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イノベーター創出促進事業

  NAGOYA BOOST 10000

2022

【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月中旬-7月中旬

（予定）

【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月中旬-7月中旬

（予定）

【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

【Global Mindset Program】

シリコンバレーで活躍する大学の研究者や起業家等から講義や助

言を受け、世界で通用する起業家マインドやビジネス戦略を習得す

るためのプログラムを実施します。

5/9-6/8

【募集終了】
7月-10月

【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。
11月

（予定）

11月

（予定）

【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。 （個別申込なし） 11月-2月

愛知県 3 ビジネスプランコンテスト 愛知県内で起業する意志のある個人、団体で、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モデルプランコンテス

トを実施するとともに、統括マネージャーによるハンズオン支援を行い

ます。

7月初旬-7月末 9月最終審査

愛知県経済産業局　革新事業創造部

スタートアップ推進課　担当：嵯峨崎

TEL：052-954-6859

 Mail：startup@pref.aichi.lg.jp

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・養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、ビジネスプランの磨き上げ、イベント開催、個別の

短期集中支援や資金獲得・事業提携等の支援を行います。
7月中旬-8月末

（予定）
9月-3月

愛知県経済産業局　革新事業創造部

スタートアップ推進課　担当：高橋

TEL：052-954-6859

Mail：startup@pref.aichi.lg.jp

名古屋市 5 スタートアップ共創促進事業

　NAGOYA Movement

スタートアップ企業との共創を目指す名古屋地域の事業会社との

マッチングを行い、メンタリング等を通して開発に向けた伴走型支援を

行います。
【事業会社募集】

6月末予定

【スタートアップ募集】

11月予定

9月-3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：正木、後藤

TEL：052-972-3046

Mail：a3046@keizai.city.nagoya.lg.jp

愛知県 6 あいちマッチング 首都圏等のスタートアップと愛知県内の企業とのビジネスマッチングを

行うとともに、外部メンター等による事業の共創に向けた伴走支援を

行います。
【愛知県企業募集】

5月25日

【スタートアップ募集】

8月下旬予定

6月-3月

愛知県経済産業局　革新事業創造部

スタートアップ推進課　担当：大野

TEL：052-954-6859

 Mail：startup@pref.aichi.lg.jp

成長支援 愛知県 7 ローカル・グローバル連携スタートアップ

支援事業

世界トップレベルで活動するスタートアップ支援機関、ローカル、国内

各地、グローバルのメンターが愛知に一堂に会して県内等のスタート

アップの成長支援を行う。併せて海外スタートアップを愛知に誘引

し、県内モノづくり等事業会社とのオープンイノベーションを創出する

プログラムを実施します。

7月中旬以降 7月中旬以降

愛知県経済産業局革新事業創造部

スタートアップ推進課　担当：佐藤・山中・戸田

TEL：052-954-7474

Mail：startup@pref.aichi.lg.jp

経営支援 中部経済

産業局

8 IPAS（知財アクセラレーションプログラ

ム）

スタートアップの事業スケールを加速させるため、知財メンター(弁理

士、弁護士等)及びビジネスメンター(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。

5/9〜6/9

【公募終了】
9月-3月

IPAS事務局（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究

所）

担当：櫻木、高井

TEL：03-6261-7453

Mail：ipas2022@nttdata-strategy.com名古屋市 9 スタートアップブランド形成事業

（起業家等交流事業）

  NAGOYA 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
原則

毎月2回

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：中西、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！」

名古屋市 10 スタートアップサポートコミュニティ等形

成事業

先輩起業家、ベンチャーキャピタリスト、各種専門家等をメンターとす

るコミュニティの形成を図り、スタートアップ企業のニーズに応じたメンタ

リングの機会を提供するなど、ビジネスを多方面からサポートできる体

制を構築するとともに、スタートアップ企業の技術やサービスに関する

情報交換やビジネスの拡大を目的とした交流会を開催する。

未定 未定

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：中西、内藤

TEL：052-972-3046

Mail：a3046@keizai.city.nagoya.lg.jp

11 先進技術社会実証支援事業

Hatch Technology NAGOYA

【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。

6月中旬-7月中旬

（予定）
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：中西、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！」

12 社会実証フィールド活用推進事業

Hatch Meets

【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。

随時募集

4-2月:

マッチング・実証

3月:成果報告

名古屋市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：葛島、田

村

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！」

コミュニティ

形成

社会実証 名古屋市

スタートアップ企業向け支援施策一覧　（令和4年度）

名古屋市 2 グローバルスタートアップ創出促進事

業

  GLOW TECH NAGOYA

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：正木、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！」

名古屋市 1

8月-2月

（予定）

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：正木、加藤

TEL：052-972-3046

Mail：a3046@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！」

人材育成

マッチング

https://nagoyaboost.jp/
https://nagoyaboost.jp/
https://nagoyaboost.jp/
https://nagoyamovement.jp/
https://nagoyamovement.jp/
https://venturecafetokyo.org/programs/nagoya-connect/
https://venturecafetokyo.org/programs/nagoya-connect/
https://venturecafetokyo.org/programs/nagoya-connect/
https://www.hatch-tech-nagoya.jp/
https://www.hatch-tech-nagoya.jp/
https://www.hatch-tech-nagoya.jp/f1/
https://www.hatch-tech-nagoya.jp/f1/
https://glowtech.nagoya/
https://glowtech.nagoya/
https://glowtech.nagoya/


