グ ロー バ ル・ネットワーク協 議 会

支援メニューのご紹介

地域中核企業、
地 域 未 来 牽 引 企 業 など
地 域 経 済 を 牽 引 する
事業者の皆様を
支 援 い たしま す 。

グローバル・ネットワーク協議会

グローバル・ネットワーク協議会支援メニューのご紹介
地域中核企業、
地域未来牽引企業など地域経済を牽引する事業者の皆様を支援いたします

CON T EN T S
グローバル・ネットワーク協議会（GNCJ）とは
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分野別エキスパート
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支援事例をご紹介します
ワンストップ相談窓口による支援
個別支援事例のご紹介
（株式会社ウラノ／有限会社新日邦／アルバック機工株式会社／株式会社ShinSei）

よくあるご質問
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09
13

グローバル・ネットワーク協議会事務局は、
経済産業省の委託を受けたフロンティア・マネジメント株式会社が一般財団法人日本立地センターと運営しています。

グローバル・ネットワーク協議会（GNCJ）とは
地方からイノベーションを起こし、グローバル展開を支援するため
経済産業省の委託事業により設置された組織です
我が国には優れた技術を持つ地域企業が数多くあり

進組織として設立されました。

ますが、
その技術力をイノベーションにつなげ、世界の市

2017年7月には地域未来投資促進法が施行され、地

場をリードする新しい流れを作り出すまでには至ってい

域中核企業のみならず、地域未来牽引企業等、地域経済

ない事例が少なくありません。
このため、政府としては、

を牽引する企業の皆様に対する支援体制が強化されま

ローカルイノベーションによって地方に良質な「しごと」

した。GNCJでは、世界レベルで活躍する
「グローバル・

を創出するために、
「日本型イノベーション・エコシステ

コーディネーター（GCD）」
や事業分野別に深い見識 と

ム」
の構築を目指すこととなりました。
（※下記囲み参考）

ネットワークを有する
「分野別エキスパート」を結集し、

これに基 づき、グ ロ ーバ ル・ネットワーク協 議 会

全国のプロジェクトの各フェーズに応じた支援を実施し

（GNCJ：Global Network Council Japan）
は、2016

ています。

年6月9日、経済産業省、内閣官房、文部科学省等が連

このパンフレットでは、GNCJ創設以来の活動成果を

携して地域企業のグローバル展開等を支援し、地域か

おりまぜ、地域経済を支える企業の皆様に提供するメ

らイノベーションを起こして地域経済を活性化させる新

ニューをご紹介いたします。企業の皆様の事業成長に、

しい
「日本型イノベーション・エコシステム」
の核となる推

ぜひご活用ください。

プロジェクト

協力
企業
支援
人材

企業

グローバルネットワーク協 議 会（ G N CJ ）の機 能

大学
公設試

プロジェクト

連携

支援
人材

経産局

各プロジェクトの担当者から、
続々とご相談を頂いています！

関係省庁

独立行政法人等

J E T R O 、中 小 機 構 、
産 総 研 、J S T 等

企業

大学
公設試

連携

協力
企業

支援
人材

経産局

企業

大学
公設試
経産局

プロジェクト支援

常設のワンストップ窓口
（個別案件対応）

経 済 産 業 省 、内 閣 官 房 、
文部科学省等

協力
企業

プロジェクト

各種会議等による

情報共有・広報

ネットワーク構築

連携

グローバル・コーディネーター(GCD)
分野別エキスパート

連携

事務局

民間ビジネス

（金融機関を含む）

参 考：GNCJ設 立の背景
「日本再興戦略 2016」および「まち・ひと・しごと創生基本方針 2016」
（ いずれも2016 年 6 月 2 日閣議決定）において、
以下の方針

が示されました。

①地域経済を牽引する地域中核企業等による先導的なプロジェクトを、
2016年度以降、
毎年200程度を目安に、
5年間で約1,000 支援する。
②グローバル・ネットワーク協議会を設置し、国際市場に通用する事業化等に精通した専門家からなるグローバル・コーディネーター
を組織化し、グローバル市場も視野に入れた事業化戦略の立案や販路開拓等を支援する。
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1

さまざまな支援メニューがあります

GNCJの支援対象（2018年度）

2018年度は、下記の皆様がグローバル・ネットワーク協議会（GNCJ）
の支援対象です。
このパンフレットでは、GNCJの支援対象である下記4つを
「プロジェクト」
と呼びます。

