
J-LOP 交付決定事業者一覧（2015年3月末時点）を公表しました【プロモーション支援】

お知らせ

「ジャパン・コンテンツ　ローカライズ＆プロモーション支援助成金(J-LOP)」では、
2013年3月公募開始から2015年3月末までに、「ローカライズ支援」「プロモーション支援」合わせて
3,815件の事業に対し、交付が決定しております。

上記期間において、本助成金のプロモーション支援の交付決定を受けた事業者を
下記の通り、公表致しましたのでお知らせ申し上げます。
（以下、順不同）

1st PLACE株式会社 株式会社テレビ新広島

有限会社69′nersFILM 株式会社テレビ西日本

AATJ株式会社 株式会社テレビ朝日

Ajinomoto Vietnam Co., Ltd. 株式会社テレビ東京

株式会社ART OF COMMUNITY 株式会社テレビ東京コミュニケーションズ

株式会社AYA 株式会社テレビ北海道

合同会社azix 株式会社トーセ

株式会社ＢＡＪ 株式会社トーハン

BANDAI NAMCO Games Europe S.A.S. 株式会社トキオ･ゲッツ

BANDAI NAMCO Games France S.A.S. 株式会社トムス･エンタテインメント

BANDAI NAMCO Games Germany GmbH 株式会社ドリームキッド

BANDAI NAMCO Games Iberica S.A. 株式会社トリクスタ

BANDAI NAMCO Games Nordic AB 株式会社ドワンゴ

BANDAI NAMCO Games Taiwan Ltd. 株式会社ニコシス

BANDAI NAMCO Games UK Ltd. 株式会社ニューピープルワールド

株式会社BARKS 株式会社パークスジャパン

BASE合同会社 株式会社バーディハウス

株式会社BIGFACE ハートツリー株式会社

株式会社BIRDMAN 有限会社パールネット

bonjin_records ハイパージャパン株式会社

Canon Singapore Pte Ltd. 株式会社パシフィックボイス

株式会社CBCテレビ 株式会社ハッツアンリミテッド

株式会社CRAFTS&MEISTER 株式会社バッドニュース

DAISUKI株式会社 株式会社パディハウス

株式会社DECCI パナソニック株式会社

EDP graphic works株式会社 株式会社ハピネット

株式会社F1メディア 株式会社パワーアイ

株式会社FMF 株式会社パン･パシフィック･エンタテインメント

GMOインターネット株式会社 株式会社バンダイ

GMOメディア株式会社 株式会社バンダイナムコゲームス

株式会社gumi バンダイビジュアル株式会社

株式会社IDA 株式会社ピアラ

株式会社IMAGICA ピー･アンド･エー･エンタテインメント株式会社

Initial Film株式会社 株式会社ぴえろ

　J-LOP助成金申請システム

新規登録はコチラ

J-LOP　申請システム
利用マニュアル

ログイン

募集要項 New!!
（必ずお読み下さい）
2014.4.10 updated

「日本ブームの創出」
に資する施策例 New!!
2014.4.13 updated

外注と委託の違いについ
て理解していますか？
New!!
2014.4.7 updated

とりまとめ出展の場合の
特例について New!!
2014.4.7 updated

海外事業者の申請につい
て New!!
2014.5.13 updated

国内見本市・イベント
適用要項(主催者向け)
2014.4.15 updated

J-LOPとは 個別相談会 各種書類ガイド 支援事例 FAQ ENGLISH
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株式会社Journal Entertainment Tribute 株式会社ピクス

株式会社JTBコーポレートセールス ビクターミュージックアーツ株式会社

株式会社JTBコミュニケーションズ 株式会社ピクチャーズデプト

株式会社JTB九州 株式会社ヒップランドミュージックコーポレーション

株式会社K･HOUSE 株式会社ビリビリ

株式会社KADOKAWA 株式会社ファーンウッド

株式会社kansai Collection 株式会社フィル

KLab株式会社 フーリンラージ合同会社

KOKUYO VIETNAM TRADING Co.,Ltd. 株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント

