
【海外需要獲得型起業・創業　２４８件】 平成25年8月12日

採択番号 地域事務局 申請者 事業テーマ 認定支援機関

海外２-２-１ 北海道 三谷　貴英 空知ワインを一同に介したワインステーション 空知信用金庫本店

海外２-２-２ 北海道 菊池　貞雄
アジア各国における小口コミュニティレベルの再生可能エネルギー
等による農村振興

北洋銀行帯広中央支店

海外２-２-３ 北海道 阿部　岳
十勝の特産物を全国・世界に紹介するためのパッケージデザイン
統一強化プロジェクト

帯広信用金庫おびしんふれ
あい相談室

海外２-２-４ 北海道 山本　英明
シンガポールを中心とした東南アジアへの北海道十勝産品販路開
拓および低価格小口物流システムの開発

帯広信用金庫おびしんふれ
あい相談室

海外２-２-５ 北海道 森影　依 ミュージアムを拠点とした海外向け「文化観光」関連サービス事業 北洋銀行札幌駅南口支店

海外２-２-６ 北海道 青山　鵬飛
エゾシカ肉を活用した漢方燻製食品の製造及び香港等への輸出
事業

株式会社MBコンサル

海外２-２-７ 北海道 ライト　美恵子 曲面をもった導波路に基づいた均一な光強度のLED照明の開発 北洋銀行澄川中央支店

海外２-２-８ 北海道 幟立　真理
北海道産原料のベビースキンケア商品とサニタリー商品の輸出事
業

北海道銀行南一条支店

海外２-２-９ 北海道 板橋　正喜
ASEAN諸国を中心とした途上国への日本の医療システム・医療技
術の輸出事業

北海道銀行南一条支店

海外２-２-１０ 北海道 平林　和博 食と観光の連動によるアジア圏と北海道の2WAYビジネス展開 北洋銀行本店営業部

海外２-２-１１ 北海道 峰江　卓也 台湾進出外食産業に対するユニフォーム企画・デザイン事業
井上税務会計事務所　井上　
奈穂子

海外２-２-１２ 北海道 新妻　正臣 シルク製品や中古携帯電話などベトナム生活用品の輸出入事業 北洋銀行本店営業部

海外２-２-１３ 北海道 西口　怜 北海道産食材のアジア（タイ）向け輸出事業の展開 明治通り税理士法人

海外２-２-１４ 北海道 青木　康明 道産品の海外輸出事業展開と「ＡＳＥＡＮ」向け販売網の構築 北洋銀行本店営業部

海外２-２-１５ 北海道 石川　雅夫 農水産物輸出の実施
税理士大久保昌宣事務所
大久保　昌宣

海外２-２-１６ 北海道 牧野　健太郎 A/B比較テストマーケティング事業の展開 北洋銀行札幌西支店

海外２-２-１７ 北海道 村上　彩子 アジア、そして世界と北海道をつなぐ架け橋プロジェクト 北海道銀行琴似支店

海外２-２-１８ 北海道 梅村　智秀 台湾観光客の個人旅行推進および十勝の魅力発信事業 北陸銀行麻生支店

海外２-２-１９ 北海道 前原　裕之 「東南アジア向け新たな北海道産品」開発及び市場獲得 北洋銀行千歳中央支店

海外２-２-２０ 青森県 南　勘一
新建築工法『両面断熱コンクリート工法』の東南アジアへの海外展
開

青森銀行

海外２-２-２１ 岩手県 小田島　成良 東南アジア回教徒市場の販路開拓の事業 北上信用金庫東支店

海外２-２-２２ 宮城県 犬飼　忠彦
遺伝子検査用のＤＮＡストリップ(STH-PAS)のプリント製造販売事
業

七十七銀行大学病院前支店

海外２-２-２３ 宮城県 横山　康浩 日本食のブラジル展開 北都銀行仙台支店

海外２-２-２４ 宮城県 堀　光良 宮城県産高品質農産物を活用した本格的な六次産業の立ち上げ 北都銀行仙台支店

海外２-２-２５ 宮城県 遠山　賢 石巻・三陸地域の水産物と加工技術を基礎とした輸出展開事業 七十七銀行榴岡支店

海外２-２-２６ 宮城県 大井　真由美 ミャンマー人の留学生・研修生を獲得する事業の展開 七十七銀行中央市場支店
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採択番号 地域事務局 申請者 事業テーマ 認定支援機関

海外２-２-２７ 秋田県 佐藤　則久
世界で戦う日本の農産物！－ハラル認証と有機栽培農産物を武器とし
た経済成長するイスラム市場での海外販売イノベーション

秋田県信用組合比内支店

海外２-２-２８ 秋田県 佐藤　貢一郎 インバウンドツアー獲得のための宿泊施設アライアンス構築 北都銀行田沢湖支店

海外２-２-２９ 山形県 齋藤　隆夫
マレーシアにて山形郷土料理をはじめとした和食を提供する店舗
展開

佐藤登美子税理士事務所
佐藤　登美子

海外２-２-３０ 福島県 皆川　航希
ICタグアプリ対応アニメキャラクター名刺の製造事業実施と海外展
開

商工組合中央金庫福島支店

海外２-２-３１ 福島県 松澤　哲夫 犬の糞楽々回収装置の製造及び国内外への販売事業 福島銀行平支店

海外２-２-３２ 福島県 木藤　喜幸 石油・化学産業向け特殊プリンタの海外販売・保守事業の展開 福島県商工会連合会

海外２-２-３３ 茨城県 飯村　祐子 茨城県特産農産物の輸出及び海外マーケティング事業の展開 常陽銀行下妻市支店

海外２-２-３４ 茨城県 原　崇
シンガポールに行列の出来る人気和食店の展開現在アジアで最も活気
があり、政治、経済両面からアジアおハブとして活況を極めているシンガ
ポールに新たな日本食を展開します。