平成 30 年度地域中核企業・中小企業等連携支援事業（地域中核企業創出・支援事業）における採択事業
文部科学省等の予算事業における採択事業
地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業
経済産業省が選定した地域未来牽引企業が行う事業

※2018年度よりGNCJの支援対象が拡大し、

地域未来投資促進法に関わるプロジェクト
（地域未来牽引企業が行う事業など）
も対象となりました。

地域未来投資促進法
地域未来投資促進法は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、
これを最大化しようとする
地方公共団体の取組を支援するものです。製造業のみならずサービス業等の非製造業を含む、幅広い事業を対象とした
支援措置を講じます。
【参考】地域未来投資促進法について
（経済産業省ホームページ）
http://www.meti.go.jp/policy/sme̲chiiki/chiikimiraitoushi.html

地域未来牽引企業
経済産業省は、地域内外の取引実態や雇用・売上高を勘案し、地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれるとと
もに、地域経済のバリューチェーンの中心的な担い手、および担い手候補である企業を、
「 地域未来牽引企業」
として選定
しました。
【参考】地域未来牽引企業について
（経済産業省ホームページ）
http://www.meti.go.jp/policy/sme̲chiiki/chiiki̲kenin̲kigyou/index.html

GNCJでは、
これらプロジェクトの推進に向けて、
プロジェクトの実施企業、実施機関とその中心的な役割を果たす支援
人材の活動を、様々な側面から支援いたします。
また、各種会議の開催やウェブサイトによる広報の実施などにより、支援施策や業界動向、GNCJ事業等についての情
報提供を行うとともに、
プロジェクト間の連携促進を図っています。

02

GNCJ事務局に支援のご相談をいただいたプロジェクトに対して、
ニーズに応じた個

支 援メニュー

別支援を実施します。各種事業戦略、研究機関や人材の紹介、工場内の生産性改善な
ど、
さまざまな支援メニューがあります。
（9〜12ページに支援事例を掲載しています。）

支援メニュー
支 援 内 容・支 援 領 域

B

戦略策定支援
新規素材の
事業戦略

海外進出
戦略

B

戦略策定支援コンサル・
製造現場改善診断コンサル

農作物等の
輸出戦略

販売支援

特定領域（技術等）

ビジネス
マッチング

工場内の
生産性改善

販売先紹介
（海外）

新製品の
事業戦略

B

C

新事業の
ビジネスモデル
P.9 P.10

to

to

＊

通常支援メニュー

（GCD等によるプロジェクト支援・ワンストップ窓口対応）

P.9 P.10

P.11 P.12

新規事業の事業戦略

資金調達
工場内の生産性改善

研究機関紹介
人材紹介

販売戦略

戦略方向性
相談

（公募によるコンサル支援）

販売先紹介
（国内）

販売戦略

プロジェクト
推進の相談

＊「戦略策定支援コンサルティング」
「製造現場改善診断コンサルティング」
とは？
GNCJ事務局がプロのコンサルタントとともに、以下の支援を行います。
戦略策定支援コンサルティング：販売戦略の策定と販売支援、
または事業の診断と戦略策定支援を行います。
製造現場改善診断コンサルティグ：製造現場を訪問し、改善すべきポイントの指摘や改善に向けたアドバイスを行います。
（応募者より提出されたエントリーシートにより書類選考を行い、支援対象を決定します。）

支 援メニューを

まずはGNCJ事務局へご相談ください。
ご相談者と事務局とで方向性を検討し、
プロジェクト

活用するには

の内容や目標、
支援ニーズなどを把握したうえで、
最適な支援をご提案いたします。

1

2
GNCJ事務局の
ワンストップ相談窓口へ
ご相談ください。

3
ご相談いただいた内容をもとに、
支援メニューを検討いたします。

（必要に応じて、
ご相談者と事務

ご相談内容に合った
支援を実施いたします。

局との面談を設定いたします。）

GNCJ 事務局ワンストップ相談窓口（受付時間 平日 9：30~17：30）
E-mail：support@gncj.meti.go.jp TEL：03-3518-8977
住所：東京都千代田区神田駿河台1-8-11東京YWCA会館8階
（一財）日本立地センター 地域イノベーション部内
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2

