群馬県産梅（白加賀）を使った商品の国内・海外販路開拓」

10 全国・海外展開等事業 群馬県 朝倉染布株式会社 超撥水技術を活用した新商品開発および北米アパレル市場販路開拓プロジェクト
11 全国・海外展開等事業 群馬県 鳥山畜産食品株式会社 ＧＵＮＭＡ ＳＵＫＩＹＡＫＩ輸出推進プロジェクト
12 全国・海外展開等事業 群馬県 伊田繊維株式会社 旅館・ 飲食店 向け作務衣 の開発 ・販売 から海外市場開拓 へ。
13 全国・海外展開等事業 埼玉県 株式会社大成 本物の日本の煮魚の味を世界中に届けるプロジェクト
14 全国・海外展開等事業 埼玉県 株式会社ウラノ 中小企業体による航空機産業の新Tier1ビジネスモデルの確立
15 全国・海外展開等事業 千葉県 株式会社飯沼本家 創業300年超の老舗酒蔵による酒蔵ツーリズム促進プロジェクト
16 全国・海外展開等事業 千葉県 株式会社wash-plus 日本発・次世代コインランドリープラットフォームの海外展開
17 全国・海外展開等事業 東京都 株式会社ユニシス 新製品の新医療領域をターゲットとした海外展開事業
18 全国・海外展開等事業 東京都 株式会社フジタ医科器械 Japan Telemedicine Platform展開事業
19 全国・海外展開等事業 東京都 株式会社大同機械 東南アジア各国における建設仮設材レンタル事業に係わる市場調査
20 全国・海外展開等事業 東京都 太陽商事株式会社 ウェアラブル手術用照明「OPELAⅢ」の海外展開プロジェクト
21 全国・海外展開等事業 東京都 株式会社Ｍｅｄｉｆｅｌｌｏｗ 遠隔メディカルツーリズム創出事業
22 全国・海外展開等事業 東京都 イセ食品株式会社 "ASEANにおける日本ブランド 卵の現地生産・販売拡大によるJAPANブランド の 確立“
23 全国・海外展開等事業 東京都 ガッチ株式会社 現代感覚に合った新スタイルの小石原焼の商品開発と海外販路開拓
24 全国・海外展開等事業 東京都 JPクーパ合同会社 子供の感性を宝物にする LITTLE ARTIST サービス認知と 国内外販路獲得事業
25 全国・海外展開等事業 東京都 株式会社シンメイ サーマルプリンター、オートラベラーの海外販路開拓
26 全国・海外展開等事業 東京都 株式会社堀口切子 英国における産学連携を通じた江戸切子のブランディングとローカルニーズに合致した新商品開発プロジェクト
27 全国・海外展開等事業 東京都 株式会社ＡＩＪ 「まつ毛エクステンションサロン専売まつ毛美容液海外展開プロジェクト」
28 全国・海外展開等事業 東京都 ヴェラス株式会社 ONSENSOU
29 全国・海外展開等事業 東京都 株式会社do-mo 「南沢あじさい山」を拠点とした体験型観光とあじさい山関連商品の開発・販売
30 全国・海外展開等事業 東京都 IIMヒューマン・ソリューション株式会社 IHS式人材育成メソッドを活用したカンボジア市場開拓プロジェクト
31 全国・海外展開等事業 東京都 一般社団法人日本ファッション産業協議会 Jクオリティ―認証企業の「ファクトリーブランド」連携プロジェクト
32 全国・海外展開等事業 東京都 株式会社KARAFURU 「東京彫金・結婚指輪」の香港及び台湾進出プロジェクト