茨城県信用組合千束町支店

海外２-２-３５ 群馬県 武井　千秋
絹壁紙と絹素材商品群を海外富裕層向けにコーディネート販売す
る事業

群馬銀行伊勢崎南支店

海外２-２-３６ 群馬県 小泉　誠 韓国・マレーシア向け微細金属パイプ輸出事業の展開 群馬銀行邑楽町支店

海外２-２-３７ 群馬県 大﨑　茂樹
群馬県の「ものづくり」、「先端医療」、「観光」を主役とした中国との
経済交流の促進

群馬銀行前橋支店

海外２-２-３８ 群馬県 石塚　宗行 多機能電子聴診器（特許出願中）の開発及び製品展開 桐生信用金庫前橋支店

海外２-２-３９ 埼玉県 石塚　正夫 特許権を運用したグローバルな事業展開 巣鴨信用金庫朝霞台支店

海外２-２-４０ 埼玉県 川田　淳也
店舗・倉庫・工場床面のメンテナンスから解放されるコンクリート鏡
面加工技術の海外展開

河野直行税理士事務所
河野　直行

海外２-２-４１ 埼玉県 中川　隆夫 海外需要獲得を狙う低コストType C/C Compositeの開発・製造 東和銀行わらび支店

海外２-２-４２ 埼玉県 宮川　忠之 超解像ソフトを利用したPCB・LED用マスク検査装置の開発・販売 埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店

海外２-２-４３ 埼玉県 中村　桂一郎 ペット服及びその周辺商品の海外（特に中国）販売
高橋謙二税理士事務所
高橋　謙二

海外２-２-４４ 千葉県 前田　正嗣 インド市場及びイスラム市場を開拓する事業 京葉銀行市川支店

海外２-２-４５ 千葉県 白土　英成
地元中小企業の海外展開を専門家のネットワークにより、地元中
小企業に合った支援を展開する

千葉興業銀行市川支店

海外２-２-４６ 千葉県 宮武　達郎 木管楽器用マウスピース、アクセサリーの開発・製造・販売の実施 京葉銀行新浦安支店

海外２-２-４７ 千葉県 黒澤　伴次 ミャンマー連邦共和国オフィスサービスセンター事業
今野裕司税理士事務所
今野　裕司

海外２-２-４８ 千葉県 室　清文 世界市場に向けての分光計測用のレーザの開発と販売 千葉信用金庫本店

海外２-２-４９ 千葉県 角　祥太郎
歯科技工所経営・実施、アジア・中東へ設立歯科医院コンサルティ
ング展開

京葉銀行本店営業部

海外２-２-５０ 千葉県 宮浦　晋哉
国内繊維工場とファッションデザイナーのマッチング。それらの商
品化及び欧州での販売事業。

東京ベイ信用金庫馬橋支店

海外２-２-５１ 東京都 栗原　菜緒 ハイエンドなランジェリーを世界へ展開
田熊公認会計士・税理士事務所
田熊　宏國

海外２-２-５２ 東京都 劉　潤国
中国の社会的課題の解決につながる安全信頼度の高い日本製品
（天然水・空気清浄機・水機能改善装置）輸出販売の展開

岸田亜矢子税理士事務所
岸田　亜矢子

海外２-２-５３ 東京都 伊藤　リエ
トルコ共和国における日本製品営業支援（営業アウトソース）トルコを拠点とした
近隣諸国へのビジネスの展開　両国間の視察サポートやコンサルティング　及び　
食文化の文化交流

巣鴨信用金庫王子支店
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採択番号 地域事務局 申請者 事業テーマ 認定支援機関

海外２-２-５４ 東京都 大野　敬太 日本発ソーシャルブランド事業
上木戸一仁公認会計士・税理士事務所

上木戸　一仁

海外２-２-５５ 東京都 濱口　勇之助
国内のエンターテイメント産業を中心としたコンテンツ保有者と、それを使用した
い海外企業とをマッチングし、現地ニーズをくみ取り両者の利害調整を行う交渉
代行サービスと、そのコンテンツのライセンス管理事業

上木戸一仁公認会計士・税理士事務所

上木戸　一仁

海外２-２-５６ 東京都 王　玘 在日中国人による中国向け日本ブランドのWEBセレクトショップ 税理士法人あおい経営支援

海外２-２-５７ 東京都 山本　修義 デジタルサイネージを利用したキャラクター焼き海外展開 東京中央税理士法人

海外２-２-５８ 東京都 澤野　裕悟 米国在住の日本人市場を対象とした花の専門商社の設立 巣鴨信用金庫板橋本町支店

海外２-２-５９ 東京都 齋藤　正之
ベトナム中小企業向けレンタル工業団地の誘致促進とベトナム進
出中小企業の協業による製品開発と販路開拓支援

協同組合さいたま総合研究
所

海外２-２-６０ 東京都 中西　浩史 自動車洗車機の海外販売
高橋謙二税理士事務所
高橋　謙二

海外２-２-６１ 東京都 広畑　啓一
盆栽、枯山水、水琴窟などの日本古来の伝統文化を諸外国に発信し、そ
の最高峰のアートシーンを紹介し大幅な需要を喚起させる法人を設立し
ます。