グローバル・コーディネーター（GCD）、
分野別エキスパートを組織しています

グローバル・コーディネーター（ G C D ）
グローバル・ネットワーク協議会（GNCJ）では、
プロ

アメリカ・シリコンバレーで活躍する起業家、我が国

ジェクトを効果的・効率的に推進していくために、企業が

トップクラスの経営コンサルタント、著名なベンチャー

直面する様々な課題を解決し、個々の企業の状況や戦略

キャピタリスト、IoT・ロボット等の分野における世界水準

に応じて、適切なアドバイスや支援ツール等を提供でき

の若手技術者など、世界レベルで活躍する方々にGCDと

る支援体制を構築するため、GCDを組織しています。

して就任いただいています。

阿部 康行

浅倉 眞司
Tesla Motors Japan 合同会社
エナジープロダクツ カントリーマネジャー

株式会社 JVCケンウッド 社外取締役 取締役会議長
株式会社 SUBARU 社外監査役
株式会社 オレンジ・アンド・パートナーズ 顧問

池田 弘

池野 文昭

NSGグループ

代表

伊佐山 元

石倉 洋子

WiL, LLC 共同創業者CEO

一橋大学 名誉教授

上田 学

江川 雅子

米国

一橋大学大学院経営管理研究科 教授

Mode, Inc. CEO

影山 裕史
学校法人金沢工業大学大学院工学研究科
高信頼ものづくり専攻 教授

加藤 百合子
株式会社エムスクエア･ラボ 代表取締役
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Med Venture Partners株式会社
取締役 チーフメディカルオフィサー

梶川 裕矢
東京工業大学大学院
環境・社会理工学院 教授

東京大学 国際高等研究所
サステイナビリティ学連携研究機構 教授

金子 恭規
Managing Director,
Kaneko Investments LLC

仮屋薗 聡一

川西 哲也

一般社団法人
日本ベンチャーキャピタル協会 会長

早稲田大学理工学術院基幹理工学部
電子物理システム学科 教授

國井 秀子

小池 聡

芝浦工業大学大学院
工学マネジメント研究科 客員教授

ベジタリア株式会社 代表取締役社長

杉田 浩章

角南 篤

株式会社ボストン コンサルティング グループ
日本代表

公益財団法人笹川平和財団 常務理事
政策研究大学院大学 副学長

高橋 智隆
東京大学先端科学技術研究センター 特任准教授
株式会社ロボ・ガレージ 代表取締役社長

冨山 和彦
株式会社経営共創基盤 代表取締役CEO

西川 徹

西口 尚宏

株式会社Preferred Networks
代表取締役社長 最高経営責任者

一般社団法人
Japan Innovation Network 専務理事

西澤 民夫

外村 仁

一般社団法人
オープンイノベーション促進協議会 代表理事

Scrum Ventures, Partner
First Compass Group, General Partner

程 近智

森健

アクセンチュア株式会社 相談役

株式会社ローランド・ベルガー 元日本代表

森 雅彦
DMG森精機株式会社 取締役社長
（五十音順、2019年1月現在）
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分 野 別エキスパート
各プロジェクトの対象分野のうち、特に成長が期待さ

材に分野別エキスパートへ就任いただき、支援ニーズの多

れる分 野について支 援を強 化するため、グローバル・

様化・深化に対応した支援体制強化を図っています。分野

ネットワーク協 議 会（ G N C J ）事 務局に分 野 別エキス

別エキスパートと事務局とで連携しながら、分野固有の課

パートを置いています。

題解決に取り組んでいます。

該当分野について深い知見や多彩な経験を有する人

ロボット製造・エレクトロニクス

伊尾喜 大祐
MEDISH
Blu-ray・DVD制作プロデューサー

海外展開（販路網構築）

医療機器・ヘルスケア

内田 毅彦
株式会社日本医療機器開発機構（JOMDD）
代表取締役

IoT、AI

大澤 裕

大角 暢之

株式会社ピンポイント・マーケティング・
ジャパン 代表取締役

一般社団法人日本RPA協会 代表理事
RPA テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長

観光

太田 昌也
株式会社リックプロデュース 常務取締役

地域物産 ブランディング 医療機器・ヘルスケア

木田 健一
千葉大学大学院デザイン科学コース
非常勤講師 デザインコンサルティング

元テルモ株式会社 執行役員マーケティング
室長兼ヘルスケア事業部長

新素材／CFRP

倉谷 泰成

医療機器・ヘルスケア

柏野 聡彦
一般社団法人日本医工ものづくりコモンズ
専務理事
株式会社考える学校 代表取締役

新素材／CNF

北川 和男
地方独立行政法人京都市産業技術研究所
研究フェロー（研究戦略）

食・農業

観光

ブランディング

斉藤 隆秀

株式会社カドコーポレーション
代表取締役社長

デロイト トーマツファイナンシャルアドバイ
ザリー合同会社
リージョナルリストラクチャリングアドバイ
ザリー ヴァイスプレジデント

ブランディング

航空機

齋藤 峰明
シーナリーインターナショナル代表
アトリエ・ブランマント
（パリ）
総合ディレクター
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（各分野別エキスパートの上部に担当分野を記載しています。
）

