
■平成30年度
No. 記者発表日 企業名等 国籍 業務内容、認定事業計画等

1 2018.5.30 ヤマハ発動機株式会社 日本
・ロボティクス領域の先行開発、知能化・IT領域の技
術活用・ビジネス提案等

2 2018.5.31 日本天脈科技株式会社 中国
・熱伝導シート、粘着剤、断熱材等の熱伝導材の製
造・販売

3 2018.6.8 旭和株式会社 中国
・真空ベルト脱水機及び関連設備と部品の販売、技
術コンサルティング、アフターサービス

4  2018.7.9 ＦＰＴジャパン株式会社 ベトナム 

・ソフトウェア開発、ITサービスの提供（AI、IoT、ロボ
ティック・プロセス・オートメーション（RPA)等の最新テク
ノロジーサービス、アプリケーションの開発・運用・マイ
グレーションサービス、CAD/CAE・IC設計　など）

5 2018.8.7 TNO JAPAN株式会社 オランダ
・自動車関連技術（自動運転関連技術及びCO2削減
関連技術を含む）等の分野における技術開発、試験
及び研究等

6  2018.8.22 リゾートトラスト株式会社 日本 ・ホテルの新設
7 2018.8.22 株式会社アマノ 日本 ・事務所の新設

8 2018.11.20
スコットベーダー・ジャパ
ン株式会社

英国
・接着剤、ポリマー等化学品の輸出入、販売、技術サ
ポート

9 2019.1.31 OMEGA AIR合同会社 スロベニア
・圧縮空気浄化機器及びそれに関連する部品の製
造・流通・購入・販売・附帯する一切の事業

10 2019.3.25
EISENMANN　JAPAN株
式会社

ドイツ
・自動車、工業用の塗装機器・装置の製造、販売及
びエンジニアリングサービスの提供

 
■平成29年度
No. 記者発表日 企業名等 国籍 業務内容、認定事業計画等
1 2017.7.21 株式会社NTQジャパン ベトナム ・ソフトウェア開発、ITサービス等
2 2017.8.7 株式会社崎陽軒 日本 ・工場設備の新設（償却資産）

3 2017.8.7
キャタピラージャパン合
同会社

日本 ・本社の設置

4 2017.8.7 株式会社サンリック 日本 ・本社及び工場等の新設

5 2017.9.6 CMC Japan株式会社 ベトナム
・システムインテグレ―ションサービス、ソフトウェア
サービス、テレコムサービス及び製品生産・販売

6 2017.9.29
オレンジサイエンス合同
会社

米国 ・ライフサイエンス分野の分析機器開発・製造・販売

7 2017.10.12
日本シーペックス株式会
社

ドイツ
・一軸ネジ（スクリュー）ポンプの開発、輸入、製造およ
び販売

8 2017.11.29 株式会社村田製作所 日本 ・研究開発拠点の新設
9 2017.11.29 ぴあ株式会社 日本 ・大型音楽アリーナの新設
10 2017.11.29 株式会社ＩＨＩ 日本 ・研究所の新設
11 2017.11.29 三波工業株式会社 日本 ・工場の増設
12 2017.11.29 株式会社エクサ 日本 ・本社の設置

