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1 チカミミルテック株式会社 3490001001466 高知県 環境・エネルギー
インドネシア国軟弱地盤改良エコジオド
レーンSPD工法の活用に係る案件化調査

インドネシア

2 日東製網株式会社 3010401022044 東京都 農業
日本式定置網の導入による持続的沿岸漁業
に向けた案件化調査

インドネシア

3 有限会社佐野機工 3060002004370 栃木県 その他
警備資機材導入による犯罪減少への貢献に
かかる案件化調査

マレーシア

4 株式会社西原鉄工所 2490001005443 高知県 防災・災害対策
タイ国　水害脆弱地域における環境保全型
護岸ブロック事業の案件化調査

タイ

5 環境テクノス株式会社 3290801000778 福岡県 環境・エネルギー タイ国土壌・地下水汚染対策事業 タイ

6 二光商運株式会社 4010401021383 東京都 その他
シハヌークビル港及びSEZの課題解決に向け
たコンテナバージによる物流機能強化案件
化調査

カンボジア

7 吉村農園インターナショナル株式会社 6480001010028 徳島県 農業
ウィルスフリー技術導入による農産物の品
質と生産性向上にかかる案件化調査

カンボジア

8 株式会社シティック 6430001055267 北海道 水の浄化・水処理
バイオマス資源を再利用した浄化槽機能促
進剤の製造・販売に関する案件化調査

ベトナム

9
多田青果株式会社
株式会社ネツダン
株式会社ウォーテック

8050001014747
2011701003734
6010601039307

茨城県
東京都

農業
新品種レタスの普及と鮮度保持輸送に関す
る案件化調査

ベトナム

10 有限会社かごしま有機生産組合 4340002003021 鹿児島県 農業
クラク省における地球畑方式を用いた1000
年続く農業・農村開発のための案件化調査

ベトナム

11 東洋興商株式会社 4010001051979 東京都 環境・エネルギー
光触媒脱臭装置の導入を通じた臭気対策の
促進に係る案件化調査

ベトナム

12 株式会社シーエンジ 3180301011064 愛知県 保健医療

医療用の高機能マットレス及び褥瘡（床ず
れ）予防ノウハウを活用した褥瘡予防にか
かる案件化調査
【途上国発イノベーション】

ベトナム

13 株式会社安藤通商 8330001000173 熊本県 農業
乳酸菌活用による抗生物質使用低減を通じ
た農畜産業のバリューチェーン改質に向け
た案件化調査

ベトナム

14 東海電子株式会社 5080101009110 静岡県 その他
飲酒運転防止をメインとした事故防止支援
（機器運用＆教育支援）

ベトナム

15 オリオン機械株式会社 4100001005488 長野県 農業
牛乳・乳製品の品質向上による酪農セク
ター振興のための案件化調査

ミャンマー

16 株式会社豊橋設計 6180301008017 愛知県 職業訓練・産業育成
実践的な3D CAD教育による産業界のニーズ
に対応した機械設計エンジニア育成案件化
調査

ミャンマー

17 コージンバイオ株式会社 5030001068764 埼玉県 保健医療
簡易検査キットによる薬剤耐性菌監視シス
テム構築と拡散防止に係る案件化調査
【途上国発イノベーション】

ミャンマー

18 共栄電機工業株式会社 4490001006200 高知県 水の浄化・水処理
塩素滅菌装置TECHRYSを活用した「医療施設
への安全な水の提供」に係る案件化調査

ミャンマー

19 山口産業株式会社 7010601016404 東京都 職業訓練・産業育成
モンゴル国ラセッテーなめし技法を活用し
たレザーのブランド化事業の案件化調査
【途上国発イノベーション】

モンゴル

20 東亜グラウト工業株式会社 4011101042678 東京都 水の浄化・水処理
光硬化工法による非開削下水道管路更生と
下水熱有効利用を同時に実現する事業のた
めの案件化調査

モンゴル
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21 日本クリーンシステム株式会社 1120001022179 大阪府 廃棄物処理
ダッカ市における効率的・衛生的な廃棄物
圧縮貯留システムの案件化調査
【5,000万円上限枠】

バングラデシュ

22 キャスレーコンサルティング株式会社 1010401103820 東京都 農業
農家の生計向上のためのアグリテック・サ
プライチェーン革命に関する案件化調査
【途上国発イノベーション】

インド

23 辻製油株式会社 5190001010735 三重県 農業
ネパール国の食用油による健康被害の改善
に係る品質改良技術の導入に向けた案件化
調査

ネパール

24
協栄工業株式会社
富国工業株式会社

3030001020173
2011801004236

埼玉県
東京都

水の浄化・水処理
メキシコ市及び周辺州における汚泥の適正
処理に関わる案件化調査

メキシコ

25 中央開発株式会社 5011101012993 東京都 防災・災害対策
人命と経済を守るための土砂災害等早期警
報システムにかかる案件化調査

ブラジル

26 株式会社エコ・プランニング 9190001001276 三重県 廃棄物処理
リマ市及びその周辺における廃プラスチッ
ク適正処理技術に関する案件化調査

ペルー

27 株式会社アジクル 8010601050105 東京都 その他

現地BOP層の生活保障に資するマイクロ・タ
カフル事業に関する案件化調査
【アフリカ課題提示型】
【途上国発イノベーション】

エジプト

28
株式会社アントレックス
株式会社日本ソフケン

2011101030899
3011101033686

東京都 農業
「フルボ酸による農地改善とオリーブの生
産性向上案件化調査」
【アフリカ課題提示型】

チュニジア

29 株式会社アタゴ 5011401000319 東京都 農業

糖度計を用いた高付加価値の果実および野
菜フードバリューチェーン促進事業案件化
調査
【アフリカ課題提示型】

ケニア

30 メビオール株式会社 6021001038212 神奈川県 農業

高品質・高栄養価な農作物の安定栽培を可
能とするアイメックシステムの導入に向け
た案件化調査
【アフリカ課題提示型】
【5,000万円上限枠】

ケニア

31 株式会社エクセルシア 8010901015823 東京都 保健医療
高性能排泄物処理剤による院内感染症対策
事業に関する案件化調査
【アフリカ課題提示型】

ウガンダ

32 株式会社川口スチール工業 7300001006430 佐賀県 教育
学校ソーラー充電システム導入による教育
環境改善案件化調査
【アフリカ課題提示型】

ブルキナファソ

33 A-Tech株式会社 5010001180777 東京都 廃棄物処理
破砕分別機導入による資源循環型廃棄物処
理システム構築のための案件化調査

コスタリカ

※案件名は企画書提出時のものです