芝信用金庫蓮沼支店

海外２-２-６２ 東京都 北村　由起子 女性専用のオリジナルアクセサリーの開発及び海外展開 東京都民銀行蒲田支店

海外２-２-６３ 東京都
Syed Azizur Rahman
(ソイヤッド　アジジュ
ル　ラハマン）

バングラデシュの発展に向け環境問題を解決する中古車輸出販
売事業

特定非営利活動法人としま
創業ネットワーク

海外２-２-６４ 東京都 永安　利恵 タンザニア進出支援業務の展開
株式会社目標管理トレーニン
グ

海外２-２-６５ 東京都 小早川　真樹 タイでの同人誌イベント、同人誌講座、同人誌販売の実施 城北信用金庫宮城支店

海外２-２-６６ 東京都 速水　亮子 発展途上国における「心身の健康」複合サービスの提供 西武信用金庫恵比寿支店

海外２-２-６７ 東京都 伊佐　隆幸
海外（主にインドネシア）における人材派遣業務、及びアウトソーシ
ング業の展開

商工組合中央金庫新宿支店

海外２-２-６８ 東京都 白戸　琢道 日本発「サムライスーツ」海外への展開等 西武信用金庫恵比寿支店

海外２-２-６９ 東京都 白石　哲也 海外の映画関係者向けに特化した通訳・翻訳業 西武信用金庫渋谷支店

海外２-２-７０ 東京都 町田　龍馬 北米市場向けにFacebookページ効果測定ツールを開発・販売 西武信用金庫渋谷営業部

海外２-２-７１ 東京都 浅野　毅 秋葉原や原宿に続け！！渋谷ギャルカルチャーの海外発信事業 西武信用金庫渋谷営業部

海外２-２-７２ 東京都 野村　太郎
カンボジア・プノンペンにおける日本の洗練デザイン商品の販売及
びブランド構築事業

さわやか信用金庫恵比寿駅
前支店

海外２-２-７３ 東京都 林　勝
中国の中小企業向け、スマートフォンアプリ「MyZone」 を活用した
リアルタイム・ローカル情報配信サービスの提供

中央綜合税理士法人

海外２-２-７４ 東京都 藤井　敬史
ピアノ演奏用のドレス・シューズ等の商品企画・製造・販売と、その
海外展開

加藤茂公認会計士事務所
加藤　茂

海外２-２-７５ 東京都 清水　礼子 着物・和雑貨等を、主に欧米市場の消費者に向けて販売する事業
さわやか信用金庫広尾白金
支店

海外２-２-７６ 東京都 上村　正敏 日本初ヘアケアブランドのグローバル販売に向けた展開 西武信用金庫渋谷営業部

海外２-２-７７ 東京都 瀧音　淳平
中国成都におけるスマートフォンのアプリ開発者向け専門教育機
関の設立／運営

興産信用金庫渋谷支店

海外２-２-７８ 東京都 江　明玉 日本の工芸品の台湾への輸出販売
泉部充税理士事務所
泉部　充

海外２-２-７９ 東京都 林　健人
アジア言語を中心としたソーシャルメディアデータのマーケティング分析・
コンサルティング事業及びソーシャルメディア分析ノウハウをベースにし
た情報発信・事業開発事業の海外展開

北都銀行東京支店

海外２-２-８０ 東京都 宮下　美智子 中国市場の中古車向け触媒技術の開発・販売の実施
特定非営利活動法人としま
創業ネットワーク
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採択番号 地域事務局 申請者 事業テーマ 認定支援機関

海外２-２-８１ 東京都 前田　知映 東南アジアにおけるMade in Japanコスメのネット販売事業の実施 東京信用金庫中野坂上支店

海外２-２-８２ 東京都 中村　三代
グローバルなオーガニックのポータルサイト（Global Organic 
Network＝GON）を和・英・独語で開設・運営

