
提案法人 法人番号
本店
所在地

対象分野 案件名 対象国

1 兼松エンジニアリング株式会社 5490001000318 高知県 水の浄化・水処理
インドネシア国における強力吸引作業車等を活用した安全かつ
効率的な下水道維持管理に向けた案件化調査

インドネシア

2
株式会社レクサー・リサーチ
扶桑工機株式会社

1270001000847
7190001012531

鳥取県
三重県

職業訓練・産業育成
Making Indonesia 4.0を推進するデジタル・エンジニアリング
の案件化調査
【途上国発イノベーション枠】

インドネシア

3 株式会社メタジェン 7390001014012 山形県 保健医療
腸内細菌叢に基づく早期大腸がん検出技術を用いた大腸がん診
断の案件化調査
【途上国発イノベーション枠】

マレーシア

4
株式会社アクティー
株式会社廣和コーポレーション
西邦エンジニアリング株式会社

5430001015354
4430001005934
4240001034878

北海道
広島県

廃棄物処理
サバ州コタキナバル市廃タイヤ処理と廃タイヤチップ助燃剤に
よる廃棄物処理案件化調査

マレーシア

5 スガノ農機株式会社 7450001006424 北海道 農業
タイ東北部における「土づくり」を通じたサトウキビ、キャッ
サバの単収増加の為の案件化調査

タイ

6 株式会社関東農産 7060001011604 栃木県 農業
品質と生産性を向上させる園芸用有機培土の現地製造に係る案
件化調査

タイ

7 株式会社九建総合開発 3330001010458 熊本県 その他
地域経済・生活に直結する地方道路維持管理に有用な補修工法
に関する案件化調査

タイ

8 株式会社田中 8010001173274 大阪府 その他
既設道路の陥没の原因となる降雨浸透水を排除する機能性を有
した排水シート敷設の案件化調査

カンボジア

9
株式会社リードネット
有限会社古建工業

3430001046228
2460002003804

北海道 水の浄化・水処理
カンボジアにおける集落排水処理への人工湿地技術の活用によ
る環境改善事業の案件化調査

カンボジア

10
IOS株式会社
日本ロストワックス株式会社

2011101077156
7040001085113

東京都
千葉県

その他
地雷除去作業員の安全を守り、作業を効率化する地雷除去ロ
ボットＤＭＲの配備に係る案件化調査
【途上国発イノベーション枠】

カンボジア

11 ロンタイ株式会社 3120001156982 大阪府 防災・災害対策
道路のり面の表層崩壊を抑制するのり面保護工技術の案件化調
査

ベトナム

12 株式会社ベルテクノ 9180001066048 愛知県 環境・エネルギー
ベトナム南部経済圏における環境配慮型プレハブ方式ステンレ
ス配水池導入に関する案件化調査

ベトナム

13 オグラ金属株式会社 8060001018425 栃木県 農業 ダラット高原花卉栽培技術高度化にかかる案件化調査 ベトナム

14 株式会社インテリム 2120001111848 東京都 保健医療
ベトナムにおける医師のがん治療水準向上及び新規抗がん剤臨
床試験導入に関する案件化調査

ベトナム

15 株式会社西部開発農産 6400001008517 岩手県 農業 クアンチ省砂丘メロンの流通事業化に係る案件化調査 ベトナム

16
奥山ボーリング株式会社
株式会社オサシ・テクノス

9410001008802
8490001000298

秋田県
高知県

防災・災害対策 「斜面災害予防ソリュ－ション」に関する案件化調査 ベトナム

17 株式会社日吉 1600010101945 滋賀県 環境・エネルギー
簡易分析法によるダイオキシン類の環境モニタリング促進に向
けた案件化調査

ベトナム

18 矢田工業株式会社 6380001006829 福島県 その他 低コスト型短橋梁建設技術に関する案件化調査 ベトナム

19 株式会社大栄製作所 2180301006032 愛知県 農業
高濃度気体溶解装置を用いた底質/水質改善に伴う水産養殖業改
善事業の案件化調査

ベトナム

20 株式会社三技協 7020001008686 神奈川県 防災・災害対策 気象情報を用いた鉄道運行安全性向上に係る案件化調査 ミャンマー
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21 株式会社リョーシン 9230001005405 富山県 廃棄物処理 都市ゴミ適正処理のための分別施設導入案件化調査 ミャンマー

22 シャープ化学工業株式会社 2120101003334 大阪府 環境・エネルギー
モンゴル住宅の気密・断熱性向上のための建築用シーリング材
販売と現地生産の可能性調査