佐野 英之
株式会社QOOL・GADGETS 代表取締役社長

グローバル・コーディネーター（GCD）、分野別エキスパートの経歴については、
下記GNCJウェブサイトをご覧ください。
GNCJウェブサイトURL

https://www.gncj.meti.go.jp/

航空機

航空機

赤 信彦

高山 祐一

一般社団法人神戸市機械金属工業会
神戸航空機クラスター チーフアドバイザー

Alton Aviation Consultancy Japan株式会社
執行役員 Principal

環境・リサイクル

法律

中崎 清彦
東京工業大学 環境・社会理工学院
融合理工学系 教授 博士(工学)

スポーツ

ブランディング

名取 勝也
名取法律事務所 代表弁護士

知財戦略

橋本 虎之助

並木 裕太
株式会社フィールドマネージメント 代表取締役

医療機器・ヘルスケア

海外展開

海外展開

春山 貴広

橋本総合特許事務所 所長 弁理士

食・農業

藤井 篤之

株式会社グロービッツ 代表取締役社長

アクセンチュア株式会社
戦略コンサルティング本部 シニア・マネジャー

航空機

IoT

宮﨑 浩
Aerospace Business Partners
Association Chairman
エアロスペース飯田クラスター 特別顧問

環境・リサイクル

宗像 義恵
ビーグローブ株式会社（B.Grove Inc.）
代表取締役

製造・加工

村上 三平
株式会社 Ｓ．
Ｐ．
Ｍ 代表取締役社長
（五十音順、2019年1月現在）
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支援事例をご紹介します

ワンストップ相談窓口による支援
グローバル・ネットワーク協議会（GNCJ）事務局の

パートによる支援につなげる場合もあります。事務局と

ワンストップ相談窓口には、各プロジェクトから様々な

の面談でプロジェクトの課題の整理ができた例や、進

相 談が寄せられます。相 談内容に応じて必 要な支 援

捗に応じて同一プロジェクトから複数の相談をいただ

ツールを提供し、内容によってはGCDや分野別エキス

く例もあります。
〈いずれも2017年度実績〉
※

ワンストップ相談窓口に寄せられた相談内容

N = 102件

新事業のビジネスモデル

16

海外進出戦略

7

戦略方向性相談

6

研究機関紹介

農作物等の輸出戦略
販売戦略
資金調達

工場内の生産性改善

販売先紹介
（国内）
新製品の事業戦略

新規素材の事業戦略

クラスター構築 1
販売先紹介
（海外） 1

8

IoT・ロボット

8

4
4

エレクトロニクス

4

医療機器

3

10

新素材

8
7

航空機

3
3

6

バイオ

3
3

観光

4
2

スポーツ 1

5

10

15

20

その他 1

※ 相談内容件数は、延べ件数となっております

新事業のビジネスモデル

5

10

15

ワンストップ相談窓口による支援事例①

Ａ社からの相談

ワンストップ相談窓口による支援

Ａ社は特殊な印刷技術を有しており、将来に向けて、
これ

GNCJ事務局と経済産業局で同社を訪問。
トップの考えや

まで手掛けてきたＢtoＢのものづくりにとどまらず、
自社の技

現状の課題等をお聞きし、商品化の可能性を検討しました。

術を生かしたＢtoＣのビジネス展開を考えています。

その結果、GNCJの支援メニューにある
「戦略策定支援コン

その際のマーケットの見方、商品化の進め方について相談
がありました。

人材紹介

サルティング」
を活用することとなり、新規のビジネスモデル
構築に向けた取組を進めています。

ワンストップ相談窓口による支援事例②

Ｂ社からの相談
Ｂ社では、
将来を見据えた成長戦略としてCFRP（炭素繊
維強化プラスチック）
加工による治具開発に取り組んでいます。
開発の目途が立ち商談も増えてきていることから、将来の
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13

環境・エネルギー

11

ビジネスマッチング

14

製造技術

14

プロジェクト推進の相談

N = 81件

食・農業

19

人材紹介

ワンストップ相談窓口による分野別の対応件数

ワンストップ相談窓口による支援
株式会社日本人材機構を紹介し、協議の結果、同機構の
「伴走型支援サービス」
を活用することになりました。
まず、社内の幹部候補4名に対し導入研修を実施、
さらに、