33 全国・海外展開等事業 東京都 株式会社Xenoma ジムトレーニングを簡便・効率化する「 e-skin EMStyle 」の海外拡販
34 全国・海外展開等事業 東京都 ランシャンデザイン株式会社 ZUKANのヨーロッパ市場開拓
35 全国・海外展開等事業 神奈川県 株式会社ナチュレ 神奈川県産を中心とした美味しい果物ゼリーをアジアへ販路拡大
36 全国・海外展開等事業 神奈川県 株式会社トライアングル 横須賀は美味しい町～『食と観光』ブランドづくりプロジェクト～
37 全国・海外展開等事業 神奈川県 日本理化学工業株式会社 kitpasのドイツ市場開拓
38 全国・海外展開等事業 神奈川県 株式会社西松 三崎のまぐろを活用した長期保存できる新たな天然マグロ加工品の開発・販売と海外展開
39 全国・海外展開等事業 神奈川県 株式会社Sansei ＣＴコンテナ車による医療普及展開と遠隔画像診断ビジネス実証
40 全国・海外展開等事業 新潟県 株式会社めし徳 新潟産グルテンフリー商品の中近東・ＥＵ・米国への輸出
41 全国・海外展開等事業 新潟県 株式会社田中衡機工業所 海外事業スタートアッププロジェクト
42 全国・海外展開等事業 新潟県 株式会社ウオショク 北米市場への牛肉輸出販路拡大
43 全国・海外展開等事業 山梨県 山梨県酒造協同組合 名水を活用した山梨の酒を世界に発信
44 全国・海外展開等事業 山梨県 株式会社原田晶光堂 米国・ロサンゼルスにおける印章マーケット確立・市場構築事業
45 全国・海外展開等事業 長野県 株式会社協和精工 特殊電磁ブレーキの中国市場販路拡大プロジェクト
46 全国・海外展開等事業 長野県 株式会社天龍 「TENRYU」ブランド、本場アメリカへの挑戦～「made in 長野」の釣竿を世界へ～
47 全国・海外展開等事業 長野県 株式会社タカノ 金属3Dプリンタ受託造形の海外販路開拓プロジェクト
48 全国・海外展開等事業 静岡県 株式会社流通サービス 静岡産「香り緑茶」の商品開発と海外に向けた販路開拓
49 全国・海外展開等事業 静岡県 高嶋酒造株式会社 インバウンド及び海外向け「BIO-SAKE」等純米酒の販路拡大プロジェクト
50 全国・海外展開等事業 静岡県 株式会社大井川電機製作所 大井川はなびらたけプロジェクト
51 全国・海外展開等事業 静岡県 丸七製茶株式会社 Cold Brew Green Tea Sparkling 緑茶のドンペリを開発
52 全国・海外展開等サポート事業 茨城県 古河市商工会 「アグリツーリズムの全国・海外からの集客に向けた調査・研究プロジェクト」
53 全国・海外展開等サポート事業 東京都 ワイズアンドパートナーズ・ジャパン株式会社 JBeauty Collection（ジェイビューティ・コレクション）
54 全国・海外展開等サポート事業 山梨県 富士吉田商工会議所 イトとヒトがいきかうマチ『ハタオリマチのハタ印』プロジェクト
55 全国・海外展開等サポート事業 長野県 NPO諏訪圏ものづくり推進機構 信州メディカルデバイスグローバル展開センター技術展開支援プロジェクト
56 全国・海外展開等サポート事業 長野県 株式会社サンクゼール 久世福ECモール
57 全国・海外展開等サポート事業 長野県 株式会社ＭＥＮＥＸ 海外富裕層特化型「ＪＡＰＡＮ新ゴールデンルート」観光開発