13 2018.1.11
swissQprint Japan株式
会社

スイス
・業務用大判プリンターの輸入販売、保守、消耗品の
販売

14 2018.1.24 AIC VIETNAM横浜支店 ベトナム
・日本企業及びベトナム企業向け各種コンサルティン
グサービスの提供

15 2018.1.26
Ben's Cookies Japan株
式会社

英国 ・クッキーの製造・販売

16 2018.1.30
EOS Electro Optical
Systems Japan株式会

ドイツ
・３Ｄプリンター販売、ソリューション提供、マーケティン
グ業務

17 2018.3.20
日本パルフィンガー株式
会社

オーストリア ・油圧式クレーンの製造・販売

18 2018.3.26
DELO工業接着剤株式
会社

ドイツ ・工業用接着剤輸入、販売、テクニカルサポート等

19 2018.3.26
ハルターマン・カーレス・
ジャパン合同会社

 ドイツ
・自動車開発用、エンジン認証用、レース用カスタマイ
ズ高性能燃料、産業用再生可能オイル輸入・販売

20 2018.4.24 テクノ菱和株式会社 日本 ・研究所、事務所の新設
21 2018.4.24 旭硝子株式会社 日本 ・研究棟の新設

22 2018.4.24
株式会社Ｔ・Ｙホール
ディングス

日本 ・ホテルの新設

23 2018.4.24
日立オートモティブシス
テムズ株式会社

日本 ・本社等の設置

24 2018.4.24
ジャパン マリンユナイ
テッド株式会社

日本 ・本社等の設置



■平成28年度
No. 記者発表日 企業名等 国籍 業務内容、認定事業計画等
1 2016.８.17 日本たばこ産業株式会 日本 ・研究所の新設

2 2016.８.17
日本ＫＦＣホールディン
グス株式会社

日本 ・本社の設置

3 2016.10.31
デュララテクノロジーズ
ジャパン株式会社

米国
・ダイヤモンドコーティング装置製造販売及び受託コー
ティング

4 2016.12.15 日立化成株式会社 日本 ・研究所、工場の新設

5 2017.3.21
ゼット・エフ・ジャパン株式
会社

ドイツ ・本社の設置

6 2017.3.27 ECI JAPAN株式会社 米国 ・半導体薬液システムの販売・保守

7 2017.3.27 マイネッティ（韓国)社 韓国
・アパレルディスプレイや家庭用のハンガー製造、流
通、販売

8 2017.3.27
ヘルマ・マテリアルズ・
ゲーエムベーハー

ドイツ
・光学材料として用いられる単結晶の開発、製造及び
販売

9 2017.４.25
株式会社コーエーテクモ
ゲームス

日本 ・本社、ライブハウス型ホールの新設

10 2017.４.25 京浜急行電鉄株式会社 日本 ・本社の新設
11 2017.４.25 中外製薬株式会社 日本 ・研究所（重点産業の事業分野）の新設
12 2017.４.25 株式会社ユーグレナ 日本 ・研究所（重点産業の事業分野）の新設

