
1 株式会社IHI 4010601031604 航空機・同附属品製造業 航空機エンジン部品 大企業 東京都

2 旭金属工業株式会社 7130001002439 航空機・同附属品製造業 航空機エンジン部品 中小企業等 岐阜県

3
上村工業株式会社
オリックス株式会社

8120001077365
8010401006942

その他の化学工業 電子機器関連部素材 大企業 大阪府

4 ウシオ電機株式会社 1010001008651
半導体・フラットパネルディスプレイ
製造装置製造業

半導体製造装置関連部素材 大企業 兵庫県

5 株式会社ウラノ 7030001060471 航空機・同附属品製造業 航空機エンジン部品 中小企業等 長崎県

6 AGC株式会社 2010001008650 無機化学工業製品製造業 フッ化水素 大企業 千葉県

7 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 9020001066798
通信機械器具・同関連機械器具製
造業

情報通信機器 大企業 静岡県

8 株式会社ＮＳＣ 1120901025082 炭素・黒鉛製品製造業 二次電池用部素材 中小企業等 大阪府

9 株式会社エンビジョンAESCジャパン 2021001030024 電池製造業 リチウムイオンバッテリー 中小企業等 茨城県

10 大阪有機化学工業株式会社 1120001093014 有機化学工業製品製造業 高機能電子材料 大企業 石川県

11 桂化学株式会社 4021001028487 医薬品製造業 医薬品 中小企業等 神奈川県

12 川崎重工業株式会社 1140001005719 航空機・同附属品製造業 航空機エンジン部品 大企業 兵庫県

13 関西触媒化学株式会社 2120101001239 無機化学工業製品製造業 硫酸ニッケル 中小企業等 岐阜県

14 株式会社グッドマン 1180001001887 医療用機械器具・医療用品製造業 人工血管 大企業 愛知県

15 株式会社光素 4080401016121 電子デバイス製造業 光デバイス 大企業 静岡県

16 サンケン工業株式会社 8100001001087
半導体・フラットパネルディスプレイ
製造装置製造業

半導体製造装置用部素材 中小企業等 長野県

17 GSIマルロンテックス株式会社 9010501012947
製糸業，紡績業，化学繊維・ねん
糸等製造業

医療機器用部素材 大企業 神奈川県

18 株式会社ＪＯＬＥＤ 4010001161992 電子デバイス製造業 ディスプレイ 大企業 石川県

19
ジェイドルフ製薬株式会社
東京センチュリー株式会社

9160001005627
6010401015821

医薬品製造業 医薬品 大企業 沖縄県

20 株式会社ジャパンヘリウムセンター 9020001073134 無機化学工業製品製造業 ヘリウム 中小企業等 神奈川県

21
昭栄化学工業株式会社
みずほリース株式会社

6011101009270
3010401094447

その他の化学工業 ディスプレイ 大企業 福岡県

22 株式会社城洋 5140001059430 基礎素材産業用機械製造業 射出成形機用部素材 中小企業等 鳥取県

23 昭和電工ＨＤ山形株式会社 9390001009621 記録メディア製造業 ハードディスク用基板 大企業 栃木県

24 信越化学工業株式会社 5010001008680 非鉄金属第１次製錬・精製業 レアアース製品 大企業 福井県

25 住友化学株式会社 2010001071327 その他の化学工業 半導体関連部素材 大企業 大阪府

26 住友電気工業株式会社 5120001077450
その他の電子部品・デバイス・電子
回路製造業

半導体関連部素材 大企業 兵庫県

27 セントラル硝子株式会社 4250001003329 無機化学工業製品製造業 フッ化水素酸 大企業 山口県

28 第一稀元素化学工業株式会社 8120001031181 無機化学工業製品製造業 ジルコニウム化合物 大企業 島根県

29 ダイキン工業株式会社 8120001059660 有機化学工業製品製造業 フッ化水素 大企業 山口県

30 大同特殊鋼株式会社 6180001037514 金属素形材製品製造業 磁性材料粉末 大企業 愛知県

31 ダイニチ株式会社 1122001018999
非鉄金属第２次製錬・精製業（非鉄
金属合金製造業を含む）

アルミニウム関連部素材 中小企業等 岡山県

32 株式会社田中化学研究所 2210001002377 無機化学工業製品製造業 二次電池用部素材 大企業 福井県

33 ＴＡＮＩＤＡ株式会社 9220001004184 非鉄金属素形材製造業 半導体製造装置関連部素材 中小企業等 石川県