鴫村税務会計事務所
鴫村　剛

海外２-２-８３ 東京都 星名　宣辰 特許技術を活用したウイッグの海外販売の展開等
砂原税理会計事務所
砂原　次男

海外２-２-８４ 東京都 サムソン　アントイン LED照明器をインド市場に輸出する事業 株式会社アライブビジネス

海外２-２-８５ 東京都 谷口　正俊 カンボジア産、日本品質農産物のベトナム展開 西武信用金庫北新宿支店

海外２-２-８６ 東京都 本間　賢一 海外における知財コンサルティング業 東和銀行東京支店

海外２-２-８７ 東京都 恒川　明子 日本から海外へ向けたグローバルコスメEC（英・中） 東京東信用金庫四谷支店

海外２-２-８８ 東京都 中真　幸花 日本をテーマにした雑貨小物の製造と販売
椿公認会計士事務所
椿　祐輔

海外２-２-８９ 東京都 松山　幸子 日本の手しごと作品の真の価値をストーリーで伝える通販事業 東京都民銀行中野支店

海外２-２-９０ 東京都 橋爪　達也 海外における日本人スタッフによるハウスクリーニング事業の展開
福島秀一税理士事務所
福島　秀一

海外２-２-９１ 東京都 中村　俊之
国内外の個人間を直接つなぎ、文化体験と地域体験の場の提供
を促進するためのWebサービスの展開

スパイラル共同公認会計士事務所

千賀　貴生

海外２-２-９２ 東京都 金子　弘海 日本産高性能介護機械を中国への展開 城北信用金庫東浅草支店

海外２-２-９３ 東京都 太田　英基 留学に関する口コミ情報プラットフォームの展開
鴇沢会計事務所
鴇沢　裕

海外２-２-９４ 東京都 安達　健 医療分野（化粧品、衛生材料、健康食品等）の海外導出及び販売 東京信用金庫浅草支店

海外２-２-９５ 東京都 中村　美香 地場産業ピッグスキンを使った革製品の海外展開 朝日信用金庫西町支店

海外２-２-９６ 東京都 吉田　美穂 ミャンマーにおける建築デザイン、インテリアデザインの展開 城北信用金庫中央支店

海外２-２-９７ 東京都 佐藤　昌弘
水・空気除菌装置の海外販売と通信を用いた利用課金サービスの
提供

西武信用金庫神田支店

海外２-２-９８ 東京都 徳永　美佳
日本の文化・マナーの海外進出日系企業（現地社員）、日本国内
企業（海外社員）向け輸出事業の展開

株式会社エフピー・ワン・コン
サルティング

海外２-２-９９ 東京都 二ルソン　冬子 プレダクト(需要)を売る！需要の標準化と工業化 江東信用組合築地支店

海外２-２-１００ 東京都 大高　大機 タイからのインバウンド獲得・アウトバウンド(企業進出等)支援事業
さわやか信用金庫日本橋支
店

海外２-２-１０１ 東京都 杉浦　亮次 ベトナムLCCの日本への運行の調整と航空券販売代理の実施 さわやか信用金庫四谷支店

海外２-２-１０２ 東京都 上原　昭博 ミャンマー、ヤンゴン飲食店展開事業 巣鴨信用金庫東武練馬支店

海外２-２-１０３ 東京都 菅野 英孝 エネルギー分野の知見を生かした、機器等の輸出入事業 興産信用金庫市ヶ谷支店

海外２-２-１０４ 東京都 清水　万代 日本の素材を活かした美容・健康商品の海外展開
阿部尚武税理士事務所
阿部　尚武

海外２-２-１０５ 東京都 堺　和裕
自社製機能性食品「松爽散」の製造・流通・販売による中国市場獲
得

福井会計事務所
福井　大

海外２-２-１０６ 東京都 沖　学伯 WEBコンテンツ制作とスマートフォン向けアプリの海外展開
多摩信用金庫ひばりが丘支
店

海外２-２-１０７ 東京都 金　小東
日本産高品質大豆ヨーグルト及び関連商品を中国市場への販売
展開

巣鴨信用金庫東池袋支店
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海外２-２-１０８ 東京都 四方田　敏幸 海外ニュース配信を核としたWEBサイトの構築と運営の実施 朝日信用金庫小石川支店