幹部候補人材の確保を、社内人材育成および社外人材採用

うち2名に役員研修を行うこととしています。
その後、外部人

の両面から進めたいとの相談が寄せられました。

材確保について検討を進める予定です。

個別支援事例のご紹介

プロジェクト関係者とGNCJ事務局との面談を経て、
ニーズに応じた個別支援を行います。
支援事例の一部をご紹介します。

個 別支 援 事 例 ① 〈2017年度より支援〉

株 式会社ウラノ （本 社：埼玉 県児 玉郡上 里町/長 崎工場：長 崎県東彼 杵 郡 東彼 杵町 ）
プロジェクト名：

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

支援メニュー

： 通常支援メニュー

支援内容・支援領域 ： 海外進出戦略

工場内の生産性改善

企業からの相談

部品・素材加工メーカーから最終部品の供給企業への転換に際し、
品質保証体制および材料調達に関するノウハウが不足
航空機部品の難削材加工を得意としている(株)

策を講じる必要性に迫られていました。

ウラノは、部品・素材の機械加工メーカーから最終

2017年度にGNCJによる支援の一環として高山

部品の供給企業となることを目指して、積極的に海

祐一分野別エキスパートによる海外進出戦略への支

外企業との取引を進めています。
しかし、生産工程の

援を受けていた同社は、続いて、航空機部品の生産

うち、海外企業向けの品質保証体制に関するノウハ

管理・調達の専門家である赤信彦分野別エキスパー

ウ不足が課題となっていました。
さらにここ数年、材

トの派遣を要請し、専門的なアドバイスを受けること

料調達面で世界的に厳しい環境が続いており、対

となりました
（各エキスパート7ページ参照）。

支援のフロー

（2017年度）
高山エキスパート
による支援

せき

GNCJが実施した支援

フォローアップ

（2018年度）

専門家とGNCJ事務局が長崎工場を訪問し、
製造現場の状況を確認しながら実情に即してアドバイス

新たな課題により
支援要請

本プロジェクトの関係者による会議の場で、赤エ

行い、
川下企業とのコミュニケーション方法、材料調

キスパートおよびGNCJ事務局による個別面談を

達のコツ、
特殊工程の人材育成等、
各部門が抱えて

実施しました。
その際に、課題解決のために生産現

いる疑問について実践的なアドバイスを行いました。

場での助言を求められ、赤エキスパートとGNCJ事

赤エキスパート・
ＧＮＣＪ

務局等で同社長崎工場を訪問しました。工場内で

事務局による面談

は、赤エキスパートが直接現場の状況を確認しなが
ら、
作業手順などの課題について助言を行いました。

赤エキスパートと
長崎工場を訪問

その後、各部門のリーダーとディスカッションを

赤エキスパート・
ＧＮＣＪが

支援後の状況・フォローアップ

専門家からのアドバイスを元に、
製造現場での改善および社内教育の充実等に向けた取組を実施中
現地での支援終了後、GNCJ事務局が長崎工場
にその後の状況やアドバイスの効果などを確認し
たところ、赤エキスパートからの助言により多くの
情報を得ることができ、今後の製造現場での改善

長崎工場訪問、
支援

ことです。今後、
より具体的な動きに結び付いていく
ことが期待されます。
引き続き、GNCJ事務局によるフォローアップを

フォローアップ

実施していく予定です。

および社内教育の充 実に向けて動き始めたとの
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個 別支 援 事 例 ② 〈201７年度より支援〉

有限会社 新日邦 （静岡県藤 枝 市）
プロジェクト名：

支援メニュー

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

： 通常支援メニュー

支援内容・支援領域 ： 海外進出戦略

工場内の生産性改善

支援のフロー

企業からの相談

人工光型植物工場で安定的な生産を実現しており機械化も進めつつあるが、
一部労働集約的な工程が残っており、
さらなる生産性の改善が必要
日本最大級の人工光型植物工場で葉物野菜の

