
No. 都道府県名 法人番号 補助申請者名 実施プロジェクト名

1 北海道 2450005000072 旭川家具工業協同組合 旭川家具の国際ブランド化プロジェクト

2 岩手 8400505000133 一関商工会議所 「一関もち食ブランド化プロジェクト」

3 岩手 7010001005420 株式会社東光舎
日本製理美容鋏の認定化システム構築によるブランドの
確立

4 宮城 6370301002529 株式会社ヤマナカ MIYAGI OYSTER プロジェクト

5 山形 5390001008453 鶴岡シルク株式会社 最高級シルクをアピールする、最高級ブランドの構築

6 千葉 1040001047465 株式会社飯沼本家
千葉県産米、千葉の水を使ったALL千葉地酒の海外展
開事業

7 山梨 6090005001764 甲斐市商工会
「甲斐の桑物語」ブランドの台湾進出プロジェクト〜桑茶
を世界ブランドに〜

8 東京 2010701010162 株式会社吉村
「セントパトリックスデーは抹茶ビールで乾杯！」プロジェ
クト

9 愛知 5180001120378 ジャパンマニア株式会社 飛騨牛を中心とした和牛・国産牛の販路拡大プロジェクト

10 岐阜 5200002014782 有限会社レイク・ルイーズ
岐阜県食品ブランド「G・F・T※（ギフト）」の海外販路開拓
プロジェクト ※Gifu Food Technologyを略したブランド
名）

11 三重 5190001010735 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

12 石川 9220005000080 一般社団法人石川県鉄工機電協会 東南アジアインフラ関連需要FS調査事業

13 奈良 1150005007090 五條市商工会 柿・柿加工品の東南アジア等への販路開拓プロジェクト

14 和歌山 2170001002828 風神莫大小株式会社
高機能ニット生地の特徴を最大限に活かした生地とアウ
トドアインナー商品の開発

15 滋賀 6160001005596 株式会社マルタ陶喜 「信楽焼」手洗い鉢の海外販路拡大プロジェクト

16 滋賀 7160005003380 浜縮緬工業協同組合 近江スタイル・湖国の織物～世界へ発信プロジェクト～

17 福井 7210001013436 株式会社酒乃店はやし 「個性溢れる地酒をアジアへ」販路開拓プロジェクト

18 鳥取 8270001005096 株式会社バルコス
東南アジア・タイにおける「Hanaa-fu」ブランドの価値創造
戦略

19 愛媛 4500005000998 愛媛県酒造協同組合 愛媛県産食材等海外展開事業

20 鹿児島 5340005005179 東町漁業協同組合 東南アジア向け新商品開発事業

21 福岡 6290005013946
一般社団法人ミュージアム支援者協
会

八女手漉き和紙の文化財保存・修復用途の欧州での普
及と販路確立

平成２９年度予算 ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業採択一覧

【戦略策定支援事業】

資料１ 



No. 都道府県名 法人番号 補助申請者名 実施プロジェクト名

1 宮城 1370501000007 株式会社阿部長商店
気仙沼フィッシュソーセージのイスラム市場開拓プロジェ
クト

2 山形 7390005001089 山形県酒造組合 日本酒産地「GI山形」を世界へ(地理的表示)

3 埼玉 9030005015486
公益財団法人さいたま市産業創造財
団

さいたま発医療機器の海外販路拡大・ブランド確立プロ
ジェクト

4 千葉 - 東金市植木組合 オール東金植木生産販売体制確立プロジェクト

5 東京 4010502009245 有限会社箱義桐箱店 Super&Co.プロジェクト

6 静岡 6080402018305 有限会社福田織物 パリ市場向け“KANTO”ブランド開発・販路開拓事業

7 静岡 6080001006264 株式会社アクト・フォ
女性目線で静岡茶の香りに特化した香料と香水の海外
展開

8 愛知 7180301006894 株式会社平松食品
愛知県産食品「サムライ・キュイジーヌJの実演型BtoB商
談会による海外販路開拓

9 京都 4130001040763 宮眞株式会社
「丹後ちりめんを世界に通用する高級テキスタイルブラン
ドにする」

10 京都 1130001045121 ＧＬＭ株式会社
自動車産業に「プラットフォーム」という新たな自動車エン
ジニアリングサービスを提供する、日本発のグローバル
オンリーワン企業の創出！

11 島根 1280005002186 島根県酒造組合
古代から由緒ある「島根の清酒」のアジアでのブランド確
立支援

12 鹿児島 1340005001504 鹿児島県商工会連合会
”発酵食品を中心とした薩摩の『うまみ』文化”ジャパンブ
ランド化展開事業

13 鹿児島 4340005005873 枕崎水産加工協同組合
日本の出汁文化の情報発信による産地食材のジャパン
ブランド化事業

14 福岡 8290001053234 丸田木工株式会社
ＣＬＡＮＴＲＥＥ（木の仲間）ブランドの海外販路拡大プロ
ジェクト

15 宮崎 7350001012531 株式会社くしまアオイファーム ジャパン・マーケット・プレースｉｎシンガポール
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資料２ 