34 東芝エネルギーシステムズ株式会社 7020001121200
発電用・送電用・配電用電気機械
器具製造業

風力発電設備部品 大企業 神奈川県

35
東芝デバイス＆ストレージ株式会社
加賀東芝エレクトロニクス株式会社

8010401131278
6220001012867

電子デバイス製造業 半導体 大企業 石川県

36 東レ・ファインケミカル株式会社 9040001030158 有機化学工業製品製造業 医薬品 大企業 愛知県

37 株式会社トクヤマ 1250001009080 無機化学工業製品製造業 アルミニウム関連部素材 大企業 山口県

38 日本電子株式会社 9012801002438
半導体・フラットパネルディスプレイ
製造装置製造業

電子ビームマスク描画装置 大企業 東京都

39
日本電子材料株式会社
東京センチュリー株式会社

1140001050335
6010401015821

半導体・フラットパネルディスプレイ
製造装置製造業

半導体製造装置関連部素材 大企業 兵庫県

40 日本飛行機株式会社 1020001006613 航空機・同附属品製造業 航空機エンジン部品 大企業 神奈川県

41 株式会社藤田製作所 3180001015431 電子回路製造業 半導体関連部素材 中小企業等 愛知県

42
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
トヨタ自動車株式会社

3120001225985
1180301018771

電池製造業 車載用リチウムイオン電池 大企業 徳島県

43 株式会社フルヤ金属 8013301010956 非鉄金属第１次製錬・精製業 レアメタルリサイクル 大企業 茨城県

44 マイクロンメモリジャパン合同会社 9010001066980 電子デバイス製造業 半導体 大企業 広島県

45 有限会社丸髙工業 6120002073142 金属素形材製品製造業 半導体製造装置用部素材 中小企業等 大阪府

46 丸八株式会社 6210001003990
製糸業，紡績業，化学繊維・ねん
糸等製造業

車載用電池関連部素材 中小企業等 福井県

47 株式会社MARUWA 2180001079691 その他の窯業・土石製品製造業 半導体関連部素材 大企業 愛知県

48 三菱重工航空エンジン株式会社 7180001114849 航空機・同附属品製造業 航空機エンジン部品 大企業 長崎県

49 三菱電機株式会社 4010001008772 電子デバイス製造業 半導体 大企業 広島県

補助対象事業A （生産拠点の集中度が高い製品・部素材の供給途絶リスク解消のための生産拠点整備）

サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金
（令和２年５月公募（先行審査分除く））採択事業者一覧

No. 補助事業者名 法人番号 業種分類（小分類） 主な製品・部素材名等 企業規模
事業実施

場所
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サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金
（令和２年５月公募（先行審査分除く））採択事業者一覧

No. 補助事業者名 法人番号 業種分類（小分類） 主な製品・部素材名等 企業規模
事業実施

場所

50 株式会社三若純薬研究所 9180001025623 その他の化学工業 半導体関連部素材 中小企業等 愛知県

51 株式会社メイコー 3021001027639 電子回路製造業 電子回路 大企業 福島県

52 ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社 3190001022170 電子デバイス製造業 半導体 大企業 三重県

53 安積濾紙株式会社 9120001053101 医療用機械器具・医療用品製造業 人工呼吸器用消耗品 中小企業等 福井県

54 アルフレッサ株式会社 3010001027880 医薬品・化粧品等卸売業 物流施設 大企業 茨城県

55 安藤パラケミー株式会社 4010001036385 有機化学工業製品製造業 物流施設 中小企業等 埼玉県

56 株式会社伊藤製作所 1080101008124
計量器・測定器・分析機器・試験
機・測量機械器具・理化学機械器
具製造業

シリンジ用部素材 中小企業等 静岡県

57 宇摩製紙株式会社 6500001014554 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 マスク用部素材 中小企業等 愛媛県

