
スタートアップ企業向け支援施策一覧 

 

区 分 所管団体 事業名 事業概要 申込期間 実施期間等 担当部署／担当者名／連絡先／担当者からの一言 

個別 

ルーム 

【1 8 : 30～】 

人材育成 名古屋市 ①NAGOYA BOOST 10000 2021 
 
 

【AI・IoT 人材 BOOST プログラム For アントレプレナー】 
AI・IoT 技術や事業開発に必要な様々なスキルと知識を学びな
がら、起業を目指す体験型プログラムを実施します。 

6/14-7/18 

8 月-2 月 

名古屋市イノベーション推進部 
スタートアップ支援室 担当：稲垣、内藤 
TEL：052-972-3046  Maila3046@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「起業や新規事業創出を目指す方向けの渾身のプログラムです！」 

ルーム

１ 

【AI・IoT 人材 BOOST プログラム For イントレプレナー】 
社内事業を加速させるための最新テクノロジーや活用方法を
学べる、新規事業担当者育成プログラムを実施します。 

6/14-7/18 

【NAGOYA BOOST DAY】 

AI・IoT 人材 BOOST プログラムから生まれたアイデアをプレ
ゼンテーションし、投資家等とのマッチングを図るイベント
を開催します。 

2 月予定 

名古屋市 ②GLOW TECH NAGOYA 【GLOW Pitch】 

自社の事業についてピッチを行い、投資家や企業との接点を
生み出す大規模なピッチイベントを開催します。 

9 月-10 月予

定 

11 月頃 名古屋市イノベーション推進部 

スタートアップ支援室 担当：稲垣、内藤 
TEL：052-972-3046  Mail：a3046@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「グローバル展開を目指すスタートアップのための成長支援プログラムです！」 ルーム

１ 
【Growing Support Program】 
GLOW Pitch の入賞者を対象として、資金調達や事業化に向け
たピッチトレーニングやメンタリングを行うプログラムを実
施します。 

― 11 月-2 月 

愛知県 ③Aichi-Startup ビジネスプラン
コンテスト 

高度な科学技術を持つ人材で、起業マインドを持つものの、
起業に必要な資金を十分に持たない人材をターゲットにビジ

ネスプランコンテストを実施します。受賞者に対して、賞金
とともに、年度末まで統括マネージャーによるハンズオン支
援を行います。 

7/5-7/30 8 月-9 月 愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：嵯峨﨑、林 

TEL：052-954-6331  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 
ルーム

５ 

愛知県 ④あいちスタートアップキャン 

プ 

起業家人材の発掘・育成及びスタートアップの成功ロールモ

デルを生み出すために、起業時に必要な知識の習得、ビジネ
スプランのブラッシュアップ、事業化のための仮説検証、ピ
ッチスキルの習得などの支援を行います。 

7 月予定 9 月-3 月 愛知県経済産業局 

スタートアップ推進課 担当：千種、榊原 
TEL：052-954-6331  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp ルーム

５ 

成長支援 愛知県 ⑤Aichi Matching 愛知県内企業と首都圏を中心としたスタートアップとのオー
プンイノベーションを活用した新規事業創出を目指したプロ
グラム。企業側が作成したランディングページにスタートア
ップがエントリーし、企業等による選考後、10 月にマッチン

グ Day（商談会）を実施。年度後半にも同様のプログラム
Batch 2 を実施します。 

9 月予定 9 月-10 月 愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：榊原 
TEL：052-954-6331  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp ルーム

５ 

愛知県 ⑥Accelerate Aichi 

 

 

アメリカ西海岸の世界トップレベルのアクセラレーターによ
る、6 週間によるスタートアップグロースプログラム。参加
スタートアップは、国内外のスタートアップのフィールドで
活動する一流のメンター陣からの、講義、メンタリング、フ
ィールドワークを経て、事業会社や投資家の前でピッチをす
る DemoDay に登壇します。国内だけでなく海外メンターの一
部も、プログラム期間中は愛知県に滞在予定です。 

7 月中下旬 7 月中下旬 愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：澤田、辻本、金丸 
TEL：052-954-6331  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 

ルーム

６ 

■ZOOMリンク：https://alta-co-jp.zoom.us/j/84568763150?pwd=SVVkMW1XaVdIOWtQZERnaHVQRVVhQT09 

ミーティングID: 845 6876 3150、パスコード: 594919 

 

http://nagoyaboost.jp/
mailto:a3046@keizai.city.nagoya.lg.jp
https://glowtech.nagoya/
mailto:a3046@keizai.city.nagoya.lg.jp
https://eiicon.net/about/aichi-startup-biz-contest2021/
https://eiicon.net/about/aichi-startup-biz-contest2021/
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/startup/matching2021batch1.html


