
【別紙】

事業名 申請者 法人番号

北海道医療機器関連産業ネットワーク事業
公益財団法人北海道科学技術総
合振興センター

7430005010358

道東・オホーツク地域の水産関連資源を新たな観光コンテンツとして活用した
広域観光ネットワーク創出事業

大地みらい信用金庫 2460405000035

道内ものづくり産業発、食関連産業スマート化推進事業
公益財団法人北海道科学技術総
合振興センター

7430005010358

北海道における航空機産業分野ネットワーク基盤の形成･促進事業 一般社団法人北海道機械工業会 7430005000953

ベトナム等アジア圏における農業生産性向上のための農業自動・省力機械の
販路拡大支援事業

一般社団法人旭川産業創造プラ
ザ

1450005002318

ヘルスケア関連事業者との連携による機能性食品等の新たな販路開拓と、北
海道発医薬関連シーズの事業化支援

公益財団法人北海道科学技術総
合振興センター

7430005010358

歴史的建造物の酒蔵からはじまる！小樽スマート化～バージョン3.0進化への
挑戦～

株式会社JTB北海道 5430001007087

東北地域医工連携事業化ネットワーク 株式会社ドゥリサーチ研究所 5010401019575

東北・北海道・関東地域連携による航空機産業分野ネットワーク基盤の形成・
促進事業

株式会社帝国データバンク 7010401018377

プラスチック製品の高機能化を目指した高付加価値型ものづくり企業ネット
ワーク構築事業

国立大学法人山形大学 8390005002565

ＩｏＴビジネス創出に向けた地域有望企業群のビジネス・マッチング展開事業
一般財団法人ニューメディア開発
協会

4010005016796

技術開発型企業ネットワーク育成による加速器産業参入促進事業
公益財団法人いわて産業振興セ
ンター

7400005000205

地中熱及び未利用熱活用事業の全国展開に向けた標準化基盤整備と企業
ネットワークの構築

学校法人日本大学工学部 5010005002382

アジアの活力取り組みへ向けた、企業間連携による食品輸出拡大支援事業
東北・食文化輸出推進事業協同
組合

3370005009195

地域制作会社の技術力・企画力向上ならびに基盤強化による放送コンテンツ
活性化ネットワーク形成モデル事業

山形放送株式会社 2390001002095

平成３０年度「地域中核企業創出・支援事業（とうほく自動車関連部素材産業
競争力強化事業）

一般財団法人日本立地センター 7010005007792

トライボロジー（低摩擦）技術活用による地域ものづくり企業の新事業創出支援
プロジェクト～「科学」で「技術」を支援する～

国立大学法人東北大学 7370005002147

米沢地域加工企業群の海外（ドイツ連邦共和国ザクセン州）との協業による先
進的販路開拓プロジェクト

米沢商工会議所 8390005006137

関東メディカルオープンイノベーションプラットフォーム構築事業 みずほ情報総研株式会社 9010001027685

医師主導によるニーズプル型医療機器開発・事業化支援事業 みずほ情報総研株式会社 9010001027685

医療機器プラットフォーム構築及び海外マーケット進出強化事業
三菱UFJリサーチ＆コンサルティ
ング株式会社

3010401011971

日本の医療技術・機器の一体的な海外展開促進事業
三菱UFJリサーチ＆コンサルティ
ング株式会社

3010401011971

航空機装備品産業のサプライチェーン強靱化及び開発支援事業
三菱UFJリサーチ＆コンサルティ
ング株式会社

3010401011971

【ネットワーク型】
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全国航空機クラスター・ネットワークを活用したクラスター間連携の促進及び国
内外の販路拡大支援事業