海外２-２-１０９ 東京都 安田　聡子 「グローバル・ラーニングスクール」の実施および展開 北陸銀行白山支店

海外２-２-１１０ 東京都 井上　碩 国内海外でスマートフォンのホーム画面流通市場の構築する事業 芝信用金庫三田支店

海外２-２-１１１ 東京都 齋藤　健史
日本人クリエイターの海外進出支援による海外コンテンツ市場の
獲得

中野裕哲税理士・社会保険労務
士・行政書士事務所
中野　裕哲

海外２-２-１１２ 東京都 大久保　琢史 英語ベースでの日本経済分析・予測支援業務
高橋謙二税理士事務所
高橋　謙二

海外２-２-１１３ 東京都 大濱　彩花
百人一首・源氏物語等の古典を用いた伝統文化商品、コンテンツ
の企画・販売・海外展開事業

さわやか信用金庫六本木支
店

海外２-２-１１４ 東京都 高橋　正人
外国人旅行者向けスマートフォンアプリ制作支援サービス開発お
よび展開

株式会社ＯＣＬ

海外２-２-１１５ 東京都 アモニック貴子 あられ事業海外展開等 西武信用金庫原宿支店

海外２-２-１１６ 東京都 安原　良昭 東南アジアの富裕層に対する居住用不動産コンサルティング
上木戸一仁公認会計士・税理士事務所

上木戸　一仁

海外２-２-１１７ 東京都 田中　晋太朗 世界中の家庭用PCを利用した高速通信・演算基盤確立事業 芝信用金庫三田支店

海外２-２-１１８ 東京都 伊藤　嘉一郎 美容・健康商材の海外販売
高橋謙二税理士事務所
高橋　謙二

海外２-２-１１９ 東京都 鈴木　里美
ニッポンのものづくりをヨーロッパへ販売・流通させるための卸売
業・ヨーロピアンライフスタイルコンサルティングの実施・展開

中村里実税理士事務所
中村　里実

海外２-２-１２０ 東京都 上林　覚 アジア等の新興国へメイドインジャパンの化粧品販売の実施
ひかり総合会計
長谷山　敏博

海外２-２-１２１ 東京都 木村　大地 ASEAN諸国におけるココロとカラダの健康管理事業
大東京信用組合田町駅前支
店

海外２-２-１２２ 東京都 成田　憲司
日本の伝統工芸品の海外販売取引の仲介と伝統工芸品制作者の
海外取引の支援事業の展開

中野裕哲税理士・社会保険労務
士・行政書士
中野裕哲

海外２-２-１２３ 東京都 河村　泰幹 コンシェルジュ型Eコマース事業の実施
高橋謙二税理士事務所
高橋　謙二

海外２-２-１２４ 東京都 横内　えり 医科学繊維「ナノミックス」を使用した衣料品の開発および販売
さわやか信用金庫六本木支
店

海外２-２-１２５ 東京都 高橋　秀明
海外生活トータル支援！夢を体験するローコスト海外生活支援事
業

大東京信用組合田町駅前支
店

海外２-２-１２６ 東京都 三浦　礼衣 想いのShare＝シェアから始まる新しい「キレイ」の形 税理士法人K&K Japan

海外２-２-１２７ 東京都 大谷　佳代子
「W25」・・・トーンビューティプロジェクト
本質を知るOver50の女性を美しく健康に輝かせたい＆その文化の輸出

西武信用金庫田無支店

海外２-２-１２８ 東京都 中西　剛 車の中古部品の輸出販売
泉部充税理士事務所
泉部　充

海外２-２-１２９ 東京都 樋口　浩子
『高品質の日本のファッションアクセサリー商品をブランド化し、世
界に向けて展開』

西武信用金庫八王子支店

海外２-２-１３０ 東京都 五十嵐　かほる ファッションコーディネーター講師の育成
さわやか信用金庫六本木支
店

海外２-２-１３１ 東京都 小門　雄輝 インドネシアのビジネス情報を提供するウェブメディア事業 西武信用金庫渋谷営業部

海外２-２-１３２ 東京都 佐々木　慎一 アクティブ磁場キャンセラーシステムの開発と販売展開 多摩信用金庫昭島支店

海外２-２-１３３ 東京都 玉木　育男
ベトナム人大学生への日本留学型インターンシップサポートと、ベ
トナム進出日本企業向け現地サポート事業

庄司会計協働事務所
庄司　雅

海外２-２-１３４ 東京都 床鍋　義博 高級オリジナルフィギュアの製作販売 東大和市商工会
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海外２-２-１３５ 東京都 望月　美香 健康食である日本食をテーマにした、オーベルジュ開設
広尾総合法律事務所
桐生　貴央