海外事情に関するアドバイスを受けました。
さらに、

生産を行っている(有)新日邦は、海外での事業実現

今後の事業拡大を行うにあたり、一 部 残っている

と次世代型の植物工場による生産性向上を目指し

労働集約 的な工程の自動化を進めるため、2018

ています。2017年度には米国での植物工場産業の

年度、GNCJ事務局へ生産性向上にかかる知見を

知見を有する 金子恭規GCD
（4ページ参 照）から

有する専門家派遣の相談がありました。

〈2017年度〉
ＧＮＣＪ
事務局による面談

金子GCDによる
面談、
支援
（米国市場に関する協議）

GNCJが実施した支援

専門家による個別訪問や機械化メーカーとの連携を通じて、
生産現場全般のレビューと今後に向けた支援を実施
GNCJ事務局との面談を経て、生産関連の専門

フォーマットを提示いただきました。

家であり、多角化企業でCPO（Chief Production

また、GNCJ事務局では、同じく地域中核企業・

Oﬃce）
として様々な事業の生産部門を統括 した

創 出 支 援事 業 採択企業であり食品加工工 程 の

（7ペー
経験を有する村上三平分野別エキスパート

自動 化 に定 評 のある、北海道の(株)ニ ッコーと

ジ参照）およびGNCJ事務局、関東経済産業局、

の面談をセッティングしました。労働集約型生産

本プロジェクトを担当するコーディネーター（NPO

プロセスの機械化の可能性について、両社による

植物工場研究会所属）で同社を訪問し、生産現場

ディスカッションが行われました。

の視察の後、改善ポイントについてディスカッション

〈2018年度〉
ＧＮＣＪ
事務局による面談

村上エキスパートによる
現地訪問、
支援

「機械化に
を行いました。村上エキスパートからは、
際しては、まず作業の 標 準化や、工程別ロ ーテー
ション体制の適正化が必要かつ有効」
などのアドバ
イスがありました。また、具体的な標準作業書の

村上エキスパート
（写真右）
と
植物工場を視察し、
面談を実施

機械化メーカーによる
現地訪問、
面談

支援後の状況・フォローアップ

アドバイスを元に、工場の生産性改善に向けた活動を実施
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その後、村上エキスパートからのアドバイスを元

