
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

名古屋市スタートアップ
⽀援施策について



共創のサポート 実証実験のサポート 海外展開のサポート

コミュニティ形成 ⼈材育成のサポート
⼩中学⽣起業家育成事業

お⾦のサポート
スタートアップ企業⽀援補助⾦
スタートアップ等販路開拓⽀援事業

(HATCH TECHNOLOGY NAGOYA) （STARTUP DRIVEN）

(NAGOYA CONNÉCT)

NAGOYA Movement
Nagoya Innovation Gateway

INNOVATORʼS GARAGE

イノベーター創出促進事業
(NAGOYA BOOST 10000)

Startup support program

6 Category

⾼校⽣スタートアップ創出促進事業

スタートアップ共創促進事業 先進技術社会実証⽀援事業 スタートアップ企業海外連携促進事業

スタートアップブランド形成事業

グローバルスタートアップ創出促進事業
(GLOW TECH NAGOYA)

ICT企業等集積促進補助⾦
ナゴヤ型新型コロナウイルス感染症
対策経営⽀援基⾦



NAGOYA BOOST 10000

起業を志す⼈や企業の新規事業担当者を対象としたビジネス
創出プログラム。ビジネス創出のためのナレッジやスキルの
獲得だけでなく、アウトプットにこだわったプログラム。



Program

NAGOYA BOOST 10000 公式HP

7/18 募集締切(Sun)

https://nagoyaboost.jp/


HATCH
TECHNOLOGY
NAGOYA

課題提⽰型 フィールド活⽤型

先進技術社会実証⽀援事業

（令和3年度）
⾏政課題 ４件 700千円/件
社会課題 ２件 4,000千円/件
新型コロナ関連 ２件 4,000千円/件

先進技術体験事業

庁内から集めた課題の解決を図る
社会実証を実施（経費⽀援あり）

ネットワークコミュニティ
「Hatch Meets」において施設
等のフィールドと実証ニーズを
マッチング

市⺠が広く先進技術を体験できる
イベントを実施

0201 03

令和２年度 実証 ６件 令和２年度 実証 ３件



防犯パトロール 犯罪予測AI

犯罪予測AIにより最適
な防犯パトロール経路
を策定できるアプリを
⽤いて地域住⺠が防犯
パトロールを⾏い、効
果を検証。

犯罪予測による防犯ボランティア
活動の最適化

株式会社Singular Perturbations

HATCH
TECHNOLOGY
NAGOYA

01
×

Startup tech × Social issue                   



スポーツ施設 AIカメラ

AIカメラを活⽤して、地
域のスポーツ⼤会などの
様⼦を⾃動で撮影、AIに
よって⾃動的に試合の中
⼼を追うように編集され
た画像を配信することで、
地域スポーツの活性化や
利⽤者の満⾜度を向上で
きるかを検証。

テラスポ鶴舞 株式会社NTT Sportict

テラスポ鶴舞
AIカメラプロジェクト

02

HATCH
TECHNOLOGY
NAGOYA

×

Startup tech × Demonstration field



HATCH
TECHNOLOGY
NAGOYA

課題提⽰型実証⽀援

フィールド活⽤型実証⽀援

先進技術社会実証⽀援事業
7/18 
募集締切

随時募集中 Hatch Technology Nagoya  公式HP

(Sun)

https://www.hatch-tech-nagoya.jp/


アメリカ・シリコンバレー、中国・深圳を中⼼に海外展開を⽬指す
スタートアップ企業を⽀援するプログラム。

あいち・なごや海外連携アクセラレーション事業
BEYOND Program S

メンタリング
（随時７⽉〜２⽉）

ビジネスモデル
構築講座

（全５回９⽉〜１⽉）

海外展⽰会、ピッチ等
参加の機会
（１⽉〜２⽉）

固定メンターにより、海外進出時の
マーケットの選択の仕⽅や最適な資
⾦調達の仕⽅等をアドバイスします。
知財等の専⾨知識を有するスポット
メンターにも適宜相談可能です。

海外マーケティング戦略⽴案のため
の講義を⾏うとともに、英語ピッチ
トレーニング及びブラッシュアップ、
PR動画作成（英語、中国語）を⽀
援します。

アメリカではCES2022などの展⽰
会・⾒本市へのオンライン参加を予
定しています。また、中国では投資
コンサルティング会社と連携し個別
マッチングを実施します。