経営支援 中部経済
産業局 

⑦IPAS（知財アクセラレーショ
ンプログラム） 

知財メンター(弁理士、弁護士等)やビジネスメンター(VC、コ
ンサル等)からなるメンタリングチームが、具体的な状況に応
じた、知財戦略、ビジネス戦略等の策定を支援します。 

6/14-7/19 10 月-3 月 知財アクセラレーションプログラム（IPAS）事務局 
担当：櫻木、高井 
T E L：03-6261-7453 

メール：ipas2021@nttdata-strategy.com 
 

ルーム

７ 

コミュニティ

形成 

名古屋市 ⑧NAGOYA CONNÉCT 世界に繋がるコミュニティの形成と発信を図るため、世界的
に著名な「Venture Café (ベンチャーカフェ)」と連携した起
業家等交流プログラム「NAGOYA CONNÉCT（ナゴヤコネク
ト）」を実施します。 

随時 毎月原則 
第 4 金曜 

名古屋市イノベーション推進部 
スタートアップ支援室 担当：稲垣、加藤 
TEL：052-972-3046  Mail：a3046@keizai.city.nagoya.lg.jp 
「起業等に関する学びと、多様な参加者との交流の場です！」 

― 

社会実証 名古屋市 ⑨先進技術社会実証支援事業 【課題提示型支援事業】本市が提示する行政課題等に対して、先進技
術を活用した解決策を企業等から広く募集し、その実証プロジェクト
に対して費用の一部負担等を行います。 
 

 

【課題提示型支援事業】 
6/21-7/18 

【課題提示型支援事
業】 

9 月-3 月 
 

 

【課題提示型支援事業】 
名古屋市経済局イノベーション推進部 
スタートアップ支援室 担当：加藤、大栗 
TEL：052-972-3046  Mail：a3046@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「提案課題の解決策をお持ちの方はぜひご提案ください！」 

ルーム

４ 

【フィールド活用型支援事業】産官学によるネットワークコミュニテ
ィ「Hatch Meets」を立ち上げ、先進技術を有する企業等の提案や実
証ニーズを実現します。 

【フィールド活用
型】 

随時募集 

【フィールド活用
型】 
6 月-3 月 

【フィールド活用型支援事業】 
名古屋市経済局イノベーション推進部 
次世代産業振興課次世代産業振興係 担当：白井、佐橋 
TEL：052-972-2418  Mail：a2417@keizai.city.nagoya.lg.jp 
「社会実証したい方はぜひご提案ください！」 

ルーム

４ 

愛知県 ⑩あいちスマートサスティナブル
シティ共創チャレンジ 

【あいちスマートサスティナブルシティ共創チャレンジ】 
愛知県内の企業や自治体（チャレンジオーナー）が持つ地域
課題等を、スタートアップとの共創により解決するプログラ
ム。スタートアップはチャレンジオーナー3 団体が提示する
課題に対するソリューションアイディアを提示、採択された

案件のビジネスモデル化を約 5 ヶ月間の対話で検討していき
ます。（プログラム期間中は、ファシリテーター兼支援者とし
て、県及び委託事業者がサポートします。） 

9 月頃発表予
定 

10 月から 3
月 

愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：戸田・森 
TEL：052-954-7474  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 

ルーム

６ 

海外展開 名古屋
市・愛知

県 

⑪あいち・なごや海外連携アク
セラレーショ事業-BEYOND- 
【プログラム S（スタートアッ
プ海外展開支援プログラム）】 
【プログラム I（イノベーション
企業海外展開支援プログラム）】 
 

【プログラム S】 
アメリカ・シリコンバレーや中国深圳を中心に海外展開を目
指すスタートアップを対象とした、海外展開を成功に導くた
めの集中プログラムです。 

7/1-7/27 7 月-2 月 名古屋市経済局イノベーション推進部 
産業立地交流室産業立地交流係 担当：三浦、青山 
ＴＥＬ：052-972-2422 Mail：a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「募集中！充実のプログラムで海外展開を目指すスタートアップ等を応援します！」  
ルーム
２ 【プログラム I】 

ドイツ・ベルリンやイスラエル・テルアビブを中心とした海
外スタートアップ等との協業等により自社のイノベーション
につなげ、海外展開を成功に導くための集中プログラムで
す。 