今後、同社と、村上エキスパート、(株)ニッコー

に工場の改善活動等に取り組み、村上エキスパー

による面談を行い、改善活動や標準作業書作りの

トより提示されたフォーマットに則り標準作業書を

進捗確認を行うとともに、機械化の具体策に関し

作成しているところです。

てディスカッションを実施する予定です。

生産性改善に関する
フォローアップ

個 別支 援 事 例 ③ 〈2017年度より支援〉

アルバック機工株 式会社

（宮 崎県西都 市）

プロジェクト名：

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

支援メニュー

： 戦略策定支援コンサル

支援内容・支援領域 ： 新規事業の事業戦略

企業からの相談

医療機器分野へ新規参入を狙っているが販路や参入方法等のノウハウが不足
真空ポンプの開発・製造等を手掛けるアルバック

の支援メニューを活用したいと考えました。相談を

機工(株)は、新規に医療機器分野への参入を進め

受けた九州経済産業局がGNCJ事務局につなぎ、

ています。
しかし、販路やチャネル、具体的な参入方

事務局との面談を経て
「戦略策定支援コンサルティ

法などのノウハウがなく、事業戦略の策定が課題と

ング（戦略コンサル）」
（3ページ参照）
に応募、採択

なっていました。
そこで、経済産業省の
「地域中核企

されました。

支援のフロー
ＧＮＣＪ
事務局による面談

コンサル採択

業創出・支援事業」
に採択されたことを機にGNCJ

GNCJが実施した支援

専門家による個別訪問等を通じて、
業界独自の視点からの助言や綿密な分析を行い、今後の販売戦略を明確化
GNCJ事務局と、
戦略コンサルを実施するフロン

アルバック機工の担当部長を筆頭に、担当取締

ティア・マネジメント(株)とで、市場環境のトレンド

役も含め、戦略策定に向けたプロジェクトチームが

調査（市場規模や患者数分析）
や数十社に及ぶ他

組織され、
目指すべき姿を協議し、戦略の方向性と

社事例研究を行い、
参入の成功要因やリスクを分

具体的な取組を導出しました。
「ニーズの把握体制

析しました。

構築」
と
「大手との協業強化」
という大きな２つの重

医 療 機 器 分 野で世 界 的に活 躍する池 野 文 昭

点取組を10年間のアクションプランとして掲げ、到

GCD（4ページ参照）に参画いただき、医療分野な

達するための施策等について定例会等で協議を重

らではの戦略方向性について示唆いただきました。

ね、医療機器分野進出のための事業計画を策定し

医療現場のニーズを把握し課題解決につながる製

ました。

池野ＧＣＤ・
コンサルチームによる
現地訪問･方向性決定

定例会
（現地・ＴＶ会議）

品開発をめざすことや、
まずは大手との協業により
信頼と技術力を磨くことが肝要であること、
また、効
事業計画策定

果的なPR方法（WEB、展示会）等の手法について

池野GCDを交えて
面談を実施

も指導いただきました。

支援後の状況・フォローアップ

事業計画を策定し、参入に向けて具体的な活動が順調に進行中
GNCJ事務局がアルバック機工に、その後の状

事業計画の進捗報告と、実施過程での課題（特

況をヒアリングしました。同社内で本格的に医療機

に製品化につながるニーズ把握の難しさ等）
をテー

器分野への取組を進めていく方針が社長より示さ

マに池野GCDと面談を実施し、ニーズ把握をチー

れ、戦略コンサルを通して挙げられた連携先候補と

ム体制で行う重要性など、解決に向けた助言をい

の具体的な動きも順調に進んでいることが確認で

ただきました。

現地訪問等による
フォローアップ

きました。
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個 別支 援 事 例 ④ 〈2018年度より支援〉

株 式会社ShinSei （京 都府城陽市）
プロジェクト名：

支援メニュー

人体モデルの医療用シミュレーター装置部品の開発

： 戦略策定支援コンサル

支援内容・支援領域 ： 新規事業の事業戦略

企業からの相談

精密加工の技術力を生かして医療機器分野への新規参入を図るが、
市場性や販路開拓等の戦略策定に課題
(株)ShinSeiは、金型設計製作・射出成型・精密

ＧＮＣＪ
事務局による面談

ジュ
（※）
および京都中央信用金庫からの紹介を機

部品加工を手掛けており、精密加工の技術力を生

に、
「戦略策定支援コンサルティング
（戦略コンサ

かし、医療用シミュレーターへの新規参入を進めて

ル）」
（3ページ参照）
の活用等についてGNCJ事務

います。
シミュレーターは医療機器でも特殊な分野

局に相談がありました。

であるため、市場性や販路開拓等に関する戦略策

※各経済産業局に配置された地域未来牽引企業の

定が課題となっていました。

都道府県別担当者。
当該企業からの相談や問合せ

同社は地域未来牽引企業（2ページ参照）
に選定

支援のフロー

コンサル採択

に一元的に対応。

されており、近畿経済産業局の地域未来コンシェル
木田エキスパートによる
現地訪問･

GNCJが実施した支援

方向性議論

戦略コンサルに採択され、市場調査や市場参入に向けた
体制等計画の策定、進め方を整理
戦略コンサルの実施が決まり、GNCJ事務局と

さらに多種の訓練への適用が必要と考えられる」

WEB会議による初回面談を実施しました。そこで

等の指摘がありました。
また、医療機器分野への単

の協議を通じて、開発中の医療用シミュレーターの

独での新規参入は難しい面があるので、医療機器

市場規模調査を重点的に実施する等、方向性を確

メーカーとアライアンスを組むことも視野に入れる

認しました。

べきとのアドバイスがありました。

医療機器分野において、民間企業等で豊富な経

３､４回の面談

同社は、主任研究員を中心としたチームを組成し、

験を持つ木田健一分野別エキスパート
（6ページ参

開発・商品化・販路等の項目ごとにマップを作り、優

照）およびGNCJ事務局、そして近畿経済産業局、

先順位をつけながら計画を推進していく予定です。

京都中央信用金庫で同社を訪問しました。木田エ

事業計画策定
（予定）

キスパートからは、
「医療機器開発は時間がかかる
ことに覚悟が必要」、
「 市場調査を実施するうえで
医療関係者へのヒアリングは欠かせない」、
「 医療
用シミュレーターに関して、同社が想定しているより

シミュレータポンプ試作機

現地訪問等による
フォローアップ
（予定）

支援後の状況・フォローアップ

専門家のアドバイスを受け、課題解決に向けた取組を継続中
現在、戦略コンサルを継続中です。GNCJ事務局
では、同社の状況を見ながら次回以 降の支援（ 面
談等）
を計画するとともに、
コンサルチームによる市
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場 調 査（ 医療機関 等へのヒアリング）を 進めて
います。

よくあるご質問
グローバル・ネットワーク協議会（GNCJ）
によく寄せられるご質問と、
その回答をご紹介します。

Q.

支援メニューや、支援していただくグローバル・コーディネーター（GCD）、分野別エキス
パートなどを、
プロジェクト側からリクエストすることはできるのでしょうか。

A.

ご相談の際に希望を伺うことはできますが、支援メニューや具体的な支援内容については

Q.