海外２-２-１３６ 東京都 小泉　伸二 スマートモニタリングデバイス実用化とその販売の海外展開 西武信用金庫矢部支店

海外２-２-１３７ 東京都 櫻井　教尊 精密機械部品輸出のためのマッチングサイトの構築 多摩信用金庫三鷹駅前支店

海外２-２-１３８ 東京都 矢野　久美子
国内中古工作機械の再利用に向けたベトナム等海外への輸出事
業

多摩信用金庫吉祥寺支店

海外２-２-１３９ 東京都 秋澤　順一 Webを利用した中古車輸出事業 多摩信用金庫三鷹駅前支店

海外２-２-１４０ 東京都 村井　孝行 日本の会計インフラのASEANへの輸出
村井会計事務所
村井　秀行

海外２-２-１４１ 東京都 塩田　浩章
海外観光市場における需要を日本に取り込む！デザイナーが経
営する外国人個人旅行客向けゲストハウス「東京ヒュッテ」

税理士法人コーポレート・アド
バイザーズ

海外２-２-１４２ 東京都 大河原　順一
「3室ダブルイン型電解システム」の海外市場を中心とした販売展
開

多摩信用金庫小金井支店

海外２-２-１４３ 神奈川県 吉田　皓一
SNSと結びつけた、全く新しい台湾・香港向け日本観光情報サイト
の開設

さがみ信用金庫緑町支店

海外２-２-１４４ 神奈川県 下川　美和子
日本の高品質な書籍と文化関連商品を海外に販売するインター
ネット総合書店の展開

ベンチャーサポート税理士法
人

海外２-２-１４５ 神奈川県 磯田　広太 「もったいない。」世界に届けるリサイクルショップの展開 川崎信用金庫中野島支店

海外２-２-１４６ 神奈川県 小西　健久
海外の電カサービスを受けられない地域にマグネシウムライトを販
売・普及するBOP(低所得者層) ビジネス。

川崎信用金庫新城支店

海外２-２-１４７ 神奈川県 上園　朗
ミャンマー進出支援及び進出後の現地拠点の管理業務支援の展
開

川崎信用金庫武蔵小杉支店

海外２-２-１４８ 神奈川県 郭　捷 日本産ミネラルウォーターの海外市場開拓 川崎信用金庫鹿島田支店

海外２-２-１４９ 神奈川県 高島　雅美 貿易、物販事業及び、貿易、物販コンサルテイング事業の実施 川崎信用金庫宮前平支店

海外２-２-１５０ 神奈川県 笹崎　智成 ビタミンC誘導体及びフェルラ酸サプリメントの海外需要獲得 横浜銀行相模大野支店

海外２-２-１５１ 神奈川県 山田　重光 高度水処理滅菌装置のアフリカへの展開 湘南信用金庫営業統括本部

海外２-２-１５２ 神奈川県 小俣　順昭 高速ローラー型摩擦特性評価装置の開発と海外展開
ベンチャーサポート税理士法
人

海外２-２-１５３ 神奈川県 吉田　潔 ＢＯＰ市場におけるクールジャパンビジネスの展開
公益財団法人相模原市産業
振興財団

海外２-２-１５４ 神奈川県 子吉　健介 国内外スマホユーザーを対象にしたソーシャルゲーム事業の展開 横浜信用金庫三ツ境支店

海外２-２-１５５ 神奈川県 藤本　文比古 ストロボを活用した新商品・新サービスのアジア市場開拓事業 川崎信用金庫吉田橋支店

海外２-２-１５６ 神奈川県 柳田　隆宏
ベジタリアン向けダイエット健康食品『おからこんにゃく』の米国で
のファブレスでの製造・販売

横浜綜合法律事務所
高橋　理一郎

海外２-２-１５７ 神奈川県 川合　淳一 アジアITコンテスト運営事業 横浜信用金庫横浜西口支店

海外２-２-１５８ 神奈川県 長友　佑樹 不動産事業者及び投資家向けのアジア不動産専門情報メディア
三浦藤沢信用金庫二俣川支
店

海外２-２-１５９ 新潟県 栗林　嘉晃 タイ国内における和食店、ラーメン店の展開等
石山孝行税理士事務所
石山　孝行

海外２-２-１６０ 新潟県 田中　裕生
現地人ルートを活用したモンゴルへの日本製建材、日用品、ベ
ビー用品の販売

大光銀行学校町支店

海外２-２-１６１ 新潟県 齋藤　弘基 ハンディターミナルに代わるWEBアプリケーションの展開 税理士法人さくら総合会計
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海外２-２-１６２ 新潟県 渡邉　徹
大手ホームセンターのバイヤーとして海外事業を手掛けてきた経
験をもとにした日本国内産（主に新潟産）の輸出

永野税務会計事務所
永野　孝

海外２-２-１６３ 長野県 大澤　仁志 インドでの幼児向け教育塾の展開 長野商工会議所

海外２-２-１６４ 長野県 杉山　絵美子 Ａｎｇｌｏ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｂｒｅｗｅｒｙの設立、醸造・販売展開 八十二銀行飯山支店

海外２-２-１６５ 山梨県 寶福　秀樹 bene-bene（ベ－ネベ－ネ）ジュエリーの海外飛躍 甲府信用金庫南支店

海外２-２-１６６ 山梨県 塩澤　猛 オリジナルアクセサリーと会津UV漆を融合した「和夢」の海外販売 山梨信用金庫徳行支店

海外２-２-１６７ 静岡県 太田　一也
シンガポールや中国の富裕層向け天然緑茶葉アロマ入り基礎化
粧品およびペットボトル飲料の販売

静岡銀行本店営業部

海外２-２-１６８ 静岡県 耳塚　直樹
提携他社既存流通ルートを利用した創業100年の和菓子屋の香
港・中国展開事業

浜松信用金庫 都田支店

海外２-２-１６９ 愛知県 石原　千恵 日本産無農薬茶葉等のフランス向け業務販売事業の展開 碧海信用金庫サルビア支店

海外２-２-１７０ 愛知県 前田　直人
タイ提携企業への技術指導及び国内でのＣＧデータ加工・３Ｄカ
ラープリンターによる商品製造・販売事業

尾西信用金庫

海外２-２-１７１ 愛知県 瀬辺　尚貴
高い原型技術・生産技術を保有する日本工場を設立し、韓国市場
へフィギュア・キャラクター商品を生産・販売する事業

尾西信用金庫

海外２-２-１７２ 愛知県 渋井　佑輔 外国語相互学習、国際交流サイト　ASIAQの展開 岡崎信用金庫知立支店

海外２-２-１７３ 愛知県 淺沼　功剛
インドをはじめとする新興国へのAUTO-GRINDER (バリ取り装置)
の展開

豊川信用金庫経営支援部

海外２-２-１７４ 愛知県 都築　慈仁
日本で埋もれてる新技術・新商品を海外の方々に使ってもらうため
の貿易、物流事業

豊川信用金庫経営支援部

海外２-２-１７５ 愛知県 角谷　充彦 フィリピン人看護師向けeポートフォリオの展開 大垣共立銀行名古屋支店

海外２-２-１７６ 愛知県 豊崎　本子
ICT（情報通信技術）利活用による中小企業の海外進出に関する
市場調査及び販路開拓の支援サービス

名古屋銀行名古屋駅前支店

海外２-２-１７７ 愛知県 古川　哲朗 名古屋を発信拠点とした鞄、財布のオリジナルブランド世界展開 鈴木　健哲

海外２-２-１７８ 愛知県 藤原　郁夫 中国富裕層向けファッションジュエリーの販売事業の展開 愛知銀行今池支店

海外２-２-１７９ 愛知県 鳥居　宏臣
海外に生産拠点を置く日系企業に対する水処理の省資源・省エネ
ルギー等の環境作りの提案

西尾信用金庫本部

海外２-２-１８０ 岐阜県 平野　朋子
毛髪専門家×人気ヘアサロン監修！サロン品質のヘアケアでアラ
フォー世代を元気に美しく

三野島徹税理士事務所
三野島　徹

海外２-２-１８１ 三重県 堀口　達矢 日本商品の海外マーケット（英語圏）への販売展開 第三銀行名張支店

海外２-２-１８２ 富山県 樊　栄剛
医療ツーリズム、人間ドック、国際先進治療の誘致事業及びサ
ポート。

富山銀行富山支店

海外２-２-１８３ 福井県 佐々木　真 カタログギフトの手法を活用した、福井県産品の海外販路の開拓 敦賀信用金庫本店営業部

海外２-２-１８４ 福井県 天谷　新司 速醸法にて製造した減塩・無塩魚醤の東南アジアでの製造と販売 福井商工会議所

海外２-２-１８５ 滋賀県 森野　富次 日本製機材の中国販売・中国製機材の日本販売 滋賀銀行膳所駅前支店

海外２-２-１８６ 滋賀県 任　陽陽
腕時計型呼吸数・脈拍数測定システムの開発製作とその国内・海
外への販売

滋賀銀行草津支店

海外２-２-１８７ 滋賀県 木曽尾　好美 地域資源「浜ちりめん」を用いた海外向けのプロダクト企画の実施 滋賀銀行草津支店

海外２-２-１８８ 京都府 西野　友香子
企画開発したＥＧフロート・キャラクター（食用絵柄金箔(金100％)）の、海
外ブランドホテル（レストラン）を主とした海外市場への販売促進。