Konami Digital Entertainment B.V. 株式会社フォルムス

Konami Digital Entertainment, Inc. 株式会社フジクリエイティブコーポレーション

株式会社LA DITTA 株式会社フジテレビジョン

株式会社MAGES. 株式会社ブシロード

Maison910株式会社 フタバ株式会社

makoto office 株式会社フライアウト企画

Marvelous USA, Inc. 株式会社ブリヂストン

合同会社 MONJU市 株式会社ブレイン

MTV Networks Japan株式会社 株式会社ブレインワークス

Muginoho International Inc. 株式会社フレーベル館

特定非営利活動法人MultipleTap 株式会社ブレーンバスターズ

株式会社NamedAfterBy 株式会社プロダクション･アイジー

NBCユニバーサル･エンターテイメントジャパン合
同会社

株式会社プロダクションリード

株式会社NHK エンタープライズ 株式会社フロムイエロートゥオレンジ

株式会社NHK出版 株式会社ブロンズ新社

NHN PlayArt株式会社 株式会社ポケモン

Nintendo France S.A.R.L. 株式会社ほけんの110番

NPOアジアMANGAサミット運営本部 有限会社ポッションエッズ

有限会社NTアソシエイツ 株式会社ポニーキャニオン

株式会社Ordet 株式会社ホビージャパン

株式会社PPM 株式会社ホビーストック

PT SHARP Electronics Indonesia 株式会社ポプラ社

PT. GLICO INDONESIA 株式会社ボルテージ

RCGF有限責任事業組合 株式会社ホワイト･ノーツ

RKB毎日放送株式会社 株式会社ボンズ

Samantha Thavasa China Limited 株式会社マーベラス

SGホールディングス株式会社 有限会社マーメイドフィルム

株式会社SOFT CONTENTS MANAGEMENT 株式会社マインドワークス･エンタテインメント

株式会社STAND マキシースタイル株式会社

STEPHANIE HONDA 株式会社マックアンドサンク

株式会社TBSテレビ マルカン酢株式会社

THATI MEDIA株式会社 株式会社マルニ木工

株式会社ＴＭエンタテインメント 一般社団法人ミュージックコープ

株式会社TNC 株式会社ムービック

TOKYO DESIGN WEEEK 株式会社 株式会社ムービック・プロモートサービス

株式会社Tokyo Otaku Mode 株式会社ムトーフィギュアワールド

Toyota Motor Asia Pacific Pte Ltd メゾンエオブジェーパリ ジャパンクリエイション実行
委員会



株式会社TTNコーポレーション 株式会社メディア総合研究所

TYCompany合同会社 株式会社メディクリエ

合同会社Us from U メモリーテック株式会社

VNIT株式会社 合同会社モジャーレコード

株式会社WOWOW 一般社団法人モバイル･コンテンツ･フォーラム

ZARIGANI$ 株式会社モブキャスト

株式会社Zeppライブ 株式会社モブキャストグローバル

ZIPANG Holdings株式会社 ヤンマー株式会社

株式会社アーシュ･ツジグチ 株式会社ユー･エス･ジェイ

特定非営利活動法人アートアンドアーキテクトフェ
スタ

ユーマ株式会社

株式会社アートスケープ 公益財団法人ユニジャパン

株式会社アールグレイフィルム 株式会社ユミカツラインターナショナル

株式会社アイグリッツ 株式会社よしもとクリエイティブ･エージェンシー

株式会社アクティブゲーミングメディア 株式会社ラグインターナショナルミュージック

アサクラアンドカンパニー有限会社 株式会社ランティス

株式会社アサツーディ・ケイ 有限会社リズミックキーブ

アスミック･エース株式会社 株式会社ルートワン･パワー

アソビシステム株式会社 株式会社レインボーエンタテインメント

アソビモ株式会社 ワーナーエンターテイメントジャパン株式会社

アッシュ･ペー･フランス株式会社 株式会社ワールドフォトプレス

株式会社アットマン 株式会社ワタナベエンターテインメント

株式会社アップライツ 有限会社ワンダーグラウンド･ミュージック

株式会社アドギルド･ジャパン ワンダープラネット株式会社

株式会社アトラス 株式会社医学書院

株式会社アニプレックス 井上淳之

株式会社アニマックスブロードキャスト･ジャパン 株式会社映像新聞社NAB日本代表事務所

株式会社アニメイト 株式会社円谷プロダクション

株式会社アマナ 遠藤恵＋（Smile for Nippon）

株式会社アミューズ 特定非営利活動法人横浜スポーツコミュニケーションズ

アライド･ブレインズ株式会社 一般財団法人音楽産業･文化振興財団

アリティヴィー株式会社 株式会社角川メディアハウス

株式会社アンバランス 株式会社学研マーケティング

