
令和3年度ジェトロ外国出願支援事業

採択企業一覧

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 アルディーテック株式会社 宮城県

2 意匠 個人事業主 宮城県

3 商標 株式会社新澤醸造店 宮城県

4 特許 ミクロン精密株式会社 山形県

5 特許 ミクロン精密株式会社 山形県

6 特許 株式会社鈴木製作所 山形県

7 商標 寿虎屋酒造株式会社 山形県

8 商標 寿虎屋酒造株式会社 山形県

9 特許 神田産業株式会社 福島県

10 特許 株式会社Thermalytica 茨城県

11 特許 株式会社キンセイ産業 群馬県

12 特許 株式会社サカト産業 群馬県

13 特許 株式会社トライトドゥ 埼玉県

14 特許 株式会社大泉製作所 埼玉県

15 商標 トゥーキョーゲームス株式会社 埼玉県

16 商標 トゥーキョーゲームス株式会社 埼玉県

17 特許 アシザワ・ファインテック株式会社 千葉県

18 特許 株式会社サンスマイル 千葉県

19 特許 株式会社ソフケン 千葉県

20 特許 株式会社ファソテック 千葉県

21 特許 WHILL 株式会社 東京都

22 特許 WHILL 株式会社 東京都

23 特許 ウィニングワン株式会社 東京都

24 特許 オンライン・ビジネス・ソリューション株式会社 東京都

25 特許 ニン株式会社 東京都

26 特許 ニン株式会社 東京都

27 特許 ネオファーマジャパン株式会社 東京都

28 特許 マシンビジョンライティング株式会社 東京都

29 特許 リバーフィールド株式会社 東京都

30 特許 リバーフィールド株式会社 東京都

31 特許 宇都宮工業株式会社 東京都

32 特許 株式会社Brillar 東京都

33 特許 株式会社TBM 東京都

34 特許 株式会社TBM 東京都

35 特許 株式会社ごっこ 東京都

36 特許 株式会社ジュエリー・ミウラ 東京都

37 特許 株式会社ビードットメディカル 東京都

38 特許 個人事業主 東京都

39 特許 第一電通株式会社 東京都

40 意匠 発想法株式会社 東京都

41 意匠 発想法株式会社 東京都

42 意匠 発想法株式会社 東京都

43 意匠 発想法株式会社 東京都

44 意匠 発想法株式会社 東京都

45 実案 株式会社ジュエリー・ミウラ 東京都

46 商標 株式会社BoostDraft 東京都

47 商標 株式会社GLOBAL・DC 東京都

48 商標 株式会社ディエスピー 東京都

1 / 4 



令和3年度ジェトロ外国出願支援事業

採択企業一覧

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

49 商標 株式会社ヒカリ 東京都

50 商標 株式会社ヒカリ 東京都

51 商標 東栄新薬株式会社 東京都

52 商標 武蔵オイルシール工業株式会社 東京都

53 商標 武蔵オイルシール工業株式会社 東京都

54 商標 武蔵オイルシール工業株式会社 東京都

55 商標 武蔵オイルシール工業株式会社 東京都

56 商標 有限会社清川商店 東京都

57 商標 有限会社清川商店 東京都

58 冒認 株式会社　ウカ 東京都

59 特許 アットドウス株式会社 神奈川県

60 特許 みこと株式会社 神奈川県

61 特許 株式会社Aventino 神奈川県

62 特許 株式会社キャップ 神奈川県

63 特許 株式会社テックイデア 神奈川県

64 特許 株式会社ライジングテクノロジーズ 神奈川県

65 特許 株式会社向洋技研 神奈川県

66 特許 個人事業主 神奈川県

67 特許 個人事業主 神奈川県

68 特許 個人事業主 神奈川県

69 特許 個人事業主 神奈川県

70 意匠 みこと株式会社 神奈川県

71 商標 アットドウス株式会社 神奈川県

72 商標 みこと株式会社 神奈川県

73 商標 吉川醸造株式会社　 神奈川県

74 商標 泉橋酒造株式会社 神奈川県

75 商標 有限会社ホテイ産業研究所 神奈川県

76 特許 有限会社P M G 富山県

77 商標 石川ライト工業株式会社 石川県

78 商標 金子眼鏡株式会社 福井県

79 商標 金子眼鏡株式会社 福井県

80 特許 株式会社ピアリング 山梨県

81 特許 株式会社SALAI International Japan 長野県

82 特許 株式会社スキノス 長野県

83 特許 個人事業主 長野県

84 商標 株式会社ナガイ 長野県

85 商標 株式会社丸モ高木陶器 岐阜県

86 商標 株式会社丸モ高木陶器 岐阜県

87 商標 株式会社丸モ高木陶器 岐阜県

88 商標 有限会社シオン 岐阜県

89 商標 有限会社シオン 岐阜県

90 特許 リーガエース株式会社 静岡県

91 特許 リンクウィズ株式会社 静岡県

92 特許 株式会社エフノート 静岡県

93 特許 株式会社シェルタージャパン 静岡県

94 特許 株式会社シェルタージャパン 静岡県

95 特許 株式会社パームス 静岡県

96 特許 株式会社浅沼技研 静岡県
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97 特許 静岡製機株式会社 静岡県