一般社団法人日本航空宇宙工業
会

8010405010602

航空機部品製造メーカー等の国際競争力強化に向けた国際ルールに基づく体
制整備支援事業（非破壊試験技術者の育成及び装備品の国際基準に基づく
環境試験拠点整備）

一般社団法人日本航空宇宙工業
会

8010405010602

デジタルデータ流通と設計、製造面での利活用モデル創出と企業連携による
競争力強化プロジェクト

株式会社ひたちなかテクノセン
ター

3050001007037

AI産業・ビジネスネットワーク形成事業 みずほ情報総研株式会社 9010001027685

ベンチャー企業と中堅・中小企業のマッチングによる生産性革新及び新事業展
開の実現に向けたネットワーク形成事業

三菱UFJリサーチ＆コンサルティ
ング株式会社

3010401011971

広域関東圏IoTプラットフォーム構築事業 みずほ情報総研株式会社 9010001027685

関東再生医療関連企業ネットワーク創出・支援事業
一般社団法人再生医療イノベー
ションフォーラム

6010005017149

関東バイオ関連企業ネットワーク創出・支援事業
一般財団法人バイオインダスト
リー協会

7010005016752

他地域中核企業等との広域連携を核とした広域関東圏ヘルスケア産業創出・
育成推進事業

株式会社日本総合研究所 4010701026082

広域関東圏水素・燃料電池ネットワーク形成事業 一般財団法人日本立地センター 7010005007792

持続可能な経済成長に貢献する環境ソリューションビジネス事業 一般社団法人産業環境管理協会 7010005008147

信州ワインバレーの地域ブランド確立に向けたネットワーク構築事業 国立大学法人信州大学 3100005006723

「観光」「ものづくり」「食」　地域の特性を活かした富裕層外国人インバウンドお
よび地域商品のアウトバウンドの促進のための中核企業支援ネットワークの構
築

株式会社料理通信社 9011101040355

精密計測・微細加工分野の中核企業創出・支援ネットワーク構築事業
ナインシグマ・アジアパシフィック
株式会社

9010001103635

地域資源分野の中核企業をコアとした販路開拓支援ネットワーク構築
株式会社ジェイアール東日本企
画

7011001029649

中核企業等の伴走型マッチング支援等を通じた企業育成事業 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703

自動車産業の環境変化等を見据えた金型メーカーの新分野展開支援 国立大学法人岐阜大学 5200005002181

中部地域環境産業振興事業（ネットワーク型）
公益財団法人国際環境技術移転
センター

9190005009729

航空機装備品分野におけるソフトウェア認証技術高度化に向けた支援事業
ＭＨＩエアロスペースシステムズ株
式会社

9180001006152

炭素繊維複合材に関する各地域の取組みをサポートするプラットフォーム形成
事業

国立大学法人名古屋大学 3180005006071

医療機関及び医療機器メーカーとのネットワーク強化による医療機器産業の振
興・育成事業

名古屋商工会議所 3180005004298

中小企業の業務効率化・省人化に資するEDI システム（GREEN-EDI）の普及と
その導入効果の検証

豊田商工会議所 4180305005391

生産設備自動化企業に対し、ＩｏＴ・ロボット等の技術を用いた第４次産業革命
関連のトータルシステムインテグレーションの創出・拡大を支援する事業

株式会社ブイ・アール・テクノセン
ター

5200001006970

炭素繊維複合材料におけるサプライチェーン構築及び地域中核企業の製品開
発・事業化に関する支援事業

公益財団法人名古屋産業科学研
究所

8180005014598

アジア No.1 航空宇宙産業クラスター形成のための中核企業創出・支援事業
一般社団法人中部航空宇宙産業
技術センター

1180005005133
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窒化物等次世代半導体の社会実装加速に向けた中間・後工程に係る高度な
技術を有する企業群の拡大支援事業

公益財団法人科学技術交流財団 5180305007882

水栓バルブ製造の産業集積を活用した成長ものづくり支援事業 山県市商工会 3200005002183

航空機生産技術人材の育成を通じた航空機部品サプライヤー強化支援事業
株式会社ブイ・アール・テクノセン
ター

5200001006970

ヘルスケア分野の事業化ネットワーク構築支援事業
公益財団法人岐阜県研究開発財
団

8200005002328

中部圏発、「食」関連中核企業の国際展開支援ネットワーク構築事業-国際展
開の壁を越えるソフトインフラと支援ネットワークの構築

株式会社百五総合研究所 6190001000891

新素材であるセルロースナノファイバー（ＣＮＦ）の特長を活かした低ＣＯ２等事
業の創出

公益財団法人名古屋産業科学研
究所

8180005014598

ものづくりプロが創る逸品応援プロジェクト(自動車産業を支える中堅・中小素
形材企業の異分野展開支援事業)