株式会社アンビション 株式会社学研教育出版

株式会社アンフィックスエンターテイメント 関西テレビ放送株式会社

株式会社アンリアレイジ 関田 浩司

株式会社イータレントバンク 宜得利家居股有限公司

イレブンアーツ･ジャパン合同会社 特定非営利活動法人吉備野工房ちみち

株式会社イレブングラフィックス 株式会社宮城テレビ放送

株式会社インクストゥエンター 学校法人京都情報学園 京都情報大学院大学

株式会社イングラム 公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー

株式会社インザイエロー 株式会社京都放送

株式会社インジェスター 株式会社響

インターナショナルアーティストエージェンシー合
同会社

近畿日本ツーリスト株式会社

株式会社インテグラルヴィジョン 九州朝日放送株式会社

株式会社イントゥ 賢者

インプリメント株式会社 株式会社光文社



有限会社ヴィレッジアゲインアソシエイション 広島テレビ放送株式会社

株式会社エイチ･アイ･エス 株式会社広島ホームテレビ

エイベックス･ヴァンガード株式会社 広島県

エイベックス･エンタテインメント株式会社 株式会社講談社

エイベックス･グループ･ホールディングス株式会社 高岡伝統産業青年会

エイベックス･ライヴ･クリエイティヴ株式会社 高知さんさんテレビ株式会社

株式会社エー･ティー･エックス 一般社団法人国際ドラマフェスティバル協議会

エートーキョー株式会社 一般社団法人国際技術交流協会

エグジットチューンズ株式会社 彩音インターナショナル株式会社

株式会社エクシング･ミュージックエンタテイメン
ト

札幌テレビ放送株式会社

株式会社エスピーオー 三井物産株式会社

エヌ･ティ･ティ･ソルマーレ株式会社 株式会社三越伊勢丹ホールディングス

株式会社エムオン･エンタテインメント 三原賢治

株式会社エムシーキャビン音楽出版 三重テレビ放送株式会社

エムズファクター株式会社 株式会社三菱ケミカルホールディングス

有限会社エンデバーエンターテイメント 三菱自動車工業株式会社

有限会社オープンセサミ 三菱電機株式会社

株式会社オーム社 山口放送株式会社

株式会社オズエンタテイメント 株式会社山本寛斎事務所

株式会社オッケー･パブリッシング 山陽放送株式会社

オフィス･アッシュ 四国放送株式会社

オマガアクト合同会社 一般社団法人次世代放送推進フォーラム

オムロン株式会社 株式会社鹿児島讀賣テレビ

オリックス株式会社 株式会社手塚プロダクション

株式会社オン･ザ･ライン 株式会社重松デザイン事務所

株式会社ガイナックス 一般社団法人出版文化国際交流会

株式会社カプコン 株式会社小学館集英社プロダクション

株式会社カミオジャパン 松竹株式会社

株式会社カラーバード 株式会社新潟放送

カルピス株式会社 株式会社新潮社

カンロ株式会社 森ビル株式会社

ギャガ株式会社 株式会社神戸製鋼所

キヤノン株式会社 株式会社杉元

一般社団法人キャラクターブランド･ライセンス協
会

株式会社杉友

株式会社ギャンビット 清水建設株式会社

キユーピー株式会社 株式会社西武ホールディングス

有限会社キリンジ 青森朝日放送株式会社

キングレコード株式会社 株式会社仙台放送

一般社団法人キンダー･フィルム 一般社団法人全国地域映像団体協議会

株式会社クール･ジャパン 一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟

株式会社クオラス 株式会社創通

株式会社グッドスマイルカンパニー 学校法人早稲田電子学園 東京デザインテクノロジーセ
ンター専門学校

株式会社クボタ 株式会社太陽インダストリーアフリカ

株式会社グラフネットワーク 株式会社台湾鐘紡化粧品



株式会社クラブハウス 台湾本田股有限公司

グリー株式会社 公益財団法人大阪観光コンベンション協会

株式会社クリーク･アンド･リバー社 大塚製薬株式会社

株式会社クリエイティブマックス 大和ハウス工業株式会社

クリプトンフューチャーメディア株式会社 第一生命保険株式会社

株式会社クレイ 中京テレビ放送株式会社

株式会社コーエーテクモゲームス 株式会社中国放送

有限会社ゴールド･ビュー 学校法人中込学園東洋美術学校

株式会社コスパ 中野良子

株式会社コトブキソリューション 朝日放送株式会社

株式会社コナミデジタルエンタテインメント 鳥取県

コピーライツアジア株式会社 株式会社帝国ホテル

株式会社コプメ企画 株式会社電通

コベルコビジネスサポート株式会社 株式会社電通テック

株式会社コミックス･ウェーブ･フィルム 渡邉 千恵

株式会社コルク 土肥武史

株式会社ゴンゾ 東レ株式会社

株式会社サーティ･フレーム 東映株式会社

有限会社サード･ストーン･フロム･ザ･サン 東映アニメーション株式会社

サイバーステップ株式会社 東海テレビ放送株式会社

一般財団法人さっぽろ産業振興財団 株式会社東急モールズデベロップメント

