
令和2年度ジェトロ外国出願支援事業

支援企業一覧

日本貿易振興機構（ジェトロ）

イノベーション・知的財産部

No. 出願種別 支援企業名 都道府県

1 特許 株式会社丸善納谷商店 北海道

2 特許 五稜化薬株式会社 北海道

3 特許 理研興業株式会社 北海道

4 商標 トーホウリゾート株式会社 北海道

5 商標 トーホウリゾート株式会社 北海道

6 商標 五稜化薬株式会社 北海道

7 商標 五稜化薬株式会社 北海道

8 商標 五稜化薬株式会社 北海道

9 商標 トラステックアース株式会社 岩手県

10 特許 株式会社アースクリーン東北 宮城県

11 特許 個人事業主 宮城県

12 意匠 個人事業主 宮城県

13 特許 Spiber株式会社 山形県

14 特許 Spiber株式会社 山形県

15 特許 株式会社鈴木製作所 山形県

16 特許 個人事業主 山形県

17 商標 株式会社カルイ 山形県

18 商標 株式会社カルイ 山形県

19 商標 株式会社カルイ 山形県

20 商標 株式会社カルイ 山形県

21 商標 株式会社カルイ 山形県

22 商標 株式会社小島洋酒店 山形県

23 特許 株式会社アサカ理研 福島県

24 特許 Rui Long Lab株式会社 茨城県

25 特許 琥珀バイオテクノロジー株式会社 茨城県

26 商標 ヤマダイ株式会社 茨城県

27 商標 ヤマダイ株式会社 茨城県

28 商標 ヤマダイ株式会社 茨城県

29 冒認 琥珀バイオテクノロジー株式会社 茨城県

30 特許 株式会社グリーンプロデュース 栃木県

31 意匠 個人事業主 栃木県

32 特許 株式会社石川エナジーリサーチ 群馬県

33 特許 株式会社トキワ 埼玉県

34 特許 株式会社トキワ 埼玉県

35 特許 鎌倉光機株式会社 埼玉県

36 特許 久保井塗装株式会社 埼玉県

37 商標 トゥーキョーゲームス株式会社 埼玉県

38 商標 トゥーキョーゲームス株式会社 埼玉県

39 特許 システムエンジサービス株式会社 千葉県

40 特許 ハセガワ株式会社 千葉県

41 特許 株式会社A-Traction 千葉県

42 特許 株式会社サンエイテック 千葉県

43 特許 株式会社ファソテック 千葉県

44 特許 個人事業主 千葉県

45 特許 bitBiome株式会社 東京都

46 特許 Global Mobility Service株式会社 東京都

47 特許 Global Mobility Service株式会社 東京都

48 特許 Ｊｆｐ株式会社 東京都
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49 特許 ＫＭＴ技研株式会社 東京都

50 特許 ＫＭＴ技研株式会社 東京都

51 特許 WHILL株式会社 東京都

52 特許 WHILL株式会社 東京都

53 特許 インパック株式会社 東京都

54 特許 エンバイロ・ビジョン株式会社 東京都

55 特許 リバーフィールド株式会社 東京都

56 特許 株式会社Ｓｐｌｉｎｋ 東京都

57 特許 株式会社UTーHeart研究所 東京都

58 特許 株式会社YMEK 東京都

59 特許 株式会社アカリ 東京都

60 特許 株式会社アクセル 東京都

61 特許 株式会社アクセル 東京都

62 特許 株式会社エイシング 東京都

63 特許 株式会社エンゼルホーン 東京都

64 特許 株式会社ケミトロン 東京都

65 特許 株式会社ドクター中松創研 東京都

66 特許 株式会社ビードットメディカル 東京都

67 特許 株式会社ミスティー・コレクション 東京都

68 特許 株式会社弘輝 東京都

69 特許 個人事業主 東京都

70 特許 個人事業主 東京都

71 商標 LeapMind株式会社 東京都

72 商標 Parker Randall Japan株式会社 東京都

73 商標 ハルスポーツプロダクション株式会社 東京都

74 商標 株式会社 キュアテックス 東京都

75 商標 株式会社9 東京都

76 商標 株式会社Apollon 東京都

77 商標 株式会社Apollon 東京都

78 商標 株式会社bajji 東京都

79 商標 株式会社FLAP 東京都

80 商標 株式会社Khariis 東京都

81 商標 株式会社nuiya design 東京都

82 商標 株式会社ULAS 東京都

83 商標 株式会社ULAS 東京都

84 商標 株式会社ZIKICO 東京都

85 商標 株式会社ヴェルジェ 東京都

86 商標 株式会社エーゾーン 東京都

87 商標 株式会社エーゾーン 東京都

88 商標 株式会社ソーシン 東京都

89 商標 株式会社ブライセス 東京都

90 商標 株式会社ブライセス 東京都

91 商標 株式会社マコト 東京都

92 商標 株式会社ランクアップ 東京都

93 商標 株式会社金星 東京都

94 商標 株式会社金星 東京都

95 商標 株式会社東光舎 東京都

96 商標 個人事業主 東京都
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97 商標 川崎機械貿易株式会社 東京都