一般社団法人地域問題研究所 1180005014191

平成３０年度ヘルスケア産業広域的支援プロジェクト
公益財団法人三重県産業支援セ
ンター

5190005009963

グローバルサプライチェーン構築による石川の食品販路拡大事業　～地域商
社の育成と石川から東南アジアへの流通ルートの確立～

一般社団法人石川県食品協会 5220005000051

北陸地域高機能新素材先端ものづくり支援事業
株式会社ジェック経営コンサルタ
ント

2230001001138

地域中核企業及びその候補を対象とするIoT等先進技術習得・活用推進事業 一般財団法人北陸経済研究所 4230005000183

伝統産業を中心とした体験型産業観光プラットフォーム構築支援事業
株式会社ジェック経営コンサルタ
ント

2230001001138

北陸地域における先端ものづくり産業の国際競争力強化事業の創出
一般財団法人北陸産業活性化セ
ンター

1220005004535

「ＡＩ／ＩｏＴドリブンな農業システム」の開発と、農業生産を担う生産者ネットワー
クの形成による先進アグリビジネスの成長産業化推進事業

株式会社日本総合研究所 4010701026082

再生医療分野におけるネットワーク形成および中核企業候補の成長支援事業 京都リサーチパーク株式会社 6130001019500

新素材－ＣＮＦ（セルロースナノファイバー）ナショナル・プラットフォーム事業
【ネットワーク】

地方独立行政法人京都市産業技
術研究所

8130005013885

環境・省エネ分野における地域中核企業の海外販路開拓支援ネットワーク高
度化事業【ネットワーク型】

公益財団法人地球環境センター 9120005012202

広域連携による新たなアジア環境・省エネ市場のネットワーク形成及びプロジェ
クト創出事業
【ネットワーク型】

公益財団法人地球環境センター 9120005012202

有望シーズ保有企業の事業拡大のためのIoTソリューション システムインテグ
レータとの連携体制構築支援

一般財団法人ニューメディア開発
協会

4010005016796

東大阪中核企業群による「地域製造プラットフォーム」の形成と医療機器分野
での国内・アジア圏事業拡大

PwCコンサルティング合同会社 1010401023102

人工衛星製造拠点化ネットワーク事業
公益財団法人ふくい産業支援セ
ンター

7210005008977

関西中堅・中小企業IoTソリューション創出支援事業 一般財団法人関西情報センター 5120005015290

「関西航空機産業プラットフォーム」の広域的な取組みによる航空機産業のサ
プライチェーン構築と裾野拡大

公益財団法人新産業創造研究機
構

4140005005365

ロボットフォトニクス産業の創出
公益財団法人レーザー技術総合
研究所

5120005015308

CO2フリー水素国内サプライチェーンを実現する阪神・瀬戸内ネットワーク液化
水素関連機器参入支援事業

一般財団法人大阪科学技術セン
ター

6120005015315
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ＡＩと水素で描く未来都市 ～スマートシティ実装化事業
一般財団法人大阪科学技術セン
ター