No. 都道府県名 法人番号 補助申請者名 実施プロジェクト名

1 北海道 9430001048466 滝澤ベニヤ株式会社
ペーパーウッドを使ったオリジナル製品の開発と海外へ
販路拡大

2 北海道 5430005012190
一般社団法人北海道農業サポート協
会

別海町産生乳を原料とする乳製品の輸出に向けたブラ
ンド確立事業

3 岩手 6400005004719 二戸市商工会 「浄法寺漆」×「地酒」ニューヨーク販路拡大プロジェクト

4 宮城 - キリハラワークス＆デザイン 「３Dフレームで欧米市場に新カテゴリを作り出せ！」

5 東京 4011001067858 株式会社モア・トゥリーズ・デザイン TSUMIKIをはじめとする国産木製プロダクトを世界へ

6 宮城 3370505000406 気仙沼水産食品事業協同組合 「みちのく MICHINOKU」ブランド商品の海外販促

7 新潟 1110002030306 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）の輸出促
進

8 神奈川 9020001006606 株式会社ニットー  Yokohama Makers Village（横浜メーカーズヴィレッジ）

9 東京 1011501009197 株式会社ユニシス 「Japan Medical Aｌｌiance5」ブランド構築事業

10 東京 8010405015576
一般社団法人YOKAN Collection
JAPAN

和菓子「羊羹（ＹＯＫＡＮ）」の海外進出プロジェクト

11 山梨 2090001011936 株式会社大直
和紙の価値を様々な形で世界に発信し、継続的存続を
目指すプロジェクト

12 東京 2011401004925 株式会社二木
中小企業の小売り・菓子メーカー連携海外販路拡大プロ
ジェクト

13 神奈川 1021005010485 特定非営利活動法人南斜面協議会
「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

14 神奈川 5020001028926 株式会社丸加
cilkプロジェクト（関東広域圏の絹関連事業者連携による
新商品開発と海外販路開拓事業）

15 東京 9010901032660 株式会社Tree to Green
共KYOプロジェクト（関東の地域資源事業者とシンガポー
ルデザイナーのコラボ事業）

16 石川 4120001080100 サンコロナ小田株式会社
“ミストロン”と石川県固有技術のコラボレーションによる
繊維産地石川県のブランディング

17 大阪 7120001042270 株式会社加藤忠
日本の伝統文化であるランドセルをフランス・パリにおい
てブランディングし拡販を目指す。

18 大阪 3120901022367 株式会社ピーエーエス
座りから元気を作るPINTOを世界のブランドにするプロ
ジェクト

19 福井 9210001013186 福井めがね工業株式会社
鯖江めがねのハウスブランド米国展開のための製品開
発・米国販路開拓

20 奈良 5150001013659 株式会社吉川国工業所
プラスチック日用品雑貨ブランド『Like-it』の世界販路拡
大プロジェクト

21 兵庫 9140001036112 株式会社エスコート
自動車補修用塗料とそれに付随する商品の輸出および
製造販売

22 岡山 4260002020231 有限会社ニイヨンイチ ジーンズの聖地・児島から新ブランド ”e”の世界展開

23 宮崎 5350005002794 協同組合延岡生花地方卸売市場
地方から地方へ、九州の生花を産地直送し市場シェアを
獲得する事業

24 鹿児島 6340005004799 奄美大島商工会議所 本場奄美大島紬のブランド確立プロジェクト

25 鹿児島 9340001000898 鹿児島製茶（株）
～天孫降臨の地から発露した～霧島茶ブランド・海外プ
ロジェクト
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【ブランド確立支援事業２年目】
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No. 都道府県名 法人番号 補助申請者名 実施プロジェクト名

1 岩手 5400001003543 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

2 岩手 3400001008263 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」

3 秋田 5410001007270 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 長野 3100005001303 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

5 東京 5010601011002 精巧株式会社 IKIJIブランド・プロジェクト（海外展開事業）

6 東京 5010001125187 コヴァ・ジャパン株式会社
西目屋村白神山地を中心とする「食べる世界遺産」リア
ルジャパン創出発信プロジェクト

7 神奈川 2021001007518 株式会社由紀精密
2017年版CmonoCプロジェクト
※「CmonoC」：茅ヶ崎ものづくりクラスター

8 石川 4220001015673 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
路開拓と展開

9 京都 1130001017913 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

10 兵庫 8140005002581 神戸市漁業協同組合 「食都神戸」海外展開モデルの構築

11 岡山 4260005009701 岡山伝統産業振興協同組合
日本酒＆備前焼「Quality Okayama」販路開拓プロジェク
ト
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