株式会社サニーサイドアップ 株式会社東京No.1

有限会社サンマモルワイナリー 特定非営利活動法人東京TVフォーラム

株式会社サンリオファーイースト 株式会社東京ビジネスパートナーズ

サン電子株式会社 特定非営利活動法人東京フィルメックス実行委員会

シイ･アソシエイツ 株式会社 株式会社東京音協

株式会社ジーコ 合同会社 東京新美術

株式会社ジーユークリエイティヴ 株式会社東京物産展

株式会社ジェイエデュケーション 株式会社東京放送ホールディングス

株式会社ジェンコ 東芝ライフスタイル株式会社

株式会社シネマインパクト 株式会社東日本放送

株式会社シフトブレイン 東日本旅客鉄道株式会社

シャープ株式会社 東武タワースカイツリー株式会社

株式会社ジャグラー 東宝株式会社

特定非営利活動法人ジャパン･フィルムコミッショ
ン

株式会社東北新社

株式会社ジャパンコンテンツトレーディング 東洋化成株式会社

株式会社ショウゲート 株式会社東洋館出版社

株式会社シルク 株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズ

スカパーJSAT株式会社 株式会社読売テレビエンタープライズ

株式会社スクウェア･エニックス 株式会社読売広告社

スケールアウト株式会社 南海放送株式会社

株式会社スター･ゲイト 特定非営利活動法人日印国際産業振興協会

株式会社スタイリングライフ･ホールディングス
BCLカンパニー

日活株式会社

株式会社スタジオジブリ 株式会社日経BP

株式会社スタジオビビッド 特定非営利活動法人日中友好映画祭実行委員会

株式会社スタジオフェイク 日本BS放送株式会社



戻る

株式会社スピードスター･ミュージック 株式会社日本アドシステムズ

スフィア･グローカル株式会社 日本アニメーション株式会社

株式会社スペースシャワーネットワーク 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟

株式会社スマイルブーム 日本コロムビア株式会社

株式会社セガ 日本テレビ放送網株式会社

株式会社セガネットワークス 一般社団法人日本ライセンシング･ビジネス協会

株式会社セキグチ 一般社団法人日本レコード協会

株式会社セディックインターナショナル 一般社団法人日本音楽事業者協会

株式会社セブンシーズミュージック 一般社団法人日本音楽出版社協会

ソニー株式会社 一般社団法人日本音楽制作者連盟

株式会社ソニー･クリエイティブプロダクツ 日本海テレビジョン放送株式会社

株式会社ソニー･コンピュータエンタテインメント 一般社団法人日本国際児童図書評議会

株式会社ソニー･ミュージックアーティスツ 日本出版貿易株式会社

株式会社ソニー･ミュージックエンタテインメント 一般社団法人日本書籍出版協会

株式会社ソニー･ミュージックコミュニケーション
ズ

一般社団法人日本商品化権協会

株式会社ソニー･ミュージックパブリッシング 公益財団法人日本伝統文化振興財団

ソネット株式会社 日本電気株式会社

株式会社ソフト･コマース 一般社団法人日本動画協会

株式会社ダダミュージック 株式会社白形傳四郎商店

株式会社タツノコプロ 株式会社白組

株式会社ダンスノットアクト 特定非営利活動法人美･JAPON

チームラボ株式会社 株式会社美よんどしい

チョーヤ梅酒株式会社 株式会社美研インターナショナル

株式会社ツインプラネット 株式会社扶桑社

株式会社ツートン 福岡県

株式会社デアイ 株式会社 福島中央テレビ

株式会社テイ・エス・エス・プロダクション 公益財団法人福武財団

株式会社ティ･ジョイ 文化芸術国際交流株式会社

株式会社ディアステージ 株式会社平成プロジェクト

株式会社ディー･エヌ･エー 有限会社弁天・東京

有限会社ティーアイ･コムネット 北海道テレビ放送株式会社

株式会社ディーケー音楽出版 北海道放送株式会社

株式会社ディースリー･パブリッシャー 一般財団法人本願寺文化興隆財団

株式会社ディーライツ 株式会社毎日放送

株式会社デイジー 株式会社未来創造社

株式会社ディスカヴァー･トゥエンティワン 名古屋テレビ放送株式会社

株式会社テイチクエンタテインメント 公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー

合同会社デイライトサンライズ 株式会社明光堂

特定非営利活動法人デザインアソシエーション 一般社団法人融合研究所

株式会社デジタル･メディア･ラボ 琉球フットボールクラブ株式会社

一般財団法人デジタルコンテンツ協会 檜創建株式会社

株式会社テスリンク 萬代玩具娯樂有限公司

株式会社テレビ岩手 讀賣テレビ放送株式会社

株式会社テレビ新潟放送網

http://j-lop.jp/news20150413p/#
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