98 特許 ＮＡＳＹＵ株式会社 愛知県

99 特許 シスナ株式会社 愛知県

100 特許 株式会社アスア 愛知県

101 特許 株式会社コッテ 愛知県

102 特許 株式会社シバタ 愛知県

103 特許 株式会社ヤハタホールディングス 愛知県

104 特許 株式会社山一ハガネ 愛知県

105 特許 株式会社山一ハガネ 愛知県

106 特許 株式会社富士 愛知県

107 特許 三洋機工株式会社 愛知県

108 商標 株式会社ウィンフィールド・ライフリサーチ 愛知県

109 商標 株式会社パッションギークス 愛知県

110 商標 個人事業主 愛知県

111 冒認 有限会社ファインモールド 愛知県

112 特許 個人事業主 三重県

113 特許 キョーラク株式会社 京都府

114 特許 キョーラク株式会社 京都府

115 特許 キョーラク株式会社 京都府

116 特許 キョーラク株式会社 京都府

117 特許 キョーラク株式会社 京都府

118 特許 コネクトフリー株式会社 京都府

119 特許 株式会社トラスト 京都府

120 商標 株式会社丸久小山園 京都府

121 特許 Rehabilitation3.0株式会社 大阪府

122 特許 ナルックス株式会社 大阪府

123 特許 ナルックス株式会社 大阪府

124 特許 ナルックス株式会社 大阪府

125 特許 メディカル・エイド株式会社 大阪府

126 特許 メディカル・エイド株式会社 大阪府

127 特許 株式会社タカゾノ 大阪府

128 特許 株式会社タカゾノ 大阪府

129 特許 株式会社ムラテクノロジー 大阪府

130 特許 株式会社山本金属製作所 大阪府

131 特許 株式会社山本金属製作所 大阪府

132 特許 株式会社山本金属製作所 大阪府

133 特許 株式会社水道技術開発機構 大阪府

134 特許 株式会社大阪送風機製作所 大阪府

135 特許 株式会社大阪送風機製作所 大阪府

136 特許 穴織カーボン株式会社 大阪府

137 特許 個人事業主 大阪府

138 特許 合同会社HARUCHI 大阪府

139 特許 山本印刷株式会社 大阪府

140 特許 石田産業株式会社 大阪府

141 特許 米島フエルト産業株式会社 大阪府

142 特許 有限会社アイユーキ技研 大阪府

143 特許 有限会社藤原ホイル 大阪府

144 実案 株式会社タカゾノ 大阪府
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145 商標 株式会社トライアード 大阪府

146 商標 株式会社トライアード 大阪府

147 商標 株式会社ビズジーン 大阪府

148 特許 アライドフロー株式会社 兵庫県

149 特許 株式会社GPRO 兵庫県

150 特許 株式会社トライアンドイー 兵庫県

151 特許 株式会社ナティアス 兵庫県

152 特許 株式会社武内製作所 兵庫県

153 特許 計測技研株式会社 兵庫県

154 商標 サンアロイ工業株式会社 兵庫県

155 商標 サンアロイ工業株式会社 兵庫県

156 商標 サンアロイ工業株式会社 兵庫県

157 商標 株式会社安福又四郎商店 兵庫県

158 商標 森田トレーディング株式会社 兵庫県

159 意匠 株式会社エミット 奈良県

160 意匠 株式会社エミット 奈良県

161 特許 株式会社デジメット 和歌山県

162 特許 株式会社未来機械 岡山県

163 特許 個人事業主 岡山県

164 特許 個人事業主 岡山県

165 特許 メロディ・インターナショナル株式会社 香川県

166 特許 ユケンケミカル株式会社 愛媛県

167 特許 株式会社ジェー・フィルズ 福岡県

168 特許 株式会社鷹取製作所 福岡県

169 特許 福岡丸本株式会社 福岡県

170 商標 株式会社ハーブ健康本舗 福岡県

171 商標 株式会社ハーブ健康本舗 福岡県

172 商標 株式会社ハーブ健康本舗 福岡県

173 商標 個人事業主 福岡県

174 商標 株式会社ミルヒジャパン 大分県

175 特許 株式会社ＳＵＧＡＲ　ＨＥＲＯ 鹿児島県

176 商標 本坊酒造株式会社 鹿児島県

177 商標 本坊酒造株式会社 鹿児島県

178 商標 株式会社ポイントピュール 沖縄県

179 商標 南島酒販株式会社 沖縄県
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