名称に
「グローバル」
と付いていますが、海外展開等に関するプロジェクトが主な支援対象な

A.
Q.
A.
Q.
A.
Q.
A.

GNCJ事務局にて検討し、
プロジェクトにとって最適と思われる内容をご提案いたします。

のでしょうか。
国内対象のプロジェクトもGNCJの支援対象です。
GNCJのネットワークや知見を生かし、適切な支援を実施いたします。

GNCJの支援メニューを利用する際、費用はかかるのでしょうか。
プロジェクト側に費用のご負担が生じることはありません。
※ただし、GNCJによる支援は、主にプロジェクトのスタート部分に対しアドバイス等を行うものです。次の段階
では、
プロジェクト
（企業）が独自に事業を進めていただくことになります。

地域で進めているプロジェクトについては、
どこに相談すればよいのでしょうか。
GNCJワンストップ相談窓口では、全国のプロジェクトからのご相談をお受けしています。
お電
話・Ｅメールなどで直接ご連絡ください。
また、政策等に関しては経済産業省へお問い合わせ
ください。
（本パンフレット裏表紙のお問い合わせ先をご覧ください。）

独立行政法人、国立研究開発法人、公的金融機関など、各種公的機関が支援策を打ち出して
いますが、
どこに相談すればスムーズなのか迷っています。
GNCJでは様々な公的支援機関と連携して事業を進めています。
ご相談内容をお伺いし、
GNCJ
のネットワークの範囲で窓口をご紹介したり、
ご相談をつないだりすることが可能です。
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経済産業 省お問い合わせ先
地域中核企業・創出支援事業についてのお問い合わせ
経済産業省

地域経済産業グループ

北海道経済産業局

TEL

03-3501-0645

地域企業高度化推進課

011-709-1775

総務企画部企画調査課

東北経済産業局

地域経済部地域経済課

022-221-4876

関東経済産業局

地域経済部地域経済課

048-600-0253

中部経済産業局

地域経済部次世代産業課

052-951-0570

中部経済産業局

電力・ガス事業北陸支局

近畿経済産業局

地域経済部次世代産業・情報政策課

06-6966-6008

中国経済産業局

地域経済部地域経済課

082-224-5684

四国経済産業局

地域経済部次世代産業課

087-811-8521

九州経済産業局

地域経済部地域経済課

092-482-5430

内閣府沖縄総合事務局

076-432-5518

地域経済課

098-866-1727

経済産業部企画振興課

地域未来投資促進法についてのお問い合わせ
〈法律や制度全体についてのお問い合わせ〉
経済産業省

地域経済産業グループ

TEL

地域未来投資促進室（地域企業高度化推進課内）

03-3501-1587

〈基本計画の申請、地域経済牽引事業計画の申請、連携支援計画の申請、各種支援措置等についてのお問い合わせ〉
北海道経済産業局

地域未来投資促進室（総務企画部企画調査課内）

011-709-2311

東北経済産業局

地域未来投資促進室（地域経済部地域経済課内）

022-221-4876

関東経済産業局

地域未来投資促進室（地域経済部企業立地支援課内）

048-600-0272

中部経済産業局

地域未来投資促進室

東海担当（地域経済部地域振興課内）

052-951-2716

北陸担当（電力・ガス事業北陸支局地域経済課内）

076-432-5518

近畿経済産業局

地域未来投資促進室（地域経済部地域開発室内）

06-6966-6012

中国経済産業局

地域未来投資促進室（産業部産業振興課内）

082-224-5638

四国経済産業局

地域未来投資促進室（地域経済部新規事業室内）

087-811-8516

九州経済産業局

地域未来投資促進室（地域経済部企業支援課内）

092-482-5430

内閣府沖縄総合事務局

地域未来投資促進室（経済産業部企画振興課内）

098-866-1727

地域未来牽引企業についてのお問い合わせ

TEL

経済産業省

03-3501-1587

地域経済産業グループ

地域未来投資促進室（地域企業高度化推進課内）

グローバル・ネットワーク協議会
（GNCJ）
事務局 ワンストップ相談窓口
E-mail：support @gncj.meti. go. jp

GLOBAL NETWORK COUNCIL JAPAN

TEL： 03 - 3518 - 8977

東京都千代田区神田駿河台 1-8-11 東京 YWCA 会館 8F
一般財団法人日本立地センター 地域イノベーション部内
URL： https://www.gncj.meti.go.jp/ 〈受付時間 平日 9:30 〜 17:30〉

グローバル・ネットワーク協議会事務局は、経済産業省の委託を受けたフロンティア・マネジメント株式会社が一般財団法人日本立地センターと運営しています。