愛知県 ⑫Ａ2（Aichi-Austin） Innovation 
kick-start Program 

北米マーケット展開を目指すスタートアップをテキサス大学
オースティン校（UTA）が支援。参加スタートアップは、ス
タートアップの国際競争力を分析・説明する”Quick look 
Report”の作成支援を受けたのちに、半年に渡り、UTA のメ
ンターによるビジネスブラッシュアップ支援や北米における
ビジネスパートナー探索・紹介支援を受けることができま
す。 

【募集修
了】 

8 月から 3 月 愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：佐藤・森 
TEL：052-954-7474  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 

ルーム
６ 

http://localhost/
http://localhost/
mailto:ipas2021@nttdata-strategy.com
https://venturecafetokyo.org/nagoya-connect/
https://www.hatch-tech-nagoya.jp/
mailto:a3046@keizai.city.nagoya.lg.jp
mailto:a2417@keizai.city.nagoya.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/startup/smart-sustainable-city-2021.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/startup/smart-sustainable-city-2021.html
https://www.aichi-nagoya-startups.jp/program/startup_2021/index.html
https://www.aichi-nagoya-startups.jp/program/startup_2021/index.html
https://www.aichi-nagoya-startups.jp/program/innovation_2021/index.html
https://www.aichi-nagoya-startups.jp/program/innovation_2021/index.html
mailto:a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/startup/a2-ikp.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/startup/a2-ikp.html


愛知県 ⑬シンガポールのイノベーション
展示会”Innovfest Unbound”への
出展支援 

シンガポールで開催される東南アジア最大級のイノベーショ
ン関連の展示会、“Innovfest Unbound”へのスタートアップの
出展を支援します。スタートアップはブース代を県が負担す

るほか、シンガポール国立大学から特別に提供していただい
た、ピッチ・セミナーセッションに登壇できます。 

【募集修
了】 

7 月中旬 愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：戸田・森 
TEL：052-954-7474  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 

ルーム
６ 

 ⑭ASEAN マーケット展開プログラ
ム 

シンガポール国立大学関連のスタートアップ支援機関 NUS 
Enterprise が提供する ASEAN 展開プログラムへの参加支援。
（参加経費を県が負担。） 
ASEAN マーケットに精通した海外の専門家等により、ASEAN
進出に必要な現地ネットワークの醸成を約 2 週間で支援。 

時期未定 時期未定 愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：戸田・森 
TEL：052-954-7474  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 

ルーム
６ 

愛知県 ⑮Aichi・Paris&Co イノベーショ
ンワークショップ 

【Paris＆Co】 
フランス・パリ市の政府関係機関で、パリで複数のインキュ
ベーション施設を運営する Paris&Co における、大企業とスタ
ートアップによるオープンイノベーション事例等に関するセ
ミナーを開催 

募集中 7 月下旬から
11 月下旬 

愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：山中 
TEL：052-954-7474  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 

ルーム
６ 

愛知県 ⑯Aichi China Innovation Program 【中国マーケット進出プログラム】 
当地域のスタートアップの中国マーケット進出を、中国マー
ケットに精通した専門家や法律の専門家のほか、清華大学の
傘下のスタートアップ支援機関である Tus Holdings のメンタ
ーが支援。プログラムの最後には、中国の事業会社や投資家

の前でピッチ機会を提供します。 

8 月以降 9 月以降 愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：戸田・深尾 
TEL：052-954-7474  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp ルーム

６ 

【セミナー】 
中国のイノベーションの動向や、中国企業との協業方法、中
国進出にあたっての知的財産保護等に関する 3 回の連続セミ
ナーを開催します。 

募集中 7 月中旬から
下旬 

愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：戸田・深尾 
TEL：052-954-7474  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 

ルーム
６ 

補助金・資金

調達 

名古屋市 ⑰スタートアップ企業支援補助
金 

 
 
 

名古屋市内で新たに創業する方や創業後 5 年以内の中小企業
者を対象に、創業時等の経費の一部を助成します。 

7/1-8/6 9 月-１月 名古屋市経済局産業労働部 
中小企業振興課経営支援係 担当：秋葉、鈴木 
ＴＥＬ：052-735-2100 Mail：a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「創業時等に必要な経費を助成しますので是非活用ください！」 

ルーム
３ 

名古屋市 ⑱ICT 企業等集積促進補助金（事
業拡張型） 

 
 

名古屋市内の ICT 企業等（ＩＣＴ分野、ロボット分野、デジ
タルコンテンツ分野、クリエイティブ分野等）を対象に、事

業拡張に要する経費の一部を助成します。 

12 月末まで ― 名古屋市経済局イノベーション推進部 
産業立地交流室産業立地交流係 担当：新美、森 

ＴＥＬ：052-972-2423 Mail：a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「オフィスの拡張をお考えの方は是非ご相談ください！」 