BEYOND Program S  公式HP
7/27 募集締切(Tue)17:00 

https://www.aichi-nagoya-startups.jp/program/startup_2021/index.html


スタートアップ企業⽀援補助⾦
company support subsidy

区 分 内 容

補助対象者 ・市内での新規創業者
・市内に本社等を有する創業後５年以内の中⼩企業者

補 助
対象経費

店舗借⼊費、設備費、⼈件費、専⾨家に⽀払う経費など、創業時
等に必要な経費

補助率 補助対象経費の１／３以内

限度額 １,０００千円

名古屋市スタートアップ企業⽀援補助⾦ 公式HP

8/6 募集締切(Fri)17:00 

https://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000080543.html


スタートアップ等販路開拓⽀援事業
Sales channel development support 

区分 内容

補助⾦の種類 スタートアップ チャレンジ

対象企業 本市に本社機能を置く
創業5年以内の中⼩企業

本市に本社機能を置く
創業6年以内の中⼩企業

補助要件
最低投資額60万円

且つ
令和3年2⽉末までに拠点開設

最低投資100万円
且つ

令和3年2⽉末までに拠点開設
且つ

開設拠点に従業員１名以上が常駐

対象経費 東京23区内の拠点における賃料等６か⽉分

補助率 補助対象経費の2分の1

限度額 上限 1,000千円

ひらけなごやポテンシャル「スタートアップ企業等販路開拓⽀援補助⾦」 公式HP
12/28 募集締切(Tue) 

https://nagoya-potential.jp/incentives/sales/


区 分 内 容

対 象 企 業 ICT・ロボット産業、デジタルコンテンツ・クリエイティブ産業を主に営んでいること

対 象 と な る 場 合 市内に建物を賃借して事業を開始する場合

種 類 初めて名古屋市内に進出する場合
（初進出型）

初進出から5年以内に新たに建物を賃借⼜は増床する場合
（事業拡張型）

要 件 床⾯積30m2以上
事業所開設時にエンジニア等の業種2名以上が常駐

事業拡張のため新たに床⾯積30m2以上を増床
エンジニア等の業種2名以上を新たに正社員として採⽤
機器等300万円以上の投資

対 象 経 緯 年間賃借料の2分の1
機器等購⼊費の2分の1

年間賃借料の2分の1
機器等購⼊費の2分の1
新規雇⽤正社員1名につき100万円

限 度 額 1企業あたり500万円 1企業あたり1,000万円

ICT企業等集積促進補助⾦
Subsidy program for promoting clusters of ICT and other companies

ひらけなごやポテンシャル「ICT企業等集積促進補助⾦」 公式HP
12/28 募集締切(Tue) 

https://nagoya-potential.jp/incentives/ict/


ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策経営⽀援資⾦

名古屋市内で事業を営んでいる会社・個⼈・医療法⼈・協同組合等(名古屋市信⽤保 証協会を利⽤できる中⼩企業者の⽅に
限ります。)で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上⾼が減少し、セーフティネット保証（ 4 号・ 5 号）⼜は危機
関連保証の 認定を受け「経営⾏動計画書」(※2)を作成した⽅。
※1 セーフティネット保証 5 号認定を受けて利⽤する場合、15％以上の売上減少が必要です。
※2 「経営⾏動計画書」とは、申込⾦融機関との対話を通して、現状認識及び今後の アクションプラン等を定めた計画のことを指します。

区 分 内 容
融 資 限 度 額 ４，０００万円
資 ⾦ 使 途 設備資⾦・運転資⾦

融 資 期 間
融 資 利 率

３年以内 年１．１%
３年超〜１０年以内 年１．２%

据 置 期 間 ５年以内
保 証 料 率 ０．２%
担 保 名古屋市信⽤保証協会所定

連 帯 保 証 ⼈ 法⼈代表者以外の連帯保証⼈は原則不要。法⼈代表者も⼀定要件（法⼈・ 個⼈分離、資産超
過）を満たし、経営者保証免除を希望し、適⽤される場合は不要。

R3 4/1〜R4 3/31 取扱期間

ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策経営⽀援資⾦ 公式HP

https://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/387-1-5-1-0-0-0-0-0-0.html


NAGOYA CONNÉCT

⽶ボストン発、世界６都市・１１拠点で展開されている
イベントプログラム「Venture Café」と連携し、⽉１回
なごのキャンパスにてイベントプログラムを実施。
社会に対してイノベーションを⽣み出そうとする起業家
やこれから起業を志す⼈、企業の新規事業担当者、VC・
CVCなどの投資家、インキュベーター、アクセラレー
ター、⾏政、⼤学関係者、研究者など多様なイノベー
ターが集う。



7/16 次回 (Fri) 

NAGOYA CONNÉCT  公式HP

https://venturecafetokyo.org/nagoya-connect/


NAGOYA EVOLVES HP NAGOYA EVOLVES FB