京都銀行三宅八幡支店
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海外２-２-１８９ 京都府
方　文素（ファン　ウ
ンスー）

日中の架け橋となる代理購入ビジネス 西河　豊

海外２-２-１９０ 京都府 稲葉　年治 京都「丹後米」加工品（団子）の海外輸出展開プロジェクト 京都銀行宮津支店

海外２-２-１９１ 大阪府 中村　正英 アジアの製造業における調達先・販売先のマッチングサイトの展開
長友公認会計士事務所
長友　滋尊

海外２-２-１９２ 大阪府 國元　紳仁郎
アジア諸国からの訪日観光客に日本でのフォトウエディングを紹介
するポータルサイトの運営

徳井正浩税理士事務所
德井　正浩

海外２-２-１９３ 大阪府 三島　浩一
「ショット＆ビューウェア」や「グループタスクウェア」の国内並びに
海外への展開

社団法人大阪能率協会

海外２-２-１９４ 大阪府 楠戸　芳弘 東南アジアにおけるインテリアデザイン業
税理士法人イースリーパート
ナーズ

海外２-２-１９５ 大阪府 福島　将人 東南アジアにてECサイトを開設、日本製品を幅広く販売 摂津水都信用金庫豊中支店

海外２-２-１９６ 大阪府 西浦　正彦 母子の出産・産後ケア製品の海外展開
長友公認会計士事務所
長友　滋尊

海外２-２-１９７ 大阪府 中薗　浩侑
高機能保冷剤の有効利用により低コストで効率的な温度管理を可
能にし、確実で経済的な冷凍保管・輸送技術を確立させる。

大阪信用金庫日本橋支店

海外２-２-１９８ 大阪府 北條　竜太郎
日本産餡（あん）及び日本産製菓原材料東南アジアへの輸出と商
品開発コンサルティング

大阪厚生信用金庫花田支店

海外２-２-１９９ 大阪府 許　賢 医食住＋学・働の総合支援による日本留学ニーズの喚起事業 永和信用金庫生野小路支店

海外２-２-２００ 大阪府 長谷川　章
「中小企業のベトナム進出支援とベトナムと日本への相互視察旅
行提案」

塩尻公認会計士事務所
塩尻　明夫

海外２-２-２０１ 大阪府 藤木　健史
世界中から募集したアイディアを商品化・販売する事業
“MonoMakers(仮)”

南都銀行大阪中央営業部

海外２-２-２０２ 大阪府 西村　真 オリジナルカメラストラップ、アクセサリー商品の海外事業展開
藤川税務会計事務所
藤川　昇一

海外２-２-２０３ 大阪府 倉内　志保 コロンビアで寿司店展開 池田泉州銀行本町支店

海外２-２-２０４ 大阪府 吉原　極 就職転職活動を目的としたsnsサイト「oxalis」の運営 池田泉州銀行もず支店

海外２-２-２０５ 大阪府 中尾　良広
注染手拭いをランプシェードに使った照明器具及び注染雑貨の欧
州での販売事業

大阪信用金庫宿院支店

海外２-２-２０６ 大阪府 三嶋　頼之 海外インターネットモール出店サポート事業 税理士法人ゆびすい

海外２-２-２０７ 兵庫県 村岡　孝樹 兵庫の小規模酒蔵の地酒を海外へ販売展開する 兵庫信用金庫姫路中央支店

海外２-２-２０８ 兵庫県 山本　伸次 日本のミネラルウォーターの海外展開 近畿産業信用組合梅田支店

海外２-２-２０９ 兵庫県 安藤　友介
神戸生産の婦人靴ブランド「UNITED N(仮)」の立上げ及び海外市
場への展開

淡路信用金庫新長田支店

海外２-２-２１０ 兵庫県 西川　豊史 アジア圏内における集客型イルミネーションイベントの実施
細川会計事務所
細川　雄介

海外２-２-２１１ 兵庫県 小林　佐知子 自然農法の加工食品を世界に 但陽信用金庫姫路西支店

海外２-２-２１２ 兵庫県 藤田　忠久 中古ボート海外輸出業務の実施 みなと銀行姫路支店

海外２-２-２１３ 奈良県 嵐　祥顕
ニュージーランドへの認定中古車の輸出販売、ブランドの確立、お
よび現地販売拠点の展開

田中　俊男

海外２-２-２１４ 奈良県 小阪　仁志 日除け、防寒商品の製造販売の実施 南都銀行田原本支店

海外２-２-２１５ 和歌山県 細川　達矢 梅の機能性を強化した新製品（飲料）の海外販売展開 紀陽銀行南部支店
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海外２-２-２１６ 鳥取県 松田　哲明
次亜塩素酸(HCLO)の強力な殺菌・消臭力を活用した応用商品開発と海
外市場展開(中国・インド・ベトナム等の高成長市場の需要獲得)