【関東経済産業局】令和２年度ＪＡＰＡＮブランド育成支援等事業費補助金　採択案件一覧



採択件数１７件（全国・海外展開等事業：１６件、 全国・海外展開等サポート事業：１件）

項番 事業区分 都道府県 補助事業者名 プロジェクト名

1 全国・海外展開等事業 愛知県 株式会社松鶴園 米国を対象国とした飲料、食品用の加工原料抹茶の輸出
2 全国・海外展開等事業 愛知県 株式会社平松食品 愛知発“スーパープロフェッショナルインフルエンサー育成計画”
3 全国・海外展開等事業 愛知県 東明工業株式会社 日本が誇る高品質ジャイロメーカー（減揺装置）として海外市場へ参入する
4 全国・海外展開等事業 愛知県 アルプススチール株式会社 日本製家具ブランド「1518(一期一会)」の全国と海外の展開
5 全国・海外展開等事業 愛知県 ナカキ食品株式会社 世界を席巻する可能性を秘めたこんにゃく麺の海外販路拡大事業
6 全国・海外展開等事業 愛知県 合資会社八丁味噌 愛知県の文化と発酵食品で海外展開とインバウンドを活性化する
7 全国・海外展開等事業 岐阜県 三星刃物株式会社 関の刃物　和 NAGOMIの国内・海外向けブランド力確立と新製品開発
8 全国・海外展開等事業 岐阜県 土岐市陶磁器卸商業協同組合 日本文化や和食と結び付けた美濃焼和食器のＥＵ市場開拓事業
9 全国・海外展開等事業 岐阜県 株式会社エクシィズ リサイクル陶土による環境対応型美濃焼ブランド確立

10 全国・海外展開等事業 岐阜県 家田紙工株式会社 美濃和紙の特性を活かしたアクセサリーや文房具等の製造販売事業
11 全国・海外展開等事業 岐阜県 千古乃岩酒造株式会社 零細酒蔵の中国等をターゲットとした新商品 開発及び販路開拓事業
12 全国・海外展開等事業 岐阜県 ヤマガタヤ産業株式会社 国産材を活用して「すべての空間を森」にする！家もオフィスも「空気の質を変えて森を守る」木質化プロジェクト
13 全国・海外展開等事業 岐阜県 株式会社林本店 健康志向「無添加SAKE」ジャパンブランド化プロジェクト
14 全国・海外展開等事業 三重県 辻製油株式会社 伊勢の国発　Food＆Beauty ブランド開発による海外展開
15 全国・海外展開等事業 三重県 銀峯陶器株式会社 国内外向け新ブランド製品と海外専用製品の販路開拓と新製品開発
16 全国・海外展開等事業 石川県 株式会社小林製作所 日本で製造しアメリカへ、最高品質の板金製品を1週間で届けます
17  全国・海外展開等サポート事業 愛知県 祖父江町商工会 銀杏の機能性ＱＯＬ向上商品の調査研究開発及び新ブランドの創出

【中部経済産業局】令和２年度ＪＡＰＡＮブランド育成支援等事業費補助金　採択案件一覧



採択件数３１件（全国・海外展開等事業：２７件、全国・海外展開等サポート事業：４件）

項番 事業区分 都道府県 補助事業者名 プロジェクト名

1 全国・海外展開等事業 福井県 株式会社カンパネラ 「福井の地域資源・技術」を活用したアウトドア用品の開発と販売
2 全国・海外展開等事業 京都府 株式会社竹田事務機 TAG STATIONERY オリジナルプロダクト「文房四宝」開発プロジェクト
3 全国・海外展開等事業 京都府 株式会社伊と幸 伝統の国産絹を新プレス技術で「絹パネル」等を開発し外需へ展開
4 全国・海外展開等事業 京都府 株式会社丸二 内装材・インテリア雑貨の京からかみ製品開発及び全国・海外展開
5 全国・海外展開等事業 京都府 京都樹脂精工株式会社 「透明アクリル製 防水検査機 」販路開拓プロジェクト
6 全国・海外展開等事業 大阪府 アベル株式会社 世界に誇れる本物の黒（ジャパンブラック）を定義する
7 全国・海外展開等事業 大阪府 TAISEI株式会社 伝える・収める・設える 新しい紙の日用品「紙器具」の欧米展開
8 全国・海外展開等事業 大阪府 堀内鏡工業株式会社 海外販売拡大へ「HORIUCHI MIRROR」ブランド確立
9 全国・海外展開等事業 大阪府 錦城護謨株式会社 影で支えるKINJOから　見えるKINJOへ