58 エイブル山内株式会社 9020001022470 外衣・シャツ製造業（和式を除く） 医療用ガウン関連 中小企業等 福島県

59 株式会社エポック 6140001076086 外衣・シャツ製造業（和式を除く） 医療用ガウン関連 中小企業等 兵庫県

60 エリエールプロダクト株式会社 3500001014375 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 マスク用部素材 大企業 栃木県

61 株式会社大阪製薬 7122001012088 医薬品製造業 消毒用アルコール 中小企業等 大阪府

62 オオサキメディカル株式会社 8180001024956 外衣・シャツ製造業（和式を除く） 医療用ガウン関連 中小企業等 岐阜県

63
株式会社カネカ
ショーワグローブ株式会社

8120001059628
1140001059426

その他のプラスチック製品製造業 ディスポーザブル手袋 大企業 兵庫県

64 株式会社共和 4120001003267 その他のゴム製品製造業 マスク用部素材 中小企業等 大阪府

65 株式会社黒雲製作所 6100001017580 その他の繊維製品製造業 サージカルマスク 中小企業等 長野県

66 株式会社ケイズ 3220001015162
化粧品・歯磨・その他の化粧用調
整品製造業

消毒用アルコール 中小企業等 石川県

67 健栄製薬株式会社 9120001078916 医薬品製造業 消毒用アルコール 中小企業等 三重県

68 広陵化学工業株式会社 1150001012697 その他のプラスチック製品製造業 PCR検査機器用消耗品 中小企業等 奈良県

69 興和株式会社 1180001035811 医薬品製造業 消毒用アルコール 大企業 静岡県

70
小林製薬株式会社
仙台小林製薬株式会社

4120001077402
3370001017532

医薬品製造業 消毒用アルコール等 大企業 宮城県

71 サラヤ株式会社 5120001009783 医薬品製造業 消毒用アルコール 中小企業等 茨城県

72 株式会社サン.フーズ 9090001009107 医薬品製造業 消毒用アルコール 中小企業等 山梨県

73 三栄製薬株式会社 9010901004395 医薬品製造業 消毒用アルコール 中小企業等 長野県

74 有限会社三栄プレス 9180002078579 外衣・シャツ製造業（和式を除く） 医療用ガウン関連 中小企業等 愛知県

75 サンエムパッケージ株式会社 9080001013398 その他の繊維製品製造業 サージカルマスク 中小企業等 静岡県

76 株式会社山洋 8120101030876 医療用機械器具・医療用品製造業 PCR検査機器用消耗品 中小企業等 大阪府

77 株式会社歯愛メディカル 7220001009185 各種商品卸売業 物流施設 中小企業等 石川県

78 株式会社ジェイ・エム・エス 5240001004384 医療用機械器具・医療用品製造業 医療用注射針 大企業 広島県

79
JS物流株式会社
清和海運株式会社

8020001073317
1080001008463

倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 物流施設 中小企業等 山梨県

80 四国紙販売株式会社 9500001014329 その他の繊維製品製造業 マスク用部素材 中小企業等 愛媛県

81 ジャパンメディック株式会社 4230001001301 医薬品製造業 医薬品 中小企業等 富山県

82 JUKI株式会社 8013401006169 外衣・シャツ製造業（和式を除く） 医療用ガウン関連 大企業 栃木県

83 株式会社翔栄 3070001013446 その他の繊維製品製造業 サージカルマスク 中小企業等 群馬県

84 シンワ株式会社 3500001014672 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 マスク用部素材 中小企業等 愛媛県

85 信和アルコール産業株式会社 1010001065214 その他の化学工業 消毒用アルコール 大企業 兵庫県

86 鈴江コーポレーション株式会社 7020001027166 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 物流施設 中小企業等 神奈川県

87 住友ゴム工業株式会社 6140001008691 その他のゴム製品製造業 医療用注射剤のゴム栓 大企業 兵庫県

88
積水成型工業株式会社
株式会社伊賀産業

6120001059654
3190001008970

プラスチック板・棒・管・継手・異形
押出製品製造業

マスク用部素材 大企業 三重県

89 大化工業株式会社 4120001150027 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 マスク用部素材 中小企業等 大阪府