98 商標 武蔵オイルシール工業株式会社 東京都

99 商標 武蔵オイルシール工業株式会社 東京都

100 商標 有限会社エムジェイキュー 東京都

101 冒認 エンバイロ・ビジョン株式会社 東京都

102 冒認 エンバイロ・ビジョン株式会社 東京都

103 冒認 株式会社Ｌｕｘｏｎｕｓ 東京都

104 冒認 株式会社ブライセス 東京都

105 特許 アットドウス株式会社 神奈川県

106 特許 コネクトオール株式会社 神奈川県

107 特許 フカエ・テクノロジーズ合同会社 神奈川県

108 特許 株式会社 テックイデア 神奈川県

109 特許 株式会社 向洋技研 神奈川県

110 特許 株式会社 静科 神奈川県

111 特許 株式会社LINK-US 神奈川県

112 特許 株式会社TKM JAPAN 神奈川県

113 特許 株式会社エイシン技研 神奈川県

114 特許 株式会社エイシン技研 神奈川県

115 特許 株式会社ライジングテクノロジーズ 神奈川県

116 特許 株式会社ライジングテクノロジーズ 神奈川県

117 特許 株式会社中谷製作所 神奈川県

118 特許 株式会社中谷製作所 神奈川県

119 特許 機巧株式会社 神奈川県

120 特許 個人事業主 神奈川県

121 特許 個人事業主 神奈川県

122 特許 伸和コントロールズ株式会社 神奈川県

123 商標 わしょクック株式会社 神奈川県

124 商標 わしょクック株式会社 神奈川県

125 商標 株式会社中谷製作所 神奈川県

126 商標 株式会社中谷製作所 神奈川県

127 特許 株式会社ホソダSHC 福井県

128 商標 有限会社小畑製紙所 福井県

129 商標 三星刃物株式会社 岐阜県

130 商標 有限会社渡辺酒造店 岐阜県

131 商標 有限会社渡辺酒造店 岐阜県

132 特許 ヘルツ電子株式会社 静岡県

133 特許 株式会社ジェネシス 静岡県

134 特許 株式会社浅沼技研 静岡県

135 特許 静岡製機株式会社 静岡県

136 商標 ヘルツ電子株式会社 静岡県

137 商標 株式会社エイテック 静岡県

138 特許 グランドグリーン株式会社 愛知県

139 特許 タイム技研株式会社 愛知県

140 特許 株式会社iCorNet研究所 愛知県

141 特許 株式会社オプトン 愛知県

142 特許 株式会社コッテ 愛知県

143 特許 株式会社伊原工業 愛知県

144 特許 個人事業主 愛知県
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145 特許 中部医療有限会社 愛知県