10 全国・海外展開等事業 大阪府 能勢鋼材株式会社 航空機部品製造クラスター（KSC）の米国販路開拓プロジェクト
11 全国・海外展開等事業 大阪府 NSW株式会社 先週繊維産業の復興を目指した、世界初の利便性と機能性を高めたスマート肌着の開発及びブランド化と海外展開
12 全国・海外展開等事業 大阪府 藤田金属株式会社 金属製キッチン用品と金属製園芸用品の新規開発と販路開拓
13 全国・海外展開等事業 大阪府 株式会社九櫻 国産柔道衣の刺子生地を「九櫻刺子」としてブランド化し世界へ
14 全国・海外展開等事業 兵庫県 株式会社創発システム研究所 道路トンネルのインバータ換気制御システムの豪州市場開拓
15 全国・海外展開等事業 兵庫県 ラッキーベル株式会社 日本発コンフォートシューズの海外展開プロジェクト
16 全国・海外展開等事業 兵庫県 有限会社うめ丸 JAPANブランド「南あわじうずしお」のインバウンド推進プロジェクト
17 全国・海外展開等事業 兵庫県 株式会社キャッスルホテル 生活文化が屋内から屋外パブリックに溢れ出すことで、日本的風景を生み出し、インバウンド拡大につなげるプロジェクト
18 全国・海外展開等事業 奈良県 西垣靴下株式会社 新特許技術、「疲れ知らずの靴下」シリーズの拡充と販路開拓
19 全国・海外展開等事業 奈良県 有限会社井上企画・幡 ターゲット市場に沿った蚊帳衣料・雑貨用品開発での国内海外展開
20 全国・海外展開等事業 奈良県 株式会社呉竹 伝統 と革新 でKURETAKE ブランド をヨーロッパに浸透 させる
21 全国・海外展開等事業 奈良県 株式会社ニット・ウィン 自社ブランドの靴下開発及びブランド強化による国内外の販路開拓
22 全国・海外展開等事業 奈良県 昌和莫大小株式会社 自社ブランド「ＯＬＥＮＯ」の開発・製造・販路開拓

23 全国・海外展開等事業 奈良県 株式会社サカガワ
三郷町産の「雪駄鼻緒」を活用する地場産業と現代履物「スニーカー」を掛け合わせた「スニーカー雪駄」の試作開発＆販路展開
プロジェクト

24 全国・海外展開等事業 和歌山県 カネマサ莫大小株式会社 織物ライクなハイゲージニット生地の開発と国内外への販路開拓
25 全国・海外展開等事業 和歌山県 風神莫大小株式会社 機能素材等を活用したアウトドア製品製造販売とブランド化事業
26 全国・海外展開等事業 和歌山県 原田織物株式会社 ラッシェル機で編立て技術を活かした繊維雑貨製品の開発・生産・販売
27 全国・海外展開等事業 和歌山県 紀州繊維工業協同組合 SDGsを意識したサステナブル素材の提案による「KOYAGUCHI PILE FABRIC」ブランドの発信
28 全国・海外展開等サポート事業 京都府 株式会社朝日堂 製造業者と連携した京焼・清水焼の新ブランド構築・需要開拓事業
29 全国・海外展開等サポート事業 大阪府 大阪港埠頭株式会社 サプライヤーを主役とした地域商社との連携による販路開拓支援
30 全国・海外展開等サポート事業 兵庫県 淡路市商工会 地域連携による「淡路島観光ブランド」バス&ドライブツーリズム
31 全国・海外展開等サポート事業 兵庫県 兵庫県線香協同組合 ＥＮＣＥＮＳ ＡＷＡＪＩ　香の未来プロジェクト