6120005015315

テクノロジーコンテンツ新市場創出支援事業
一般社団法人i-RooBO Network
Forum

4120005018328

ロボットSIerの連携等による中小企業向けロボット導入促進事業
一般社団法人i-RooBO Network
Forum

4120005018328

介護分野における課題解決のための介護機器・ロボット開発及び導入促進事
業

公益財団法人大阪市都市型産業
振興センター、一般社団法人i-
RooBO Network Forum

3120005015276
4120005018328

関西医療機器産業支援ネットワーク事業 大阪商工会議所 9120005004174

安全・安心、快適、便利な地域社会実現のためのIoTソリューションモデルの確
立支援

一般財団法人ニューメディア開発
協会

4010005016796

機能材料活用による新産業創出事業
公益社団法人中国地方総合研究
センター（現・公益財団法人中国
地域創造研究センター）

2240005000705
（8240005012380）

次世代エレクトロニクス関連産業創出事業
公益社団法人中国地方総合研究
センター（現・公益財団法人中国
地域創造研究センター）

2240005000705
（8240005012380）

次世代有機圧電フィルム材料による薄膜デバイス製品化プロジェクト（山口県
圧電デバイス研究会）

公益財団法人やまぐち産業振興
財団

4250005007425

デニム産業の世界的ハイブランド化に向けたプラットフォーム構築事業
伊藤忠ファッションシステム株式
会社

6011001042090

中国地域先進環境対応車創出促進プロジェクト
一般財団法人ひろぎん経済研究
所

7240005012431

第４次産業革命下のものづくりを支えるロボットシステムインテグレータの共育
プロジェクト～SI-Try-Net発展事業～

公益財団法人ちゅうごく産業創造
センター（現・公益財団法人中国
地域創造研究センター）

8240005012380
（8240005012380）

ものづくり技術の医療関連分野への横展開支援事業
公益社団法人中国地方総合研究
センター（現・公益財団法人中国
地域創造研究センター）

2240005000705
（8240005012380）

ヘルスケア分野のハンズオン事業化支援人材育成および事業者連携支援事
業

株式会社日本総合研究所 4010701026082

IoT導入ビジネスプラットフォーム形成事業 株式会社富士通総研 8010401050783

廃線となったJR三江線沿線エリアの地域資源を活用した新たな広域観光関連
産業創出事業

株式会社エブリプラン 6280001000115

ちゅうごく地域プロスポーツ関連産業創出支援（スポコラファイブセカンドステー
ジ）事業

一般財団法人ひろぎん経済研究
所

7240005012431

「暮らしにいいモノプラス　プロジェクト」西日本地域　感性価値創造・ブランディ
ング事業

凸版印刷株式会社 7010501016231

先進的コンパクト型地域商社モデルづくりと広域的な地域商社共通プラット
フォームの構築

有限会社漂流岡山 5260002012574

「四国水景をテーマとした四国最大級の次世代型水族館」をハブとする回遊性
の高い面的な観光エリアの創出事業

株式会社日本総合研究所 4010701026082

高機能素材（セルロースナノファイバー（CNF）、炭素繊維等）活用産業創出・支
援事業

一般財団法人四国産業・技術振
興センター

4470005005299

「次世代燃料・電池システム創出支援事業」
一般財団法人四国産業・技術振
興センター

4470005005299

訪日外国人受入のための「新たな地域観光ブランド開発」及び「地域観光資源
（古民家・駅舎等）を活用したまちづくり」事業（「Welcome to Shikoku」PJ）

株式会社いよぎん地域経済研究
センター

6500001000447

交流人口・企業連携によるIoTビジネス創出事業 株式会社富士通総研 8010401050783

地産ナチュラルコスメ・KARATSUブランド構築事業
一般社団法人ジャパン・コスメ
ティックセンター

2300005006415
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九州地域発の革新的ＩｏＭＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｔｈｉｎｇｓ）機器・サービス
の創出に向けた連携ネットワーク構築支援事業

一般財団法人九州産業技術セン
ター

3290005013775

由布院・黒川温泉　次世代ネットワークプロジェクト－やまなみハイウェイを生
かした新しいブランディングへの挑戦－

株式会社ＪＴＢ九州 3290001025329

食事制限、機能性等に対応した食品開発と販路構築プロジェクト
公益財団法人くまもと産業支援
財団

8330005003940

オール九州一括受注獲得に向けたオープン・プラットフォーム構築及び一体的
販路開拓

一般財団法人九州地域産業活性
化センター

6290005013756

産学連携、ベンチャー活用等による半導体関連企業の成長分野（医療・ヘルス
ケア、農林水産・食品等）展開

一般財団法人九州地域産業活性
化センター

6290005013756

「九州ＩｏＴコミュニティ」のネットワーク活用によるＩｏＴ利活用促進及び九州発ＩｏＴ
ビジネス創出事業

デロイト トーマツ コンサルティン
グ合同会社

7010001088960

地域のものづくり企業の生産性革命に向けた「北九州地域を核としたシステム
インテグレータ」スマートものづくり推進ネットワーク構築事業

公益財団法人北九州産業学術推
進機構

3290805008207

環境・エネルギー分野における強みを活用した異分野・海外展開支援事業
一般財団法人九州産業技術セン
ター

3290005013775

水素社会実現に向けた事業者支援を可能とする水素プラットフォーム構築事業
デロイト トーマツ コンサルティン
グ合同会社

7010001088960

多品種小ロット商品のアジア市場展開沖縄モデル形成事業 一般社団法人沖縄県貿易協会 9360005000109

沖縄スポーツ産業クラスター形成事業 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ 6360001015864
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事業名 申請者 法人番号

