
提案法人
（地域金融機関連携案件 金融機関名）

法人番号
本店

所在地
対象分野 案件名 対象国

1 IMV株式会社 3120001059756 大阪府 防災・災害対策
地震計を活用した水門での自動閉門及び上水道での緊急遮断に
よる地域防災ニーズ案件調査

インドネシア

2
おべ工業株式会社
（株式会社愛媛銀行）

7500001009719 愛媛県
インフラ整備・運
輸交通

インドネシア国クレーンメンテナンス技術の活用に係るニーズ
確認調査。

インドネシア

3
環テックス株式会社
ハイケム株式会社

7030001027909
3010001026453

東京都 環境
対象国の原料を使った生分解性、高機能性バイオプラスチック
の製造・販売に関するニーズ確認調査

マレーシア

4 株式会社ミラクール 1010001093256 東京都 エネルギー
フィリピン国における遮熱塗料ミラクールの現地展開にかかる
ニーズ確認調査

フィリピン

5 株式会社アドバンテック 9500001008867 東京都 エネルギー
フィリピンにおける太陽光発電と蓄電池による再エネ供給と防
災効果のニーズ確認調査

フィリピン

6
東和工業株式会社
（株式会社伊予銀行）

9500001010121 愛媛県 産業振興
フィリピンの鉄鋼端材を原料とするフランジ工場設立による資
源の利活用に関するニーズ確認調査

フィリピン

7 ニューラルポケット株式会社 5010001189158 東京都
インフラ整備・運
輸交通

東南アジアにおけるAIエッジカメラを活用したスマートシティ
導入の案件化調査

タイ

8 満榮工業株式会社 7260001007524 岡山県 産業振興
カンボジア国活性炭・活性炭製造技術導入に関するニーズ確認
調査

カンボジア

9 日産スチール工業株式会社 3130001036853 京都府 農業
ラオス国品質保持技術を活用した農産物サプライチェーンの高
付加価値化に係るニーズ確認調査

ラオス

10 長野ポンプ株式会社 2220001004793 石川県 防災・災害対策
次世代型消防ポンプ自動車（1,500L水槽付）を用いた消防・防
災能力強化プロジェクト

ベトナム

11
株式会社イーシーセンター
（株式会社静岡銀行）

2080101011184 静岡県 廃棄物管理 ベトナム国における再生土木資材製造事業 ベトナム

12
株式会社研電社
（株式会社山陰合同銀行）

4280001003144 島根県 水の浄化・水処理
ベトナム国高効率・環境配慮型下水汚泥濃縮・脱水装置導入
ニーズ確認調査

ベトナム

13 株式会社ピリカ 3013201018658 東京都 廃棄物管理
ベトナムにおけるDX技術を用いたプラスチック汚染を含む散乱
ごみ調査及びEPR対策支援調査事業

ベトナム

14 株式会社アイエスゲート 8010601030874 東京都 保健医療
ベトナム国向け「e－検査ナビ シリーズ」適用に関するニーズ
確認調査

ベトナム

15 日本三晶製薬株式会社 2180001055362 愛知県 保健医療
モンゴルの廃棄物（松種子の殻）を使用した抗感染症サプリの
ニーズ確認と原料確保のための調査

モンゴル

16 株式会社エアロネクスト 8010401130957 東京都
インフラ整備・運
輸交通

モンゴルでのドローンを活用した新スマート物流「SkyHub」に
よる医療品配送網構築のご提案

モンゴル

17 ティビーアール株式会社 2180301010067 愛知県 水の浄化・水処理 インド国高効率水環境改善システム導入ニーズ確認調査 インド

18
株式会社北研
（株式会社足利銀行）

2060001017309 栃木県 農業
ネパール国高温耐性シイタケと生産者ネットワークによるキノ
コ産業育成のためのニーズ確認調査

ネパール

19 株式会社エイト 1120001016965 大阪府 産業振興
整備工具の供給と整備に係る教育体制確立による既存アセット
有効活用のためのニーズ確認調査

キルギス

20 学校法人NIPPON ACADEMY 7070005000783 群馬県 教育
ウズベキスタンに於ける学校11年生(留学資格者）を対象とす
る日本語教育サンプリング調査事業

ウズベキスタン
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21 丸啓鰹節株式会社 4080401015172 静岡県 産業振興 鰹節製造に関するパプアニューギニアのニーズ確認調査案件 パプアニューギニア

22
ケイナンクリーン株式会社
（岐阜信用金庫）

4200001023950 岐阜県 エネルギー モルディブ共和国でのReESEL燃料製造にかかる基礎調査 モルディブ

23 SORA Technology株式会社 8020001136593 愛知県 保健医療
ドローンとＡＩを活用した、超効率型ボウフラ繁殖水域監視イ
ンフラ構築のためのニーズ確認調査

セネガル

※案件名は企画書提出時のものです
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1 酒井重工業株式会社 1010401011081 東京都
インフラ整備・運
輸交通