90 大同化成工業株式会社 6120001050068 その他の化学工業 消毒用アルコール 中小企業等 大阪府

91 高杉製薬株式会社 8290001014483 無機化学工業製品製造業 消毒用アルコール 中小企業等 福岡県

92 タカラバイオ株式会社 1160001002490 医薬品製造業 検査試薬 大企業 滋賀県

93 玉川衛材株式会社 3010001022031 医薬品製造業 消毒用アルコール等 中小企業等 千葉県

94 知多産業運輸株式会社 9180301006224 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 物流施設 中小企業等 神奈川県

95 中外医薬生産株式会社 5190001008548 医薬品製造業 消毒用アルコール 中小企業等 三重県

96 帝人フロンティア株式会社 8110001024987 外衣・シャツ製造業（和式を除く） 医療用ガウン関連 大企業 愛媛県

97 株式会社手原産業倉庫 2160001015649 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 物流施設 中小企業等 大阪府

98 テルモ株式会社 3011001015116 医療用機械器具・医療用品製造業 輸液剤 大企業 静岡県

補助対象事業B（国民が健康な生活を営む上で重要なものの生産拠点等の整備）
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サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金
（令和２年５月公募（先行審査分除く））採択事業者一覧

No. 補助事業者名 法人番号 業種分類（小分類） 主な製品・部素材名等 企業規模
事業実施

場所

99
東洋埠頭株式会社
東京センチュリー株式会社

7010001034865
6010401015821

倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 物流施設 中小企業等 大阪府

100 東洋紡株式会社 2120001059666
製糸業，紡績業，化学繊維・ねん
糸等製造業

マスク用部素材 大企業 山口県

101 永井撚糸合資会社 9180003011506 その他の繊維製品製造業 マスク用部素材 中小企業等 愛知県

102 株式会社西浦化学 8180301011217 その他の繊維製品製造業 検体採取スワブ 中小企業等 三重県

103 日興製薬株式会社 2200001012146 医薬品製造業 消毒用アルコール 大企業 岐阜県

104
日精株式会社
東京センチュリー株式会社

2120001059674
6010401015821

繊維品卸売業（衣服，身の回り品
を除く）

医療用ガウン関連 中小企業等 兵庫県

105 日本コルマー株式会社 9120001093188
化粧品・歯磨・その他の化粧用調
整品製造業

消毒用アルコール等 中小企業等 広島県

106
ハクゾウメディカル株式会社
ハクゾウメディカルテクノス株式会社

4120001087129
2120001087130

医薬品製造業 消毒用アルコール 中小企業等 福島県

107 万協製薬株式会社 9190001010896 医薬品製造業 医薬品 中小企業等 三重県

108 広容株式会社 6240001009647 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 マスク用部素材 中小企業等 山口県

109 深江化成株式会社 8140001005282 工業用プラスチック製品製造業 PCR検査機器用消耗品 中小企業等 兵庫県

110 富岳通運株式会社 7090001007450 一般貨物自動車運送業 物流施設 中小企業等 山梨県

111 富士化学工業株式会社 5230001004848 医薬品製造業 物流施設 中小企業等 富山県

112 フジパック株式会社 6150001013336
その他のパルプ・紙・紙加工品製
造業

医療用ガウン関連 中小企業等 奈良県

113 武州運輸倉庫株式会社 2011701006943 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 物流施設 大企業 埼玉県

114 フタバ産商株式会社 1180001054349 外衣・シャツ製造業（和式を除く） 医療用ガウン関連 中小企業等 岐阜県

115 船橋株式会社 4180001032533 その他のゴム製品製造業 医療用ガウン関連 中小企業等 愛知県

116 ブレンディックス株式会社 1140001075175 その他の化学工業 消毒用アルコール 中小企業等 兵庫県

117 平和メディク株式会社 4200001025113 他に分類されない製造業 検体採取スワブ 中小企業等 岐阜県

118 北陸ウェブ株式会社 6220001017800 その他の繊維製品製造業 マスク用部素材 中小企業等 石川県

119 前田工繊株式会社 6210001003710 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 マスク用部素材 大企業 滋賀県