【近畿経済産業局】令和２年度ＪＡＰＡＮブランド育成支援等事業費補助金　採択案件一覧



採択件数１５件（全国・海外展開等事業：１４件、 全国・海外展開等サポート事業：１件）

項番 事業区分 都道府県 補助事業者名 プロジェクト名
1 全国・海外展開等事業 鳥取県 株式会社ビック・ツール 「BIG TOOL」商品の本格的海外進出
2 全国・海外展開等事業 島根県 株式会社SOL　JAPAN ～世界の和食ファンに感動の鮮度を！～特殊凍結技術による「島根のお魚」価値最大化プロジェクト
3 全国・海外展開等事業 岡山県 有限会社ニイヨンイチ 高いファッション性を維持した環境に優しいアパレル新商品開発
4 全国・海外展開等事業 岡山県 井原商工会議所 地域ブランド「井原デニム」の世界市場進出
5 全国・海外展開等事業 岡山県 株式会社Channel ”Made　in　Kojima”デニムブランドの世界展開事業
6 全国・海外展開等事業 岡山県 ダイヤ工業株式会社 空気圧人工筋を用いた運動器支援装具等の海外医療販路開拓事業
7 全国・海外展開等事業 広島県 株式会社三宅本店 広島県産日本酒のブランド力強化・促進事業
8 全国・海外展開等事業 広島県 株式会社アクセ 日本のデニム生地と製品を総称するブランドJAPAN DENIMの世界進出
9 全国・海外展開等事業 広島県 株式会社酒商山田 日本酒製造の発酵技術を活用した海外向け製品の開発・販売プロジェクト

10 全国・海外展開等事業 広島県 徳永製菓株式会社 オーガニックの大豆・ナッツスナック（豆菓子）の開発と販売
11 全国・海外展開等事業 広島県 有限会社瑞穂 熊野筆メーカーズブランドの基盤拡充及び国内海外向け広報販促展開事業
12 全国・海外展開等事業 広島県 オタフクソース株式会社 オタフクブランドの認知向上プロジェクト
13 全国・海外展開等事業 広島県 広島魚市場株式会社 広島牡蠣を中心とした高付加価値地域産品の海外展開
14 全国・海外展開等事業 広島県 金光味噌株式会社 （廃棄物削減）SDGs対応型オーガニック味噌製品の開発
15  全国・海外展開等サポート事業 広島県 因島商工会議所 サイクルツーリズムを核とした観光開発による地域振興

【中国経済産業局】令和２年度ＪＡＰＡＮブランド育成支援等事業費補助金　採択案件一覧



採択件数５件（全国・海外展開等事業：４件、全国・海外展開等サポート事業：１件）

項番 事業区分 都道府県 補助事業者名 プロジェクト名
1 全国・海外展開等事業 徳島県 公益財団法人徳島市地場産業振興協会 木工・藍染製品の中国インテリア市場開拓プロジェクト「KARAKURI」
2 全国・海外展開等事業 香川県 琴平バス株式会社 「うどん」を活用した和食文化体験プログラム、周遊商品の開発

3 全国・海外展開等事業 香川県 株式会社四国遍路 伝統工芸品を活用したオーダーメイド朱印帳・納経帳の開発・販売

4 全国・海外展開等事業 高知県 株式会社グラッツェミーレ ジャカルタ、マレーシア、ベトナムにおける「グラッツェミーレ」商品の販路開拓及び東南アジア製造物流拠点つくりに
向けた調査事業

5 全国・海外展開等サポート事業 香川県 高松商工会議所 THE FIRST BONSAI EXPERIENCE

【四国経済産業局】令和２年度ＪＡＰＡＮブランド育成支援等事業費補助金　採択案件一覧



採択件数２５件（全国・海外展開等事業：１７件、 全国・海外展開等サポート事業：８件）

項番 事業区分 都道府県 補助事業者名 プロジェクト名
1 全国・海外展開等事業 福岡県 株式会社フジコー 子豚育成率向上を助ける光触媒空気浄化装置を用いた豚舎の開発、製造及び販売
2 全国・海外展開等事業 福岡県 miel うきはの未利用素材活用による業務用ピューレ・加工品及び販路開拓
3 全国・海外展開等事業 福岡県 株式会社オカモト商店 伝統的工芸品「久留米絣」のファッション価値創造プロジェクト
4 全国・海外展開等事業 福岡県 株式会社鹿田産業 鹿田室礼ブランドすだれを使う商業空間をフランス・EUから発信
5 全国・海外展開等事業 福岡県 立野木材工芸株式会社 大川家具の技術の証明　ネコ家具のアジア・フランスへの海外展開
6 全国・海外展開等事業 佐賀県 株式会社キハラ デザインコンペ（Open Call）を活用した伝産地の新たなビジネスモデルの確立
7 全国・海外展開等事業 佐賀県 株式会社種商 日本産・佐賀県産雑穀を使用したブレンド雑穀米を世界市場へ
8 全国・海外展開等事業 佐賀県 佐賀県茶商工業協同組合 うれしの茶リバース・イノベーション・プロジェクト
9 全国・海外展開等事業 長崎県 株式会社須崎屋 カステラ専用超濃厚卵を使用したプレミアムカステラ「五三焼」を世界へ