北海道産原材料を使用した菓子開発による海外需要獲得事業 株式会社道銀地域総合研究所 7430001028940

エンターテインメントコンテンツを核とした、北海道におけるインバウンド需要の
拡大

株式会社東急エージェンシー 6010401019178

多様化するインバウンドニーズに対応するそらちワイン＆グルメ観光ルート創
出事業～魅力ある地域資源を結ぶコンシェルジュ機能TAXI～

株式会社ＪＴＢ北海道 5430001007087

アドベンチャーツーリズム市場獲得に向けたモデルエリア創出事業 株式会社ＪＴＢ総合研究所 9010001074645

グローバル企業へ引き上げるための総合的かつ集中的な経営支援強化プロ
ジェクト

フュージョン株式会社 7430001015237

旭川家具の海外新市場獲得事業―海外コントラクト家具市場への進出―
株式会社北海道二十一世紀総合
研究所

6430001009859

樹脂・金属複合成形技術等精密加工技術による車載電装部品の世界需要獲
得

株式会社道銀地域総合研究所 7430001028940

調理師ニーズに直接アプローチ！マーケットインと食文化の提案！北海道産
食材の輸出拡大事業

株式会社北海道二十一世紀総合
研究所

6430001009859

海外への米食文化の普及と地域商社機能の強化による日本産米の輸出拡大
事業

株式会社北海道二十一世紀総合
研究所

6430001009859

ブロックチェーンを活用した革新的サービスの販売・開発による、北海道経済の
活性化

株式会社北海道新事業創造プラ
ザ

6430001064441

AI搭載型多機能インテリジェント検査ロボットの開発及びAI三位一体システム
の構築

公益財団法人北海道科学技術総
合振興センター

7430005010358

サプライチェーンの強化と十勝ブランドの発信により稼げる「食」の輸出モデル
を創出

株式会社北海道二十一世紀総合
研究所

6430001009859

ロシア極東を中心とした飲食店拡大や首都圏への物販事業の拡大による道産
食材の消費拡大

株式会社道銀地域総合研究所 7430001028940

道産食品　中国市場開拓ブレイクスループロジェクト
株式会社北海道二十一世紀総合
研究所

6430001009859

医療・介護分野での自社技術を応用した有機ＥＬ照明の販路基盤強化事業
公益財団法人山形県産業技術振
興機構

6390005000380

高周波変位電流を用いた医療機器開発と事業化支援事業 株式会社ドゥリサーチ研究所 5010401019575

次世代環境素材の高機能化・用途開発及び販路開拓支援事業
公益社団法人いわき産学官ネッ
トワーク協会

5380005006801

アフリカ・ルワンダをゲートウェイとした市民・行政による環境計測ソーシャルビ
ジネス

一般財団法人日本気象協会 4013305001526

風力発電部品等の一貫受注製造体制の構築・国内外販路開拓支援事業（い
わきウィンドバレープロジェクト）

公益社団法人いわき産学官ネッ
トワーク協会

5380005006801

畜養北紫ウニを基軸としたローカルブランディングの構築 ＴＳＵＭＵＧＩキャピタル株式会社 4010001187542

先端農業による高品位イチゴを核としたＩＣＨＩＧＯグローバル・バリューチェーン
の構築推進事業（Ｈ３０）

一般社団法人新興事業創出機構 4011105005482

出羽三山の修行体験等を活用した庄内地域における体験型観光市場の開拓
事業

株式会社ＪＴＢ東北 3370001005314

ＬＣＣ及び主要国際空港と地域コンテンツを直結する東北地域インバウンド観
光拡大事業

ヴィジョンクエスト株式会社 5010401117965

「ＮＡＭＥＬＥＳＳ－ＢＲＡＮＤ」が海外進出を目指す海外販路開拓・戦略的企業Ｃ
Ｉの形成・新素材新技術開発支援事業

株式会社フィデア総合研究所 2390001000941

【ハンズオン型】
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異業種連携の共同受注体「GLIT」による地域グローバルニッチトップ化プロジェ
クト

公益財団法人日立地区産業支援
センター

4050005007214

静岡県中部地域を中心とした医療機器製造クラスターの形成支援
公益財団法人静岡県産業振興財
団

8080005006267

超微細加工技術に基づいたリンパ浮腫治療に革新をもたらす治療システムの
構築

一般財団法人ふじのくに医療城
下町推進機構

5080105005774

大腸がん周術期における革新的手術器具とリハビリテーションにおけるバイオ
フィードバック訓練装置の開発

株式会社日本医工研究所 8010001166410

めまい診断における3次元VOG解析ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ搭載の革新的高機能眼球運動検
査装置の普及促進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

