
令和2年度採択事業（北海道地区） 申請者 法人番号

北海道発「官民連携」「大学連携」集中型ヘルス
ケア産業創出プロジェクト

株式会社北海道二十一世紀総合研究所 6430001009859

北海道航空ビジネスネットワーク（HAB）をハブ
とした航空機産業分野参入PROJECT

一般社団法人北海道機械工業会 7430005000953

第4次産業革命技術を活用した北海道食品・もの
づくり産業の労働生産性向上

公益財団法人北海道科学技術総合振興センター 7430005010358

海外企業との協業による新たな食輸出モデル構築 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 6430001009859

北海道スポーツ関連ビジネス創出推進事業 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 6430001009859

令和2年度採択事業（北海道地区）



令和2年度採択事業（東北地区） 申請者 法人番号

東北地域の医工連携環境の整備と企業課題の解決 株式会社ドゥリサーチ研究所 5010401019575

東北3県における食関連事業者の海外進出支援事業 特定非営利活動法人ETIC. 8011005001090

北三陸・八戸広域の沿岸被災地域における、農林水
産・地域商社・食料品製造関連分野におけるローカ
ルブランド構築支援事業

TSUMUGIキャピタル株式会社 4010001187542

アジアの活力取り込みへ向けた、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

独立した共同販売営業部の設立による複数型ビジネ
スマッチングの構築

一般財団法人岩手経済研究所 1400005000185

BOSAI　UPDATE　2020 株式会社ワンテーブル 7370001040522

令和2年度採択事業（東北地区）



令和2年度採択事業（関東地区） 申請者 法人番号

関東医療関連ソリューション事業化推進事業 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 3010401011971

ヘルスケアイノベーション創出支援事業 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703

アジア新興国企業との共創による新事業創出支援事
業

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 3010401011971

全国航空機ネットワークを活用した航空機部品プ
ラットフォーム事業

一般社団法人日本航空宇宙工業会 8010405010602

長野県・南信州地域を中心とした航空機産業装備品
分野における連携受注体制高度化事業

公益財団法人南信州・飯田産業センター 3100005010766

広域関東地域における自動運転社会を見据えた先端
モビリティサービス創出支援事業

みずほ情報総研株式会社 9010001027685

産学連携による日本型次世代スマート植物工場の国
際普及

特定非営利活動法人　植物工場研究会 7040005014398

山岳観光資源を活かしたユニバーサルフィールド対
応型旅行の体制整備

国立大学法人信州大学 3100005006723

「新アリーナを地域の核とした観光・スポーツの複
合エンタメサービス創造のためのイノベーション支
援」

KPMGコンサルティング株式会社 3011105000996

スポーツクラブによるアクティブライフ実現に向け
たトータルサポート事業

株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ 9090001000230

地域スタートアップ支援エコシステム構築事業 株式会社ゼロワンブースター 7010401098832

災害時の「食」に関する新潟モデル開発プロジェク
ト

一般社団法人　健康ビジネス協議会 1110005014719

令和2年度採択事業（関東地区）



令和2年度採択事業（中部地区） 申請者 法人番号

地域ヘルスケア・医療機器企業群成長加速化事業 公益財団法人三重県産業支援センター 5190005009963

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

アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成のための中
核企業イノベーション支援事業

一般社団法人 中部航空宇宙産業技術センター 1180005005133

次世代自動車を支える金型企業の新たな事業展開に
向けたイノベーション事業

国立大学法人岐阜大学 5200005002181

生産設備自動化企業に対して第４次産業革命関連の
ロボット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

炭素繊維複合材料の製品開発・事業化支援及び広域
支援ネットワークの構築・強化事業

公益財団法人中部科学技術センター 7180005014541

マルチマテリアル化に向けた新素材と次世代加工技
術の統合による社会実装支援事業

公益財団法人科学技術交流財団 5180305007882

水栓バルブの地域ブランド化を図り、持続的発展を
目指す地域産業への支援事業

山県市商工会 3200005002183

炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の資源循環の
推進に向けた新たなサプライチェーン創出支援事業