146 意匠 株式会社白鳩 愛知県

147 意匠 星野楽器株式会社 愛知県

148 意匠 星野楽器株式会社 愛知県

149 商標 株式会社イハラ合成 愛知県

150 特許 TOTALMASTERS株式会社 三重県

151 特許 TOTALMASTERS株式会社 三重県

152 特許 TOTALMASTERS株式会社 三重県

153 商標 株式会社伊勢萬トレーディング 三重県

154 商標 株式会社伊勢萬トレーディング 三重県

155 特許 株式会社大木工藝 滋賀県

156 意匠 湖北工業株式会社 滋賀県

157 特許 mui Lab 株式会社 京都府

158 特許 エニシア株式会社 京都府

159 特許 ネクサス株式会社 京都府

160 特許 プロマティック株式会社 京都府

161 特許 プロマティック株式会社 京都府

162 特許 株式会社 ビー・インターナショナルグループ 京都府

163 特許 株式会社 応用科学研究所 京都府

164 特許 株式会社RedDotDroneJapan 京都府

165 特許 株式会社アロマジョイン 京都府

166 特許 株式会社エネコートテクノロジーズ 京都府

167 特許 株式会社エネコートテクノロジーズ 京都府

168 特許 株式会社幹細胞＆デバイス研究所 京都府

169 特許 株式会社幹細胞＆デバイス研究所 京都府

170 特許 株式会社写真化学 京都府

171 商標 株式会社矢野園 京都府

172 商標 亀岡電子株式会社 京都府

173 商標 京都機械工具株式会社 京都府

174 商標 有限会社プロダクティブウェルビーイング 京都府

175 冒認 株式会社菊の井 京都府

176 冒認 株式会社菊の井 京都府

177 特許 ＡｒｃｈｉＴｅｋ株式会社 大阪府

178 特許 ＢＩＧ　ＤＡＩＳＨＯＷＡ株式会社 大阪府

179 特許 クツワ株式会社 大阪府

180 特許 クツワ株式会社 大阪府

181 特許 コンドーエフアルピー工業株式会社 大阪府

182 特許 ジャパン・ハムワージ株式会社 大阪府

183 特許 ナルックス株式会社 大阪府

184 特許 ナルックス株式会社 大阪府

185 特許 井前工業株式会社 大阪府

186 特許 株式会社IZone Japan 大阪府

187 特許 株式会社mediVR 大阪府

188 特許 株式会社ゴール 大阪府

189 特許 株式会社タレックス 大阪府

190 特許 株式会社フィフティファイヴ 大阪府

191 特許 株式会社フリーベアコーポレーション 大阪府

192 特許 株式会社山本金属製作所 大阪府
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193 特許 株式会社湯山製作所 大阪府

194 特許 株式会社湯山製作所 大阪府

195 特許 個人事業主 大阪府

196 特許 大紀商事株式会社 大阪府

197 特許 八田工業株式会社 大阪府

198 意匠 アソビー株式会社 大阪府

199 意匠 クモノスコーポレーション株式会社 大阪府

200 意匠 株式会社ハスラック 大阪府

201 商標 チョーヤ梅酒株式会社 大阪府

202 商標 テンセンス株式会社 大阪府

203 商標 永井撚糸株式会社 大阪府

204 商標 永井撚糸株式会社 大阪府

205 商標 株式会社アーバンリサーチ 大阪府

206 商標 株式会社アーバンリサーチ 大阪府

207 商標 株式会社セブン化学 大阪府

208 商標 株式会社セブン化学 大阪府

209 商標 株式会社ニューエスト 大阪府

210 商標 株式会社ピーエッチ 大阪府

211 商標 株式会社プロテクティア 大阪府

212 商標 株式会社プロテクティア 大阪府

213 商標 株式会社プロテクティア 大阪府

214 商標 株式会社大北製作所 大阪府

215 商標 米島フエルト産業株式会社 大阪府

216 商標 有限会社 椿本 大阪府

217 特許 株式会社ＷＡＤＥＣＯ 兵庫県

218 商標 岩崎工業株式会社 奈良県

219 冒認 三笠産業株式会社 奈良県

220 特許 株式会社デジメット 和歌山県

221 商標 株式会社世界一統 和歌山県

222 特許 株式会社クレファクト 岡山県

223 特許 個人事業主 岡山県

224 特許 日進ゴム株式会社 岡山県

225 特許 備前発条株式会社 岡山県

226 意匠 アモルフ株式会社 岡山県

227 意匠 有限会社倉敷システムデザイン 岡山県

228 実案 株式会社新見ソーラーカンパニー 岡山県

229 特許 株式会社サンエス 広島県

230 特許 西研株式会社 広島県

231 特許 建ロボテック株式会社 香川県

232 特許 株式会社TRIART 福岡県

233 特許 株式会社すなおネット 福岡県

234 特許 株式会社レオロジー機能食品研究所 福岡県

235 特許 株式会社医療情報技術研究所 福岡県

236 特許 株式会社医療情報技術研究所 福岡県

237 特許 株式会社鷹取製作所 福岡県

238 特許 健幸ライフ株式会社 福岡県

239 意匠 株式会社拓洋理研 福岡県

240 商標 ＺＩＧＥＮ株式会社 福岡県
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241 商標 ＺＩＧＥＮ株式会社 福岡県

242 商標 株式会社CECI Educational Academy 福岡県

243 商標 株式会社海千 福岡県

244 冒認 個人事業主 福岡県

245 特許 個人事業主 長崎県

246 商標 有限会社ヒカリベジータミート 熊本県

247 特許 株式会社グローバルテックコーポレーション 宮崎県

248 商標 株式会社興電舎 宮崎県

249 商標 株式会社興電舎 宮崎県

250 特許 株式会社クオンタムドライブ 沖縄県

251 特許 株式会社クオンタムドライブ 沖縄県

252 特許 個人事業主 沖縄県

253 意匠 ポークたまごおにぎり本店株式会社 沖縄県

254 商標 コーラルインターナショナル株式会社 沖縄県

255 商標 株式会社ビターメロン 沖縄県

256 商標 個人事業主 沖縄県

257 商標 個人事業主 沖縄県

258 商標 新里酒造株式会社 沖縄県

259 商標 全 株式会社 沖縄県

260 商標 農業生産法人有限会社ゆいまーる牧場 沖縄県

261 商標 有限会社北谷金城 沖縄県

262 商標 有限会社琉球酥本舗 沖縄県
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