株式会社日本医工研究所 8010001166410

諏訪圏の中小ものづくり企業の精密微細加工技術と医療機器開発力を活用し
た医療機器ビジネス顧客開拓

長野県中小企業団体中央会 3100005001303

飯田下伊那地域における航空機産業一貫生産強化事業
公益財団法人南信州・飯田産業
センター

3100005010766

新潟地域における航空機産業連携強化支援事業
公益財団法人　新潟市産業振興
財団

7110005011108

栃木地域における航空機機体分野クラスターの輸送システムのIoT化による高
度化事業

公益財団法人栃木県産業振興セ
ンター

2060005007586

中小製造業向けIoT活用による総合情報管理システム普及促進事業
一般社団法人首都圏産業活性化
協会

6010105001481

IoT・AI活用型水ソリューション事業による海外展開 みずほ情報総研株式会社 9010001027685

繊維産業のインダストリー4.0化によるマスカスタマイゼーション推進事業 みずほ情報総研株式会社 9010001027685

革新的なレーザークリーニング装置及び工場屋根塗装工法の事業化促進事業
公益財団法人浜松地域イノベー
ション推進機構

5080405006332

体外診断用医薬品の海外販路の拡大・強化支援事業
一般財団法人ふじのくに医療城
下町推進機構

5080105005774

人手不足解消のための地域包括ケア対応型IoT介護見守りプラットフォーム構
築支援

有限責任監査法人トーマツ 5010405001703

車to車を目指したプラスチックのUpcyclingプロジェクト 一般社団法人産業環境管理協会 7010005008147

スマート植物工場の技術強化及びグローバル展開支援事業
特定非営利活動法人植物工場研
究会

7040005014398

「湖山」が育む地域資源を活用した新商品・サービスの開発と販売展開 筑波総研株式会社 9050001009283

通年マウンテンリゾートとしての白馬ブランド強化に向けた新施設整備とプロ
モーション強化事業

一般財団法人長野経済研究所 8100005010828

「世界最先端の試作・量産加工センター」サービスの展開
一般社団法人首都圏産業活性化
協会

6010105001481

アルミ・鉄鋳物の新規市場開拓とグループ連携による一貫生産体制の構築
特定非営利活動法人経営支援Ｎ
ＰＯクラブ

5010005006284

エンジン部品で蓄積した、オンリーワンの技術を用いた、次世代自動車部品の
販路開拓支援事業

公益財団法人浜松地域イノベー
ション推進機構

5080405006332

共KYOプロジェクト～関東の地域資源とシンガポールデザインのコラボレーショ
ン事業～

一般財団法人長野経済研究所 8100005010828

ライフスタイル分野・インテリア分野の米国市場等向けローカライズ・販路開拓
支援事業

鹿沼商工会議所 1060005003578

関東地域の繊維関係事業者によるアパレル・服飾雑貨分野の国内外販路開
拓事業

富士吉田商工会議所 7090005004122
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地域資源分野のアジア・欧米マーケット向け商品開発・販路開拓事業
株式会社ジェイアール東日本企
画

7011001029649

"燕市金属加工業のブランディングと新市場開拓・ビジネスモデル開発支援事
業～ものづくりの売り切り型ビジネスからの脱却と継続的顧客リレーションの構
築に向けて～"