公益財団法人国際環境技術移転センター 9190005009729

中部地域における食の輸出促進ネットワーク構築強
化事業

株式会社百五総合研究所 6190001000891

令和2年度採択事業（中部地区）



令和2年度採択事業（北陸地区） 申請者 法人番号

航空機部品産業における国際競争力の強化による一
貫生産体制の確立とMRO部品事業への展開及び販
路開拓

公益財団法人石川県産業創出支援機構 1220005000195

モデルベースシミュレーション技術の向上による競
争力強化

一般財団法人　北陸産業活性化センター 1220005004535

令和2年度採択事業（北陸地区）



令和2年度採択事業（近畿地区） 申請者 法人番号

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

再生医療分野におけるネットワーク形成及び地域中
核企業の成長支援事業

公益財団法人新産業創造研究機構 4140005005365

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

関西航空機産業プラットフォームNEXTが取組む航
空機産業による地域経済牽引の促進

公益財団法人 新産業創造研究機構 4140005005365

関西地域の先導的ロボット導入促進拠点連携による
ロボットSIer育成事業

一般社団法人i-RooBO Network Forum 4120005018328

フレキシブル3次元実装コンソーシアム 国立大学法人大阪大学 4120905002554

介護ロボット・ICTシステム開発及び導入促進事業 公益財団法人大阪産業局 9120005020790

関西DX実装プロジェクト 一般財団法人関西情報センター 5120005015290

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

地方独立行政法人京都市産業技術研究所 8130005013885

Kansai-3D実用化プロジェクト 株式会社立花エレテック 2120001049007

我が国の環境・省エネ技術のアジア市場進出のため
の広域的ネットワーク構築及び先端型プロジェクト
組成支援事業（仮称）

公益財団法人　地球環境センター 9120005012202

マグネシウム合金ものづくり企業支援事業 公立大学法人大阪 5120005020803

阪神・瀬戸内ネットワーク連携による国内水素サプ
ライチェーン構築・開発支援事業

一般財団法人大阪科学技術センター 6120005015315

関西地域における電力需給一体型システム構築支援
事業～中小企業の独自技術でレジリエンス、省エネ
を高度化～

一般財団法人大阪科学技術センター 6120005015315

国内外マーケット進出強化を見据えた、持続可能な
"Tango Creationプラットフォーム”創出支援　～ク
リエイターズインレジデンス整備事業～

株式会社ジェイアール東日本企画 関西支社 7011001029649

スポンサーアクティベーションによる地域活性化、
経済効果創出支援

有限責任あずさ監査法人 3011105000996

令和2年度採択事業（近畿地区）



令和2年度採択事業（中国地区） 申請者 法人番号

医療機器関連分野とAI・IT技術の融合による新事業
創出・事業化支援事業

公益財団法人中国地域創造研究センター 8240005012380

運動器・フィットネス領域おける事業創出支援事業
（ロコモネット事業）

公益財団法人中国地域創造研究センター 8240005012380

CASE革命下の自動車関連産業の競争力強化および
新事業創出プロジェクト

一般財団法人ひろぎん経済研究所 7240005012431

地域発ＦＡ・ロボット等実装プロセス創出プロジェ
クト

一般財団法人ひろぎん経済研究所 7240005012431

次世代エレクトロニクス関連産業創出事業 公益財団法人 中国地域創造研究センター 8240005012380

中国地域の広域プロスポーツ連携ネットワークを活
用した中国地域　スポーツ関連産業創出プロジェク
ト

伊藤忠ファッションシステム株式会社 6011001042090

令和2年度採択事業（中国地区）



令和2年度採択事業（四国地区） 申請者 法人番号

高機能素材（セルロースナノファイバー、炭素繊
維、高機能紙等）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

四国における食品・素材メーカーの機能性食品分野
への参入支援プロジェクト

一般財団法人 四国産業・技術振興センター（略
称：STEP)

4470005005299

LED関連産業「未来のステージ」チャレンジ事業 公益財団法人とくしま産業振興機構 2480005005878

地方発エアカーゴによる和食食材の戦略的海外展開
手法の開発

公益財団法人 とくしま産業振興機構 2480005005878

令和2年度採択事業（四国地区）



令和2年度採択事業（九州地区） 申請者 法人番号

九州地域の医療機器ビジネスにおける先進事例創出
支援事業及び、支援機能・連携強化事業

一般財団法人九州産業技術センター 3290005013775

九州コスメティック産業グローバルクラスター創出
プロジェクト

一般社団法人ジャパン・コスメティクセンター 2300005006415

航空機エンジン部品及び装備品等の多工程一貫生産
サプライチェーン体制構築・強化

公益財団法人長崎県産業振興財団 5310005001841

北九州システムインテグレータ・ネットワーク強化
による地域企業イノベーション支援事業

公益財団法人　北九州産業学術推進機構 3290805008207

半導体関連分野の広域オープンプラットフォーム構
築・活用による国内外における受注獲得支援

一般財団法人九州地域産業活性化センター 6290005013756

半導体関連企業の異分野展開、サービス化による高
付加価値化（コトづくり）に向けた支援プラット
フォーム構築及び新事業創出等支援

一般財団法人　九州地域産業活性化センター 6290005013756

DX化による生産性向上のための九州IoTコミュニ
ティネットワーク形成事業

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 7010001088960

おおいた宇宙関連産業チャレンジ支援事業 公益財団法人大分県産業創造機構 8320005008197

-2℃時代を捉える「サーキュラーエコノミー
（CE）九州」プロジェクト

一般財団法人九州産業技術センター 3290005013775

循環経済社会構築のための廃棄物減容化とリサイク
ルを促進する革新的ソリューション（技術・装置・
システム）の開発とアジア展開事業

一般財団法人九州産業技術センター 3290005013775

エネルギーレジリエンスと脱炭素を具現化する地域
再エネ自家消費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

九州の「食」輸出推進戦略事業 一般社団法人九州経済連合会 5290005000854

令和2年度採択事業（九州地区）



令和2年度採択事業（沖縄地区） 申請者 法人番号

沖縄の強みと表面処理技術が融合したアジアのもの
づくりハブ創生プロジェクト　Phase2

有限責任監査法人トーマツ 5010405001703

クルーズ船活用による食品販路拡大 一般社団法人沖縄県貿易協会 9360005000109

沖縄スポーツ・ヘルスケア産業クラスター形成事業 ブルームーンパートナーズ株式会社 5360001018975

沖縄アリーナを核としたまちづくり 有限責任あずさ監査法人 3011105000996

令和2年度採択事業（沖縄地区）
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