愛知県 13 あいち・なごや海外連携アクセラレー

ション事業-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S】

アメリカ（シアトル又はシリコンバレー）、中国（深圳）及び東南ア

ジア（マレーシア又はフィリピン）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集中プログラムです。 6/1-7/5 7月-2月

愛知県経済産業局　産業部　産業立地通商課

国際業務企画グループ　担当：篠田、塚田

Tel:052-954-6356

Mail：ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp

「参加者募集中！充実のプログラムで海外展開を目指すス

タートアップを応援します！」

愛知県 14 シンガポール国立大学との連携プログ

ラム

世界有数のスタートアップ支援の実績を誇るシンガポール国立大学

のノウハウを取り込むとともに、こうしたノウハウを活用した県内スタート

アップの支援等を行います。
７月上旬

詳細発表予定

７月上旬

詳細発表予定

愛知県経済産業局　革新事業創造部

スタートアップ推進課　担当：戸田・中山

TEL：052-954-7474

Mail：startup@pref.aichi.lg.jp

【INSEAD】

欧州有数のスタートアップの中心地の１つであるフランスのスタート

アップ支援機関（Paris&Co、INSEAD、IMT-Atlantique）との

連携を通じて、スタートアップ支援を行います。

9月-12月

【Aichi/Paris＆Co】

行政機関による高い生存率を保つ大学発スタートアップ育成のノウ

ハウについてのセミナーの実施
7月-10月

愛知県 16 中国支援機関との連携プログラム 清華大学の傘下組織のTus Holdingsと事業連携することで、県

内のスタートアップ・起業と中国との連携創出のための企画、マッチン

グ支援を行います。 未定 ７月中旬-下旬

愛知県経済産業局　革新事業創造部

スタートアップ推進課　担当：堀部・林・深尾

TEL：052-954-7474

Mail：startup@pref.aichi.lg.jp

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

で新しい取り組みにチャレンジする方を対象に、創業時等の経費の

一部を助成します。
7/1-8/10 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！」

名古屋市 18 ICT企業等集積促進補助金（事業

拡張型）

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）が名古屋市内に新たに事業所を開設する経

費や事業所を拡張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：藤田、宮澤

TEL：052-972-2423

Mail：a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp

「名古屋への進出、オフィス拡張をお考えの方は是非ご相談

ください！」

名古屋市 19 スタートアップ企業等販路開拓支援

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が、東京23区内

に新たに拠点となる事業所を開設する経費の一部を助成します。

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：藤田、近藤

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！」

名古屋市 20 スタートアップ集積促進補助金 スタートアップ企業が、名古屋市内に新たに拠点となる事業所を開

設する経費の一部を助成します。

11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：藤田、近藤

TEL：052-972-2423

Mail：a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp

「名古屋市への進出をお考えの方は是非ご相談ください！」

愛知県 21 あいちスタートアップ創業支援事業費

補助金（起業支援金）

本補助金を活用して県内で起業、事業承継又は第二創業する方

に対し、起業、事業承継又は第二創業に要する経費の一部を支

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。

6/1-6/30

※5/26リリース

交付決定日

-翌年1/31

愛知県経済産業局　革新事業創造部

スタートアップ推進課　担当：高橋

TEL：052-954-6859

 Mail：startup@pref.aichi.lg.jp

愛知県 22 新あいち創造産業立地補助金（Cタ

イプ）

県外から新たに進出し、拠点（オフィス）を設置するソフト系IT企

業に対して、最大３年間賃料等の経費の一部を助成します。
随時募集 ―

愛知県経済産業局　産業部

産業立地通商課　担当：日置、吉田

TEL：052-954-6372

 Mail：ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp

中部経済

産業局

23 JAPAN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。

7月上旬開始予定
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

中部経済

産業局

24 成長型中小企業等研究開発支援

事業（Go-Tech事業）

＊旧サポイン事業

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】

2/25-5/9
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

コロナ関連 愛知県 25 愛知県新型コロナウイルス感染症対

策新サービス創出支援事業費補助

金

愛知県内で実施する新型コロナウイルス感染症の社会経済への影

響に対応するための新サービス・新製品（商品）の開発及び販路

拡大に係る事業に対し、要する経費の一部を支援します。 5/10-6/20
交付決定日

-1/31

愛知県経済産業局　革新事業創造部

スタートアップ推進課　担当：澤田

TEL：052-954-6859

 Mail：startup@pref.aichi.lg.jp

資金調達

支援

愛知県 26 AICHI STARTUP BRIDGE Aichi Partner VCと当地域のスタートアップが個別に面談と行い、

資金調達機会を創出するミートアップイベントを全4回（6月、9月、

12月、2023年3月）実施、またスタートアップ向けの資金調達に

関する勉強会を8月頃に開催します。

各イベント個別申込 6月-3月

愛知県経済産業局　革新事業創造部

スタートアップ推進課　担当：千種

TEL：052-954-6859

 Mail：startup@pref.aichi.lg.jp

愛知県 フランススタートアップ支援機関連携

事業

未定

愛知県経済産業局　革新事業創造部

スタートアップ推進課　担当：山中

TEL：052-954-7474

Mail：startup@pref.aichi.lg.jp

補助金

海外展開

15

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