株式会社フィラメント 4120103002183

ソフトウェア人材とシミュレーション技術を活用した高品質・高効率な車載機器
開発体制の構築事業

公益財団法人にいがた産業創造
機構

7110005000176

中部地域における航空機エンジン部品の一貫生産体制の構築と国際競争力
強化を目指した支援事業

三菱重工航空エンジン株式会社 7180001114849

松阪クラスターにおけるネットワーク化、スマートクラスター化の実現 航空機部品生産協同組合 7190005010795

化粧品・健康食品原料のアジア市場での『攻め』の販路開拓・強化を通じた原
材料供給クラスターの形成

ＰｗＣコンサルティング合同会社 1010401023102

中小製造業で導入可能な製造ライン遠隔モニタリングシステムの展開事業 みずほ情報総研株式会社 9010001027685

医療シミュレータである模擬骨の数値化、標準化及び事業化
公益財団法人岐阜県研究開発財
団

8200005002328

航空機部品一貫生産体制による国内外市場からの受注拡大
株式会社ブイ・アール・テクノセン
ター

5200001006970

県内ヘルスケア産業牽引型医療機器製造販売企業の育成プロジェクト
公益財団法人三重県産業支援セ
ンター

5190005009963

アリーナを地域の核とした観光・スポーツの新サービスの創造とその事業化 株式会社日本総合研究所 4010701026082

航空機部品の企業連携による一貫生産事業分野の拡大と更なる国際競争力
の強化及び販路開拓

公益財団法人石川県産業創出支
援機構

1220005000195

新素材－ＣＮＦ（セルロースナノファイバー）ナショナル・プラットフォーム事業
【ハンズオン】

地方独立行政法人京都市産業技
術研究所

8130005013885

中国における環境・エネルギー分野の市場獲得に向けた技術実証及びビジネ
ス化支援事業【ハンズオン型】

公益財団法人地球環境センター 9120005012202

ASEANにおける環境・エネルギー分野の市場獲得に向けた技術実証及びビジ
ネス化支援事業【ハンズオン型】

公益財団法人地球環境センター 9120005012202

世界最速３Dスキャナの事業拡大に向けた新アプリケーション市場の開拓支援
一般財団法人ニューメディア開発
協会

4010005016796

マグネシウム合金モノづくりネットワークの利活用によるマグネシウム合金溶接
事業の拡大

公立大学法人大阪府立大学 4120105003782

電解イオン水洗浄機の用途拡大及び販路開拓事業
特定非営利活動法人資源ﾘｻｲｸﾙ
ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ

1120005008042

地域中核企業の新規膜浄水システムのビジネス開拓支援事業 ～国内災害時
給水未整備地域とインドネシアの給水困難地域対象～

公益財団法人新産業創造研究機
構

4140005005365

関西における航空機サプライチェーン構築支援事業
公益財団法人新産業創造研究機
構

4140005005365

関西における航空機サプライチェーン構築と海外展開支援事業
公益財団法人新産業創造研究機
構

4140005005365

”中小製造業における切削加工プロセスのIoTｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ”構築支援事業
特定非営利活動法人経営支援
NPOクラブ

5010005006284

テクノロジー活用による伝統産業新規展開構築プロジェクト
公益財団法人京都高度技術研究
所

3130005002942

環境分析機器のグローバル展開と新素材分野へのアプローチ
公益財団法人京都高度技術研究
所

3130005002942

防災電源システム（イニシャルフリー）の開発・販路開拓支援事業
一般財団法人大阪科学技術セン
ター

6120005015315
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CO2フリー水素社会を実現する国産燃料電池ユニットの開発・事業化支援事業
一般財団法人大阪科学技術セン
ター

6120005015315

ロボット未活用領域へのロボット導入促進事業
公益財団法人大阪市都市型産業
振興センター

3120005015276

医療機器分野における国内外新市場創出支援事業 大阪商工会議所 9120005004174

京都発ライフサイエンスベンチャー企業成長支援プロジェクト 株式会社産学連携研究所 7130001052434

未病指標としての毛細血管可視化状態評価の利用促進と国内外における市
場創出支援事業

有限責任監査法人トーマツ 5010405001703

小型超音波画像診断装置による国内外での市場確保及びさらなる新製品開発
による医療機器メーカーとしてのブランド力の構築支援

公益財団法人ひろしま産業振興
機構

3240005003517

「次世代情報発信杭」ソリューションビジネスの構築
公益財団法人岡山県産業振興財
団

3260005009000

フレキシブル・エレクトロニクス向け耐久試験機の海外ビジネスモデル構築及
び販路拡大事業

公益社団法人中国地方総合研究
センター（現・公益財団法人中国
地域創造研究センター）

2240005000705
（8240005012380）

IoT・AI活用による「渦電流式非接触振動計（コア技術）」を活用したソリューショ
ンの強化＆新市場開拓支援

一般財団法人ニューメディア開発
協会

4010005016796

「しまね特殊鋼産業クラスター」による航空機ビジネス拡大プロジェクト～航空
機産業参入を目指す中小企業グループ「SUSANOO」の一貫共同受注体制の
確立と販路開拓～