13 2017.４.25
千歳自動車工業株式会
社

日本 ・工場の新設

14 2017.４.25
株式会社エスクリエイ
ティブ

日本 ・工場の新設

■平成27年度
No. 記者発表日 企業名等 国籍 業務内容、認定事業計画等

1 2015.4.23 株式会社ハロマ 韓国
・フリーマーケット（中古販売）のモバイルアプリ「ハロマ
hellomarket」開発、管理運営

2 2015.4.23 SORAA日本オフィス 米国 ・LED照明ランプの輸入、販売

3 2015.7.22
株式会社AOKIホール
ディングス

日本 ・本社の新設

4 2015.7.22 シュマルツ株式会社 ドイツ ・本社の新設

5 2015.7.22
株式会社コスメナチュラ
ルズ

日本 ・工場・研究所の新設

6 2015.7.22 鶴見臨港鉄道株式会社 日本 ・賃貸用研究所の新設
7 2015.7.22 株式会社トーコン 日本 ・工場の新設

8 2015.7.22
JXビジネスサービス株式
会社

日本 ・本社等の設置

9 2015.9.29
グローバル・エムアール
オー・ジャパン株式会社

米国 ・日本製機械部品（MRO部品）の調達及び輸出入

10 2015.11.19
東レエンジニアリング株
式会社

日本 ・オープンイノベーション推進拠点の新設

11 2015.11.25 株式会社資生堂 日本 ・研究所の新設

12 2015.11.25
日清オイリオグループ株
式会社

日本 ・研究所の新設

13 2015.11.25
株式会社ピー・エス・コー
プ

日本 ・本社等の設置

14 2015．12.18
スピンワークス　インター
ナショナル　コーポレー
ション　ジャパン

米国 ・シリコンカーバイド製省エネ部品の販売

15 2016.1.7 長城日本技研株式会社 中国 ・自動車及び自動車関連部品の研究開発

16 2016.1.7
アバントテクノロジー・イン
ク

台湾
・EDAツール及び半導体IPのライセンス販売に関する
顧客サポート等

17 2016.3.4 Society Japan株式会社 韓国 ・ゲーム機器及びソフトウェアの開発・販売

18 2016.4.21 日産自動車株式会社 フランス
・工場の設備の新設
・新型エンジン・ユニット部品の生産ライン（償却資産）

19 2016.4.21 コモタ株式会社 日本 ・本社等の設置



■平成26年度
No. 記者発表日 企業名等 国籍 業務内容、認定事業計画等
1 2014.4.16 株式会社ＰＦＵ 日本 ・本社等の設置
2 2014.4.16 オーケー株式会社 日本 ・本社の新設
3 2014.4.16 日産自動車株式会社 フランス ・生産設備の増強

4 2014.5.29
MOONS' INDUSTRIES
JAPAN株式会社

中国
・生産自動化分野のモータ・モータドライバ及び関連
製品の販売、テクニカルサポート等

5 2014.5.29 TELETEK株式会社 中国
・通信ネットワークに関するインフラサービス、携帯電
話などの無線通信に関する、インフラ設計・構築業務

6 2014.7.17
株式会社センサータ・テ
クノロジーズ ジャパン

米国 ・本社等の設置

7 2014.7.17
エイボン・プロダクツ株式
会社

日本 ・本社等の設置

8 2014.8.4
CETECOMジャパン株式
会社

ドイツ
・通信機器等の試験サービス、各国認証取得サービ
ス

9 2014.8.4 ユテクジャパン株式会社 ドイツ
・溶接・溶射の材料及び装置の輸入販売、耐摩耗プ
レートの製造、並びにそれらを用いた修理コンサルタン
ト・工事施工

10 2014.9.25
B&R Industrial
Automation 株式会社

オーストリア
・自動化及びプロセス制御技術に関するソフトウェア・
ハードウェアの開発、輸入、販売、マーケティング等

11 2014.11.04
アイコンジャパン株式会
社

ドイツ
・光学測定システム、システム周辺機器及びソフトウェ
アに関するマーケティング業務並びに販売促進・輸出
入。日本国内における顧客・パートナーに対する技術

12 2014.11.04
エクセル・インダストリア
ル・ジャパン株式会社

フランス
・自動車の塗装アトマイザーロボット等、産業用・農業
用の塗布技術に特化した製品の輸入、販売、アフター
サービス等

13 2014.11.10
日本三商フードサービス
株式会社

台湾 ・飲食店の国内展開

14 2014.11.26 澁澤倉庫株式会社 日本 ・倉庫業、運輸業、不動産業

15 2014.11.26 癸巳化成株式会社 日本
・食品用色素、化粧品用色素、医薬品及び医薬部外
品用色素、その他酸性染料の製造及び販売等

16 2014.11.26 株式会社南武 日本
・金型用油圧シリンダ及び重工業向けロータリージョイ
ントの設計・製造・販売等

17 2015.1.8 株式会社HZO JAPAN 米国 ・電子機器向け防水技術の提供
18 2015.2.4 JXオーシャン株式会社 日本 ・海上運送事業
19 2015.2.4 株式会社モバイルテクノ 日本 ・移動体通信の設計、開発
20 2015.2.4 東京計装株式会社 日本 ・流量計・液面計の製造・販売・保守
21 2015.2.4 テネコジャパン株式会社 米国 ・自動車部品等の製造、輸出入及び販売　等