10 全国・海外展開等事業 熊本県 株式会社熊本アイディーエム 大葉の殺菌と鮮度を保持する噴霧技術を搭載した選別機の全国展開
11 全国・海外展開等事業 熊本県 株式会社フンドーダイ五葉 熊本発　進化形日本式醤油及び醤油加工品のブランド育成事業
12 全国・海外展開等事業 大分県 株式会社成美 有機ベビーフードによるEU市場への販路開拓とブランド力向上
13 全国・海外展開等事業 宮崎県 株式会社興電舎 「変圧器励磁突入電流抑制装置」の開発・製造・販売
14 全国・海外展開等事業 宮崎県 ヤマエ食品工業株式会社 「宮崎の食の輸出を進める会」による宮崎食品の海外展開事業
15 全国・海外展開等事業 宮崎県 大和フロンティア株式会社 宮崎県の地域資源「竹」を活用した資料・肥料「笹サイレージ」の開発及び販路開拓
16 全国・海外展開等事業 鹿児島県 有限会社エール オクラビューティープロジェクト
17 全国・海外展開等事業 鹿児島県 有限会社かごしま有機生産組合 地域の有機農産品をつかった完全国際有機離乳食の商品開発
18  全国・海外展開等サポート事業 福岡県 うきは市商工会 フランスにおけるうきはテロワールブランド化プロジェクト
19  全国・海外展開等サポート事業 福岡県 一般社団法人　筑後川プロジェクト協会 筑後川・矢部川流域の資源活用商品のブランド化による販路開拓
20  全国・海外展開等サポート事業 福岡県 朝倉商工会議所 賑わいづくりのための漫画構想策定調査事業”ASAKURA MANGA PROJECT（朝倉漫画プロジェクト）”
21  全国・海外展開等サポート事業 佐賀県 佐賀市南商工会 諸富家具発インテリアシリーズ「ARIAKE」ブランドの確立
22  全国・海外展開等サポート事業 長崎県 平戸商工会議所 平戸藩「百菓之図」を現代的解釈した台湾市場向け新菓子の開発
23  全国・海外展開等サポート事業 熊本県 株式会社くまもとDMC 熊本県産食品等の香港向け輸出拡大・ブランド化プロジェクト
24  全国・海外展開等サポート事業 鹿児島県 鹿児島県酒造組合 世界へはばたけ！鹿児島県本格焼酎ブランド確立・販路拡大事業
25  全国・海外展開等サポート事業 鹿児島県 公益社団法人鹿児島県特産品協会 地域商社機能によるOJT特産品開発及び販売推進事業

【九州経済産業局】令和２年度ＪＡＰＡＮブランド育成支援等事業費補助金　採択案件一覧



採択件数４件（全国・海外展開等事業：３件、全国・海外展開等サポート事業：１件）

項番 事業区分 都道府県 補助事業者名 プロジェクト名
1 全国・海外展開等事業 沖縄県 株式会社ポイントピュール 久米島海洋深層水を利用した自社新ブランド基礎化粧品の海外展開
2 全国・海外展開等事業 沖縄県 農業生産法人株式会社福まる農場 「キビまる豚」の新商品開発・販路拡大によるブランド化
3 全国・海外展開等事業 沖縄県 株式会社HPC沖縄 HPC技術を活用したアフォーダブルハウジングの販路展開
4 全国・海外展開等サポート事業 沖縄県 株式会社Blueship沖縄 琉球泡盛海外展開プロジェクト（ハードリカープロジェクト）

【内閣府沖縄総合事務局】令和２年度ＪＡＰＡＮブランド育成支援等事業費補助金　採択案件一覧
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