公益財団法人しまね産業振興財
団

7280005006545

広島山間地域の雇用を支え長年培った技術で生み出した高級スピーカー「エ
グレッタ」のブランド・新事業構築

一般財団法人ひろぎん経済研究
所

7240005012431

月光ドリルの航空機材料穿孔工程における顕著な優位性を示し、航空機分野
への更なる販路開拓

公益財団法人鳥取県産業振興機
構

1270005004844

高度に温度管理された温間鍛造技術によって実現できる高精度、低コスト部品
の提案による販路拡大

公益財団法人鳥取県産業振興機
構

1270005004844

健康保持・福祉・医療分野向け筋力アシスト装具事業の育成・強化
特定非営利活動法人経営支援
NPOクラブ

5010005006284

ロボット技術を活用した医療用シミュレータの展開支援事業
公益社団法人中国地方総合研究
センター（現・公益財団法人中国
地域創造研究センター）

2240005000705
（8240005012380）

医療・健康分野における３次元動作計測システムの応用展開支援事業
公益社団法人中国地方総合研究
センター（現・公益財団法人中国
地域創造研究センター）

2240005000705
（8240005012380）

再生医療分野における培養細胞の品質評価システムの構築・展開支援事業
公益社団法人中国地方総合研究
センター（現・公益財団法人中国
地域創造研究センター）

2240005000705
（8240005012380）

夢のアリーナ整備計画策定支援事業
一般財団法人ひろぎん経済研究
所

7240005012431

国内初！商業施設との一体型複合新スタジアム整備計画策定支援事業
一般財団法人ひろぎん経済研究
所

7240005012431

中国地域プロスポーツチームによる先進的データ活用モデル事業
一般財団法人ひろぎん経済研究
所

7240005012431

「塗る筆」から「癒す筆」へ。世界初のオリジナルメソッドを取り入れた熊野筆新
ブランド創出事業

凸版印刷株式会社 7010501016231

CNF（セルロースナノファイバー）を活用した木材等開発プロジェクト
一般財団法人四国産業・技術振
興センター

4470005005299

高度機能紙を活用した米国コンシューマ向け高付加価値生活用品の開発 株式会社三菱総合研究所 6010001030403

海外富裕層の旅行ニーズを捉えた持続可能な地域観光コンテンツの創出・販
路開拓事業

株式会社JTB総合研究所 9010001074645

九州のヘルスケアサービス分野における地域中核企業創出・支援事業
一般財団法人九州産業技術セン
ター

3290005013775



【別紙】

九州の医療機器関連分野における地域中核企業の創出・支援事業
一般財団法人九州産業技術セン
ター

3290005013775

スマートファクトリー化に向けたトータル・ソリューション提供型ビジネスモデル
の構築

一般財団法人九州地域産業活性
化センター

6290005013756

世界初、ミニマルファブを活用したビジネスモデルの確立
一般財団法人九州地域産業活性
化センター

6290005013756

航空機エンジン部品・内装品等の多工程一貫生産サプライチェーンの整備によ
る航空機産業の裾野拡大促進事業

一般財団法人九州産業技術セン
ター

3290005013775

環境・エネルギー分野における強みを活用した海外展開支援事業
一般財団法人九州産業技術セン
ター

3290005013775

塩化鉄リサイクル技術分野の異分野展開及び都市鉱山リサイクル推進事業
一般財団法人九州産業技術セン
ター

3290005013775

太陽光発電の３Ｒ事業化促進事業 公益財団法人九州経済調査協会 5290005000838

クリーンで経済的なエネルギーの供給拠点化のための水素活用型EMSビジネ
スモデル構築支援事業

デロイト トーマツ コンサルティン
グ合同会社

7010001088960

水素透過合金膜を応用した低コスト・高効率な水素精製装置ビジネスモデル構
築支援事業

デロイト トーマツ コンサルティン
グ合同会社

7010001088960

IoT・AI技術の活用等による車載、FA分野への展開
一般財団法人九州地域産業活性
化センター

6290005013756

多種多様な生産ニーズに対応した半導体・デバイスの試作量産サービスの展
開

一般財団法人九州地域産業活性
化センター

6290005013756

マイクロ流路を活用した医療分野等向けのカスタムチップ開発・製造ビジネス
の展開

一般財団法人九州地域産業活性
化センター

6290005013756

九州の基幹産業（食品製造業等）における生産性向上・技能伝承等を目的とし
たＩｏＴ、AI導入モデル構築支援事業

デロイト トーマツ コンサルティン
グ合同会社

7010001088960

自動車運転評価AIを活用したビジネスモデルの構築と全国展開支援
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経
営研究所

1010001143390

8次産業（農×窯×加工×観光業）が創発する宿泊滞在型観光事業の構築 イデアパートナーズ株式会社 4290001025518

沖縄型リサイクル産業基盤強化支援事業
一般財団法人南西地域産業活性
化センター

7360005004078

沖縄地域商社３社によるタイ王国向バリューチェーン構築事業
一般財団法人南西地域産業活性
化センター

7360005004078

沖縄黒糖の高付加価値化商品の開発による国内・海外販路展開
ブルームーンパートナーズ株式
会社

5360001018975

沖縄スポーツ産業クラスター形成事業「金武町スポーツ・ヘルスケア事業化プ
ロジェクト」

株式会社ＣＳＤコンサルタンツ 6360001015864
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