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代表企業名 法人番号 本社所在地 分野 案件名 対象国

1 有限会社木之内農園 法人番号4330002023292 熊本県 農業
高付加価値いちごの無病苗開発を通じた産地6次化案件化調
査

インドネシア

2 株式会社菅原工業 法人番号3370501000285 宮城県 その他
アスファルト廃棄物を活用した循環型舗装技術の導入に関す
る案件化調査

インドネシア

3 イーサポートリンク株式会社 法人番号2013301018864 東京都 農業
ジャカルタ特別州消費者向け高付加価値農産物の供給改善を
通じた零細農家所得向上のための案件化調査

インドネシア

4 協和建設工業株式会社 法人番号2250001008008 山口県 農業
農業生産性向上のためのシートパイプシステム導入に関する
案件化調査
【5000万円上限案件】

インドネシア

5 株式会社イルカカレッジ 法人番号9270001004469 鳥取県 防災・災害対策
インドネシア国の森林・泥炭火災に対するゲルパック消火剤
を用いた消火システムのODA案件化調査

インドネシア

6 株式会社アースクリエイティブ 法人番号9250001002986 山口県 水の浄化・水処理
インドネシア国バリ州における浄化槽の包括的な維持管理体
制の構築による水環境改善案件化調査

インドネシア

7 株式会社エコ・２４ 法人番号8010401052012 東京都 環境・エネルギー
アスベストによる健康被害防止のための無害化剤・無害化工
法の導入に向けた案件化調査

マレーシア

8 Dari K株式会社 法人番号2130001046845 京都府 その他
ミンダナオ・バンサモロ地域におけるカカオの生産性向上な
らびに高付加価値化に関する案件化調査

フィリピン

9 株式会社近計システム 法人番号3120001019990 大阪府 環境・エネルギー
タイ国送電線の故障点標定装置ならびに故障原因推定技術の
導入による復旧迅速化に向けた案件化調査

タイ

10 株式会社ナガオカ 法人番号5120101043534 大阪府 水の浄化・水処理
地方部における超高速無薬注水処理装置『ケミレス』の浄水
技術を用いた安全で安心な給水事業の案件化調査

タイ

11 シバタ工業株式会社 法人番号2140001034972 兵庫県 農業 灌漑用水用ため池事業推進計画に関する案件化調査 カンボジア

12 サラヤ株式会社 法人番号5120001009783 大阪府 その他 衛生的かつ高付加価値農水産加工事業開発に係る案件化調査 カンボジア

13 紫紘　株式会社 法人番号3130001004868 京都府 農業
省力養蚕技術による農村に新たな収入機会を作出する案件化
調査

ラオス

14 株式会社グリーンウインド 法人番号6360001016441 沖縄県 農業
底面給水式植物工場による自然有機野菜の生産とフードバ
リューチェーン構築に係る案件化調査

ベトナム

15 有限会社アジャスト 法人番号1340002000970 鹿児島県 保健医療
技工士・歯科医師・患者が三位一体となった患者満足度の高
い歯科医療産業を育成するための調査

ミャンマー

16 ゼネラルヒートポンプ工業株式会社 法人番号9180001023767 愛知県 環境・エネルギー
再生可能エネルギー地中熱ヒートポンプによる環境配慮型暖
房システムの案件化調査

モンゴル

17 イチバンライフ株式会社 法人番号1020001048589 神奈川県 農業
高付加価値なモリンガ生産・加工方法の構築を通じた農家の
生計向上に関する案件化調査

バングラデシュ

18 日本グリーンパックス株式会社 法人番号1130001030354 京都府 廃棄物処理
グジャラート州におけるプラスチック廃棄物再資源化に関す
る案件化調査

インド

19 株式会社岐阜多田精機 法人番号5200001001402 岐阜県
職業訓練・産業育
成

モジュール金型エンジニア育成案件化調査 インド

20 兼工業株式会社 法人番号6180001025106 愛知県 水の浄化・水処理
適正な配水の実現と無収水削減に資するPSVシステム構築の
ための案件化調査
【5000万円上限案件】

スリランカ

21 株式会社佼和テクノス 法人番号4040001053915 千葉県 廃棄物処理
マレ島及び島嶼地域における次世代型熱分解炉を活用した廃
棄物処理システム案件化調査

モルディブ

22 サンゴ北海道株式会社 法人番号1430001033847 北海道 防災・災害対策 道路防災案件化調査 キルギス

23 エイコーエコスパ株式会社 法人番号1020001088981 神奈川県 廃棄物処理 「廃潤滑油のディーゼル発電燃料化」案件調査 マーシャル

24 ワイズグローバルビジョン株式会社 法人番号6360001016227 沖縄県 水の浄化・水処理
海水淡水化装置を用いた住民向け飲料水の販売事業モデル構
築のためのODA案件化調査

パプアニューギ
ニア

25 北陸テクノ株式会社 法人番号1230001012846 富山県 廃棄物処理
メキシコ国ケレタロ州における廃棄物燃料を活用した再生ア
ルミ製造技術に係る案件化調査

メキシコ

26 海洋建設株式会社 法人番号9260001012869 岡山県 農業
シェルナースを用いた持続可能な漁業に係る案件化調査
【5000万円上限案件】

メキシコ

27 株式会社メトラン 法人番号5030001079514 埼玉県 保健医療
新生児人工呼吸改善に係る案件化調査
【5000万円上限案件】

メキシコ

28 カネパッケージ株式会社 法人番号4030001026839 埼玉県
職業訓練・産業育
成

メキシコ合衆国における自動車部品等向け梱包材事業展開に
よる産業基盤強化に向けた案件化調査

メキシコ

29 株式会社アステム 法人番号7120001060149 大阪府 防災・災害対策
視聴覚障害者の放送アクセスを保障するアイドラゴンを活用
した災害復興に関する案件化調査

エクアドル

30 東北クリーン開発株式会社 法人番号5390001001409 山形県 廃棄物処理
ブラジル国パラナ州における有機性汚泥の乾燥処理技術に係
る案件化調査

ブラジル

31 川崎花卉園芸株式会社 法人番号1020001067639 神奈川県 農業
花卉産業のサプライチェーン高度化育成についての案件化調
査
【5000万円上限案件】

エチオピア

32 株式会社教育情報サービス 法人番号9350001010442 宮崎県 教育
教員不足に起因する教育の質の低下を解決するeラーニング
システム導入の案件化調査

ケニア

33 明和工業株式会社 法人番号6220001007041 石川県 廃棄物処理
バイオマス炭化装置を用いた有機廃棄物処理技術展開に関す
る案件化調査
【5000万円上限案件】

ケニア

34 甲斐水晶工芸株式会社 法人番号7090001007707 山梨県
職業訓練・産業育
成

山梨県の伝統工芸である半貴石加工技術の移転による小規模
事業者の収益向上案件化調査

ザンビア

35 テラル株式会社 法人番号1240001031399 広島県 水の浄化・水処理
直流駆動ポンプを活用したソーラーポンプシステムによる小
規模地方給水施設整備事業案件化調査

セネガル

36 エコステージエンジニアリング株式会社 法人番号9290001020729 福岡県 廃棄物処理
油温減圧式乾燥機の導入によるオリーブ搾油粕の資源化のた
めの案件化調査

モロッコ
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