工法の基準化を実現し、日本の優れた道路維持・補修技術、ス
タビライザー販売シェア拡大を目指す

インドネシア

2
太洋商事株式会社
（株式会社十六銀行）

4180001054783 愛知県 環境
オゾン層保護と気候変動対策に資するフロンガス回収ネット
ワークシステム構築ビジネス化実証事業

インドネシア

3 株式会社ツルオカ 7050001032584 茨城県 廃棄物管理
ＲＥＣＹＩＮＴパイロットモデル起点の戦略的マルチステーク
ホルダー・プロセスによる事業化実証

フィリピン

4 株式会社田中 8010001173274 大阪府
インフラ整備・運
輸交通

ジオシンセティックス技術の普及によるビジネス化実証事業 カンボジア

5 IOS株式会社 2011101077156 東京都 その他
カンボジア国 地雷除去作業を安全・迅速化する地雷除去ロ
ボットDMRの配備に係るビジネス化実証事業

カンボジア

6 株式会社エコロギー 7011101082481 東京都 農業
カンボジア国でのコオロギを活用した新産業構築にかかるFood 
Value Chain構築のビジネス化事業

カンボジア

7 株式会社アグリツリー 4290001082311 福岡県 エネルギー
ソーラーシェアリング導入による農水産業の脱炭素実現に向け
たビジネス化実証事業

ベトナム

8 アサヒグループ食品株式会社 2010601048204 東京都 保健医療 ベトナム国におけるThe First 1,000 daysの母子保健改善事業 ベトナム

9
株式会社IHIインフラシステム
株式会社IHI

5120101023932
4010601031604

大阪府
東京都

インフラ整備・運
輸交通

デジタル技術を活用した新興国における橋梁維持管理ビジネス
実証事業

ベトナム

10 株式会社ウェザーニューズ 6010401003504 千葉県 防災・災害対策
ベトナム拠点における異常気象リスクへの関心度およびその対
応策について

ベトナム

11 株式会社ジャパン・デリカ 7140001069106 兵庫県 農業
バングラデシュ人民共和国貧困削減に資する、環境に配慮した
蟹の人工孵化事業ビジネス化実証事業

バングラデシュ

12 ちば醤油株式会社 3040001063980 千葉県 農業
インド国日本伝統の麹（こうじ）を活用した大豆加工産業育成
にかかる実証事業

インド

13 株式会社ニッカリ 1260001005178 岡山県 農業 ネパール向けモノラック導入調査 ネパール

14 株式会社愛亀 3500001001324 愛媛県
インフラ整備・運
輸交通

省力型全天候舗装補修材エクセルのビジネス化実証事業 キルギス

15 学校図書株式会社 9011501016310 東京都 教育
パプアニューギニア国初等教育向け算数ワークブック販売に係
るビジネス化実証事業

パプアニューギニア

16 株式会社Singular Perturbations 9010001185517 東京都 その他
犯罪予測に基づく警備パトロール支援 ICT ソリューション
CRIME NABI

ブラジル

17
三井物産株式会社
株式会社技研製作所

1010001008767
5490001000359

東京都
高知県

防災・災害対策
ブラジルのインフラ事業における技研製作所圧入工法のビジネ
ス化実証案件

ブラジル

18 中央開発株式会社 5011101012993 東京都 防災・災害対策
ブラジル国 土砂災害等早期警報システムにかかるビジネス化
実証事業

ブラジル

19 大石建設株式会社 7310001007774 長崎県 農業
チリにおける持続可能な水産業の振興及び養殖に資する循環型
ビジネス化実証事業

チリ

20 大塚ホールディングス株式会社 4010001118786 東京都 保健医療 学童向けエチオピア栄養食品の普及・実証・ビジネス化事業 エチオピア

(2022年9月15日公示）採択案件一覧
2022年度中小企業・SDGsビジネス支援事業～ビジネス化実証事業～
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21
KiliMOL株式会社
株式会社唐沢農機サービス

7010401160435
9100001011399

東京都
長野県

農業
ケニア国における田植機利用のための育苗技術開発と田植機を
活用したビジネス化実証事業

ケニア

22
会宝産業株式会社
（株式会社北國銀行）

8220001001728 石川県 廃棄物管理 ケニアにおける自動車リサイクル事業のテストマーケティング ケニア

23 株式会社CourieMate 4021001066215 静岡県
インフラ整備・運
輸交通

アフリカにおけるラストマイルデリバリーサービス事業の可能
性検証について

ウガンダ

24 フマキラー株式会社 4010001008797 東京都 保健医療 タンザニア国マラリア対策防蚊剤にかかるビジネス化実証事業 タンザニア

※案件名は企画書提出時のものです
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