山陰合同銀行鳥取営業部

海外２-２-２１７ 岡山県 石谷　祐一 特殊セメントモルタル用混和材の設計および輸出事業の実施 田中　荒志

海外２-２-２１８ 広島県 江崎　葉子 日本酒海外普及促進支援マーケティング事業 呉信用金庫焼山支店

海外２-２-２１９ 広島県 下村　洋伸 海外ECサイト事業　オーダージャパンプロジェクト 広島銀行大手町支店

海外２-２-２２０ 広島県 小林　崇
ミャンマー連邦共和国への中古車輸出事業の拡大展開及び自動
車整備工場進出に向けたF/S調査

広島銀行福山北支店

海外２-２-２２１ 広島県 高木　昭博 バングラデシュでの求人情報ポータルサイトの展開 備後信用組合福山南支店

海外２-２-２２２ 山口県 吉賀　誠 ミャンマーとの貿易の拡大管理・支援の実施 西日本シティ銀行下関支店

海外２-２-２２３ 山口県 佐野　宏明
山口県の地の利を活かした中古車・トラック・パーツの輸出事業～
介護車両の輸出で新興国へのパイプ作り～

西京銀行山口支店

海外２-２-２２４ 香川県 西内　聖一 日本のスイーツの海外での製造販売 阿波銀行丸亀支店

海外２-２-２２５ 福岡県 上田　剛
東南アジアでの日本庭園、建築デザイン等、和文化プロデュース
展開

志免町商工会

海外２-２-２２６ 福岡県 金子　浩一 新発想による業務用食用油エコシステム事業の展開 佐賀銀行渡辺通支店

海外２-２-２２７ 福岡県 内畑　寛 海外向けインターネットテレビ・ラジオの製作
福岡銀行法人ビジネスセン
ター

海外２-２-２２８ 福岡県 宮本　由希 中国および韓国を対象としたインバウンド型越境ECの推進
株式会社ドーガン・アドバイ
ザーズ

海外２-２-２２９ 福岡県 山手　学
韓国市場における現地拠点設立とスピーディーな光学ビジネスの
展開

福岡銀行博多駅前支店

海外２-２-２３０ 福岡県 小山　好文 日本とミャンマーをつなぐリーガルサービス 髙栁　和浩

海外２-２-２３１ 福岡県 有里　香織 日本製美容製品の開発および国内外での販売展開
福岡銀行法人ビジネスセン
ター

海外２-２-２３２ 福岡県 高橋　敏秀
海外飲食店向天然ヒトデを使った害虫害獣忌避剤の開発販売展
開

花井裕中小企業診断士事務所
花井　裕

海外２-２-２３３ 福岡県 末村　正博 日本と東南アジアを結ぶビジネス・教育・文化の交易とコンサル
福岡銀行法人ビジネスセン
ター

海外２-２-２３４ 福岡県 中村　大祐
インターネットを利用した滞在型海外ウエディングサービス販売事
業の実施

福岡銀行法人ビジネスセン
ター

海外２-２-２３５ 福岡県 古川　三美
ムスリム女性向、ハラールファッション雑貨・商品のインターネット
販売の展開

親和銀行福岡営業部

海外２-２-２３６ 福岡県 矢島　良夫 ベトナムに日本製化粧品販売 福岡商工会議所

海外２-２-２３７ 福岡県 七種　和孝 イスラム圏への日本産食文化の提供
筑邦銀行ソリューション事業
部

海外２-２-２３８ 福岡県 井上　智樹 中国富裕層向け、メディカルツーリズム事業の展開
西日本シティ銀行本店営業
部

海外２-２-２３９ 福岡県 丸西　遥貴
ザンビア共和国におけるデジタルガジェット（真新しく、興味をそそ
る携帯型の電子機器）の販売

福岡商工会議所

海外２-２-２４０ 福岡県 岩部　茂隆 マレーシアを拠点とした茶の貿易事業と茶の加工食品を主とした卸事業西日本シティ銀行筑後支店

海外２-２-２４１ 大分県 中野　信治
大分県原産カボス果実100％含有の超自然派基礎化粧品ブランド開発
及び国内・海外（特に韓国コスメティック業界）への販売プロジェクト

大分県信用組合本店営業部

海外２-２-２４２ 大分県 永岡　実男
インターネットを活用した高級家具等販売及び日本の住環境関連
情報提供事業のアジア市場への展開

公益財団法人大分県産業創
造機構
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海外２-２-２４３ 宮崎県 宮田　理恵 海外における日本食の新スタイル提案事業 宮崎銀行霧島町支店

海外２-２-２４４ 鹿児島県 村岡　茂樹 スリランカで不足している自動車中古部品輸出事業の展開 南日本銀行与次郎ヶ浜支店

海外２-２-２４５ 鹿児島県 稲田　一二美 中国で展開する日本品質の人材教育コンサルタント事業の展開
久保武徳税理士事務所
久保　武徳

海外２-２-２４６ 沖縄県 呉屋　由希乃 沖縄島素材コスメ韓国展開 沖縄海邦銀行本店営業部

海外２-２-２４７ 沖縄県 新垣　龍太
自由貿易地域における携帯美容家電の製造・販売・海外展開及び
貿易事業

沖縄銀行若松支店

海外２-２-２４８ 沖縄県 池間　未帆
沖縄の風化造礁サンゴを原料とした中国市場向け商品開発の実
施

沖縄銀行本店営業部
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