モンゴル

23 株式会社桂精機製作所 7020001025830 神奈川県 農業
営農促進機器を活用した持続可能な農業生産性向上のための案
件調査

モンゴル

24 株式会社リン・ドス 7010001008423 東京都 農業
養蚕・園芸作物分野等での温室ハウス施工における、日本型パ
イプ曲げ加工技術の案件化調査

ウズベキスタン

25 東京製綱株式会社 7010001034997 東京都 防災・災害対策 道路の斜面災害を防止する施設の案件化調査 タジキスタン

26 Ｊトップ株式会社 6120101028831 大阪府 水の浄化・水処理
染色排水の処理・再利用に向けた自動再生式活性炭処理技術案
件化調査

バングラデシュ

27
京浜蓄電池工業株式会社
株式会社エイケン

4020001017228
2010901001589

神奈川県
東京都

環境・エネルギー
無焼成レンガ製造可能な無機質強化材及び手動式レンガ製造機
普及に係る中小企業案件化調査

バングラデシュ

28 株式会社アドバンテック 9500001008867 東京都 環境・エネルギー
省エネ・再エネパッケージによるビルのエネルギー使用高度化
促進事業案件化調査
【途上国発イノベーション枠】

インド

29 安全自動車株式会社 9010401001331 東京都 環境・エネルギー 自動車検査・整備体制の強化に向けた案件化調査 インド

30 日本ケーブル株式会社 3010001033111 東京都 その他 機械式立体駐車装置の導入と維持管理継続性の案件化調査 ネパール

31 有限会社さいとう工房 2010602027297 東京都 福祉
手動車椅子の普及と整備人材育成を通じた障害者社会参加促進
にかかる案件化調査

パキスタン

32 株式会社ジャパンヘナ 6013202014174 東京都 農業
高付加価値なヘナの栽培・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事業

スリランカ

33 株式会社栄組 5400001006645 岩手県 その他
圧力調整注入工法を活用したコンクリート構造物の補修及び長
寿命化にかかる案件化調査

ブラジル

34 株式会社九州メディカル 5290801000966 福岡県 保健医療
安全で環境に優しい微生物製剤による化学薬剤耐性ボウフラ対
策と蚊媒介感染症予防の案件化調査

パラグアイ

35 有限会社タナベ 7460102001942 北海道 廃棄物処理
可燃廃棄物の代替燃料化を通した廃棄物削減・適正処理の案件
化調査
【アフリカ課題掲示型】

エチオピア

36 株式会社ヒロタ 7080001013243 静岡県 環境・エネルギー
木材加工の効率化および高付加価値化による森林資源の有効活
用のための案件化調査

ケニア

37 株式会社りんねしゃ 9180001096697 愛知県 農業
100%天然素材の蚊取線香の製造バリューチェーン構築による除
虫菊産業再興事業にかかる案件化調査
【アフリカ課題掲示型】

ケニア

38 会宝産業株式会社 8220001001728 石川県 廃棄物処理
ケニア共和国・環境配慮型自動車リサイクルシステムの案件化
調査
【アフリカ課題掲示型】

ケニア

39 株式会社新興出版社啓林館 7120001023849 大阪府 教育
日本式算数に基づいたeラー二ング教材活用による算数学力向上
に関する案件化調査
【アフリカ課題掲示型】

南アフリカ共和国

40 株式会社日さく 6030001009800 埼玉県 水の浄化・水処理
高耐久性ハンドポンプおよび料金徴収システムを活用した持続
的な村落給水のための案件化調査
【アフリカ課題掲示型】

ウガンダ
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41 フマキラー株式会社 4010001008797 東京都 保健医療
マラリア対策防蚊剤ビジネス案件化調査
【アフリカ課題掲示型】

タンザニア

42 中外油化学工業株式会社 5011801009802 東京都 その他
道路・橋梁維持管理効率化に向けた高品質・高機能道路補修材
の導入にかかる案件化調査
【アフリカ課題掲示型】

セネガル

43 株式会社ビッグウェーブカワサキ 1320002005617 大分県 廃棄物処理
環境保全並びに資源循環型社会に向けた自動車リサイクルシス
テムの構築
【アフリカ課題掲示型】

カメルーン

44 株式会社浜田 3120901011774 大阪府 廃棄物処理
リユース・リサイクル技術導入による廃バッテリーの循環産業
構築のための案件化調査
【アフリカ課題掲示型】

コートジボワール

45 キャスタリア株式会社 3010401082476 長野県 教育
ITを活用した先端的な日本式初等教育に関する案件化調査
【アフリカ課題掲示型】

エジプト

46
株式会社メタルプロダクツ
株式会社石井製作所

9390001009027
7390001006075

山形県 農業
モルドバ共和国における部分耕・不耕起播種機開発のための案
件化調査

モルドバ共和国

※案件名は企画書提出時のものです


	案件化(中小)

