
【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 neeth株式会社 Hokkaido Snow Jewels Project ～北海道イタリアンを食材と共にインドネシアへ～

2 北海道 北海道 北海道広域道産酒協議会
「北海道産酒と食のマリアージュブランド」確立による台湾を中心としたアジア向け地
域産品の販路拡大・マーケティング戦略策定事業

3 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

4 関東 埼玉 春日部桐たんす組合
「伝統的工芸品のＷＡＺＡ、技術・技能」を活用した新たな産地ブランド構
築に向けたフランス市場での市場調査

5 関東 埼玉 株式会社公司人形 工房天祥 「日本人形の伝統文化を活かした新しい造形品の開発と海外市場展開」

6 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

7 関東 東京 ＭＳＹ株式会社
手すき和紙、木工、鍛造刀物、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。

8 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

9 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プロジェクト）

10 関東 長野 軽井沢町商工会 軽井沢彫家具海外展開プロジェクト

11 中部 石川 石川のこだわり食品グループ 『石川のこだわり食品海外発信 ～味の５感で 訴える！ ～ 』

12 中部 石川 能登ＳＡＫＥ５（ノト･サケ･ファイブ）
『新しい日本の伝統のＳＡＫＥを海外へ！
～世界農業遺産「能登の里山里海」の食文化発信～』

13 中部 愛知 とこなめ焼協同組合 常滑焼欧州市場開拓調査事業

14 中部 三重 太門通商株式会社 「鈴鹿抹茶」から広めよう！抹茶文化を世界に

15 近畿 福井 福井県ニット工業組合 FUKUI HI-TEC-KNIT海外販路開拓プロジェクト

16 近畿 福井 株式会社西村プレシジョン 福井“新”匠の技ブランドによる欧州シニア市場販路拡大事業

17 近畿 大阪 有限会社マイスターベック
日本（大阪）製の「ふとん」による快眠製品を輸出するFS（事業可能性調査）（ここで言
う「ふとん」とは、すべて敷布団を指す。）

18 近畿 奈良 株式会社中川政七商店 海外販路拡大プロジェクト「大日本市エキスポ in Paris」

19 近畿 和歌山 丸新本家株式会社 「さしすせそ」こだわり和食調味料を世界へ

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

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

22 沖縄 沖縄
農業生産法人株式会社
アセローラフレッシュ

"沖縄産アセローラ"のアジアブランド構築プロジェクト
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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 羅臼漁業協同組合 羅臼「ＵＭＡＭＩ」昆布海外進出プロジェクト

2 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」

3 北海道 北海道 株式会社BEATUS UNITING ラベンダーの香りを世界へ！“LOVENSIA”プロジェクト

4 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

5 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

6 東北 青森 株式会社金入 日本の技×NYハイエンドデザインギフト商品開発事業

7 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」のブランディングと海外展開

8 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

9 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

10 関東 埼玉 狭山商工会議所 狭山茶の海外ブランディングにより世界にお茶の間を作る事業

11 関東 埼玉 川口商工会議所 川口和竿職人の技が光る！川口「竹×技」魅力発信プロジェクト

12 関東 東京 ホットマン株式会社 「Tokyo Towel」グローバルプロジェクト

13 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－

14 関東 新潟 株式会社北澤簞笥店 加茂桐たんす海外販路開拓プロジェクト（パウローニアin加茂）

15 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～

16 中部 石川 石川ブランドＰＴ 『石川ブランドの世界発信 ～新しい日本の伝統の創造～』

17 中部 石川 一般社団法人石川県食品協会
食品王国いしかわブランド海外展開事業
～LOCAL・HALAL認証を取得し、巨大イスラム市場へ参入～

18 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

19 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」

20 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！

21 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

22 近畿 大阪 株式会社コンディ ドバイを中心としたイスラム圏への日本製菓子の海外販路開拓プロジェクト

23 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 Quolity Pearl）』香港

24 近畿 兵庫 株式会社岸本吉二商店 鏡開きに使用される菰樽を世界へ発信！！インテリアプロジェクト

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

26 四国 高知
高知県食品工業団地
事業協同組合

高知県産食品の台湾輸出プロジェクト

27 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
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
産チーズ＆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 日本産高品質イチゴおよびイチゴブランドの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 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

6 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

7 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

8 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

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2「産地を越え、世界へ」

11 中部 愛知
特定非営利活動法人
日本純米酒普及協会

純米酒海外普及プロジェクト

12 中部 愛知 株式会社丸杉 着ることのできる柔らかい純金の布製品 世界発信プロジェクト

13 中部 愛知 西陣帆布・西陣カーボン普及協議会 西陣帆布・西陣カーボン普及プロジェクト

14 中部 愛知 株式会社グルメストーリー ＪＡＰＡＮ ＰＲＥＭＩＵＭ 〜イスラム市場へ新たな食文化の創造～

15 近畿 京都 京都試作ネット The World SHISAKU Valley Project Ⅱ

16 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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【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 沼田町商工会 『北海道沼田町の雪中米＆雪中野菜商品で日本の元気を世界に発信！』

2 北海道 北海道
一般社団法人北海道
中小企業家同友会とかち支部

北海道十勝の「食」「観光資源」を売り込む東南アジア販路開拓プロジェクト

3 関東 栃木 有限会社小池経編染工所 両毛シルクワールド・プロジェクト

4 関東 埼玉
公益社団法人
さいたま観光国際協会

「大宮盆栽」海外展開プロジェクト

5 関東 神奈川
特定非営利活動法人
アジア起業家村推進機構

日越金型ブランド化事業

6 関東 新潟 燕商工会議所 デザインによる地場産品の高付加価値化とヨーロッパへの販路開拓

7 関東 静岡 株式会社フードランド 農業産業化・地域活性化を実現する「Ｍｉｋｋａｂｉ」ブランド海外展開事業

8 中部 石川 株式会社繊維リソースいしかわ
「世界市場に通用する【かなざわブランド】（合繊長繊維テキスタイル商品）の構築支
援事業」―― 「日本版“コモ”産地」化を目指して ――

9 中部 岐阜 土岐市陶磁器卸商業協同組合 日本文化として「美濃焼」を提案することによる東南アジア地域への販路開拓事業

10 近畿 兵庫 新播州企画 オセアニア及びアジア市場開拓プロジェクト

11 中国 鳥取 有限会社自然堂
ヨーロッパ市場に向けて地域資源を活用した「吉田璋也ルネッサンス」のブランド確
立

12 中国 広島 府中家具工業協同組合 ヨーロッパ進出に向けた府中家具ブランド構築事業

13 九州 熊本 くまもと南園の匠協同組合 熊本ベジフル＆フィッシュ海外市場開拓プロジェクト
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