120 株式会社マサノ 1500001014798 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 マスク用部素材 中小企業等 愛媛県

121 株式会社マヤ 3480001005179 外衣・シャツ製造業（和式を除く） 医療用ガウン関連 中小企業等 徳島県

122
丸全昭和運輸株式会社
昭和物流株式会社

8020001028881
5020001075398

一般貨物自動車運送業 物流施設 大企業 神奈川県

123 三井化学株式会社 4010401052081
プラスチック板・棒・管・継手・異形
押出製品製造業

マスク用部素材 大企業 三重県

124 三菱製紙株式会社 8010001008769 その他の化学工業 消毒用アルコール 大企業 京都府

125 三菱倉庫株式会社 8010001034947 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 物流施設 大企業 大阪府

126 ミドリ久慈衣料株式会社 1400001007936 外衣・シャツ製造業（和式を除く） 医療用ガウン関連 中小企業等 岩手県

127 株式会社ミノウラ 7010601015967 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 マスク用部素材 中小企業等 石川県

128 有限会社宮田倉庫 9090002003059 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 物流施設 中小企業等 山梨県

129 明星産商株式会社 3490001002134
化粧品・歯磨・その他の化粧用調
整品製造業

消毒用アルコール 中小企業等 岡山県

130 明利酒類株式会社 8050001002652 医薬品製造業 消毒用アルコール 中小企業等 茨城県

131
株式会社メディテックジャパン
三井住友ファイナンス＆リース株式会社

7120001090798
5010401072079

医療用機械器具・医療用品製造業 医療用ガウン関連 中小企業等 三重県

132 株式会社メテク 4030001059962 医療用機械器具・医療用品製造業 シリンジ用部素材 大企業 埼玉県

133 森常株式会社 6220001017841 その他の繊維製品製造業 マスク用部素材 中小企業等 石川県

134 山田製薬株式会社 3010601024724
化粧品・歯磨・その他の化粧用調
整品製造業

消毒用アルコール 大企業 茨城県

135
大和川ポリマー株式会社
三井住友ファイナンス＆リース株式会社

1120001025652
5010401072079

プラスチックフィルム・シート・床材・
合成皮革製造業

医療用ガウン関連 中小企業等 奈良県

136 株式会社ユニシス 1011501009197 医療用機械器具・医療用品製造業 人工呼吸器用消耗品 中小企業等 北海道

137 ユニチカ株式会社 8140001051822 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 医療用ガウン関連 中小企業等 岐阜県

138 ライオンケミカル株式会社 5170001007353 その他の化学工業 消毒用アルコール 中小企業等 和歌山県

139 リバテープ製薬株式会社 4330001010515 医薬品製造業 消毒用アルコール等 中小企業等 熊本県

140 株式会社ワールドインダストリーニット 6100001017044 外衣・シャツ製造業（和式を除く） 医療用ガウン関連 中小企業等 長野県

141 株式会社ワールドインダストリーファブリック 6350001009396 外衣・シャツ製造業（和式を除く） 医療用ガウン関連 中小企業等 岡山県

142 和田精工株式会社 2120101007847 工業用プラスチック製品製造業 シリンジ用部素材 中小企業等 和歌山県

143
株式会社石橋製作所
九州イオン窒化センター株式会社

5290801014306
1290001048620

一般産業用機械・装置製造業 風力発電設備部品 中小企業等 福岡県

144
久野金属工業株式会社
株式会社マイクロリンク

5180001014373
5180001040816

自動車・同附属品製造業 電気自動車関連部素材 中小企業等 愛知県

145
多摩冶金株式会社
株式会社 DAIKO TOOL

6012801002936
8290801007042

航空機・同附属品製造業 航空機エンジン部品 中小企業等 東京都

146

株式会社ワールド山内
株式会社キメラ
札幌エレクトロプレイティング工業株式会社
株式会社 池田熱処理工業

9430001018147
9430001056642
1430001019706
9430001001268

航空機・同附属品製造業 航空機エンジン部品 中小企業等 北海道

補助対象事業C（補助対象事業Aに該当し、複数の中小企業等のグループによる共同事業）
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