ルーム
２ 

名古屋市 ⑲スタートアップ等販路開拓支援
補助金 

名古屋市に本社機能を置くスタートアップ企業等の事業拡大
を支援するため、東京における拠点経費に対して助成しま
す。 

12 月末まで 2 月末まで 名古屋市経済局イノベーション推進部 
産業立地交流室産業立地交流係 担当：新美、宮澤 
ＴＥＬ：052-972-2423 Mail：a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「東京への進出をお考えの方は是非ご相談ください！」 

ルーム
２ 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/startup/innovfest-2021.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/startup/innovfest-2021.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/startup/innovfest-2021.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/startup/parisco21.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/startup/parisco21.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/startup/aichi-china-innovation-program2021-2.html
https://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000080543.html
https://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000080543.html
mailto:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp
https://nagoya-potential.jp/incentives/ict/
https://nagoya-potential.jp/incentives/ict/
mailto:a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp
https://nagoya-potential.jp/incentives/sales/
https://nagoya-potential.jp/incentives/sales/
mailto:a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp


愛知県 ⑳起業支援金 県内で起業、事業承継又は第二創業する者に対して、起業等
に要する経費の一部（起業支援金）を支給するとともに、事
業の成長を加速するための経営面等に係る伴走支援を行いま

す。 

【公募終了】 【公募終了】 

 

愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：千種、榊原 
TEL：052-954-6331  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 

ルーム

５ 

愛知県 ㉑ Aichi Startup Bridge 愛知県と首都圏の VC でパートナー関係を構築（Aichi Partner 
VC）し、当地域のスタートアップと VC が定期的にミートア
ップする機会を作ることで、スタートアップの投資による資
金調達を支援。現役投資家を講師にした、資金調達に関する
勉強会なども複数回開催予定。 

8 月上旬以降随
時 

8 月から 2 月

頃 

愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：金丸、嵯峨﨑 
TEL：052-954-6331  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 

ルーム 

６ 

中部経済 
産業局 

㉒ 戦略的基盤技術高度化支援
事業（サポイン事業） 

中小企業が大学、公設試等の研究機関等と連携して行う、製
品化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発等及び販
路開拓への取組を一貫して支援します。 

【公募終了】 
2/26-4/22 

交付決定日 

-3 月末 
中部経済産業局 地域経済部 産業技術課 
ＴＥＬ：052-951-2774 

ルーム

７ 

中部経済 
産業局 

㉓ 商業・サービス競争力強化
連携支援事業（新連携支援
（サビサポ）補助金） 

中小企業者が産学官、また異業種分野の事業者と連携して行
う新しいサービスモデルの開発等を支援します。 

【公募終了】 
3/5-4/27 

交付決定日 

-3 月末 
中部経済産業局 産業部 経営支援課 
TEL：052-951-0521 
Mail：chiiki-katsuyou@meti.go.jp ルーム

７ 

中部経済 
産業局 

㉔JAPAN ブランド育成支援事業 中小企業者の海外販路開拓・拡大等に関する取組を支援しま
す。 

4/15-7/15 交付決定日 

-3 月末 
中部経済産業局 産業部 経営支援課 
TEL：052-951-0521 
Mail：chiiki-katsuyou@meti.go.jp 

ルーム

７ 

コロナ関連 名古屋市 ㉕ナゴヤ新型コロナウイルス感
染症対策経営支援資金 

新型コロナウイルス感染症により、売上減少の影響を受けて
いる市内中小企業者の方を対象に、据置最大 5 年かつ長期借
入を低金利・低保証料で融資します。 

令和 4 年 3 月
末まで 

― 名古屋市経済局産業労働部 
中小企業振興課金融係 担当：伊藤 
ＴＥＬ：052-735-210 Mail：a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「融資をお考えの方は是非ご相談ください！」 
ルーム

３ 

 

https://aichihojokin.com/
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/startup/aichi-statup-bridge.html
https://www.chubu.meti.go.jp/interface/php/chubu/kikai/sapoin/index.php
https://www.chubu.meti.go.jp/interface/php/chubu/kikai/sapoin/index.php
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2021/210305shinpou.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2021/210305shinpou.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2021/210305shinpou.html
https://www.chubu.meti.go.jp/c84japan/index.html
http://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/387-1-5-1-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/387-1-5-1-0-0-0-0-0-0.html
mailto:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

