平成３０年度「地域中核企業創出・支援事業」採択事業一覧
ネットワーク型
受付番号

事業名

30C2101

関東メディカルオープンイノベーションプラッ

申請者

法人番号

みずほ情報総研株式会社

9010001027685

みずほ情報総研株式会社

9010001027685

医療機器プラットフォーム構築及び海外

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティ

3010401011971

マーケット進出強化事業

ング株式会社

日本の医療技術・機器の一体的な海

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティ

外展開促進事業

ング株式会社

航空機装備品産業のサプライチェーン強

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティ

靱化及び開発支援事業

ング株式会社

全国航空機クラスター・ネットワークを活

一般社団法人日本航空宇宙 8010405010602

用したクラスター間連携の促進及び国内

工業会

トフォーム構築事業
30C2102

医師主導によるニーズプル型医療機器
開発・事業化支援事業

30C2103

30C2104

30C2105

30C2106

3010401011971

3010401011971

外の販路拡大支援事業
30C2107

航空機部品製造メーカー等の国際競

一般社団法人日本航空宇宙 8010405010602

争力強化に向けた国際ルールに基づく

工業会

体制整備支援事業（非破壊試験技
術者の育成及び装備品の国際基準に
基づく環境試験拠点整備）
30C2108

デジタルデータ流通と設計、製造面での

株式会社ひたちなかテクノセンタ

利活用モデル創出と企業連携による競

ー

3050001007037

争力強化プロジェクト
30C2109

AI 産業・ビジネスネットワーク形成事業

みずほ情報総研株式会社

9010001027685

30C2110

ベンチャー企業と中堅・中小企業のマッ

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティ

3010401011971

チングによる生産性革新及び新事業展

ング株式会社

開の実現に向けたネットワーク形成事業
30C2111

広域関東圏 IoT プラットフォーム構築事

みずほ情報総研株式会社

9010001027685

業
30C2112

関東再生医療関連企業ネットワーク創 一般社団法人再生医療イノベ
出・支援事業

ーションフォーラム

6010005017149

30C2113

30C2114

関東バイオ関連企業ネットワーク創出・

一般財団法人バイオインダストリ

支援事業

ー協会

他地域中核企業等との広域連携を核と 株式会社日本総合研究所

7010005016752

4010701026082

した広域関東圏ヘルスケア産業創出・
育成推進事業
30C2115

30C2116

30C2117

広域関東圏水素・燃料電池ネットワー

一般財団法人日本立地センタ

7010005007792

ク形成事業

ー

持続可能な経済成長に貢献する環境

一般社団法人産業環境管理 7010005008147

ソリューションビジネス事業

協会

信州ワインバレーの地域ブランド確立に

国立大学法人信州大学

3100005006723

株式会社料理通信社

9011101040355

精密計測・微細加工分野の中核企業

ナインシグマ・アジアパシフィック株

9010001103635

創出・支援ネットワーク構築事業

式会社

地域資源分野の中核企業をコアとした

株式会社ジェイアール東日本企 7011001029649

販路開拓支援ネットワーク構築

画

中核企業等の伴走型マッチング支援等

有限責任監査法人トーマツ

向けたネットワーク構築事業
30C2121

「観光」「ものづくり」「食」 地域の特性を
活かした富裕層外国人インバウンドおよ
び地域商品のアウトバウンドの促進のた
めの中核企業支援ネットワークの構築

30C2122

30C2124

30C2125

を通じた企業育成事業

5010405001703

ハンズオン型
受付番号

事業名

申請者

法人番号

30C2201

異業種連携の共同受注体「GLIT」によ

公益財団法人日立地区産業 4050005007214

る地域グローバルニッチトップ化プロジェク

支援センター

ト
30C2202

30C2203

静岡県中部地域を中心とした医療機

公益財団法人静岡県産業振 8080005006267

器製造クラスターの形成支援

興財団

超微細加工技術に基づいたリンパ浮腫 一般財団法人ふじのくに医療城
治療に革新をもたらす治療システムの構

5080105005774

下町推進機構

築
30C2204

株式会社日本医工研究所

8010001166410

株式会社日本医工研究所

8010001166410

長野県中小企業団体中央会

3100005001303

飯田下伊那地域における航空機産業

公益財団法人南信州・飯田産

3100005010766

一貫生産強化事業

業センター

新潟地域における航空機産業連携強

公益財団法人新潟市産業振

化支援事業

興財団

栃木地域における航空機機体分野クラ

公益財団法人栃木県産業振 2060005007586

スターの輸送システムの IoT 化による高

興センター

大腸がん周術期における革新的手術器
具とリハビリテーションにおけるバイオフィー
ドバック訓練装置の開発

30C2205

めまい診断における 3 次元 VOG 解析
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ搭載の革新的高機能眼球運
動検査装置の普及促進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

30C2206

諏訪圏の中小ものづくり企業の精密微
細加工技術と医療機器開発力を活用
した医療機器ビジネス顧客開拓

30C2207

30C2208

30C2209

7110005011108

度化事業
30C2211

30C2212

中小製造業向け IoT 活用による総合

一般社団法人首都圏産業活 6010105001481

情報管理システム普及促進事業

性化協会

IoT・AI 活用型水ソリューション事業によ

みずほ情報総研株式会社

9010001027685

みずほ情報総研株式会社

9010001027685

る海外展開
30C2215

繊維産業のインダストリー4.0 化によるマ
スカスタマイゼーション推進事業

30C2219

30C2221

30C2223

革新的なレーザークリーニング装置及び

公益財団法人浜松地域イノベ

5080405006332

工場屋根塗装工法の事業化促進事業

ーション推進機構

体外診断用医薬品の海外販路の拡

一般財団法人ふじのくに医療城

大・強化支援事業

下町推進機構

人手不足解消のための地域包括ケア対

有限責任監査法人トーマツ

5010405001703

車 to 車 を 目 指 し た プ ラ ス チ ッ ク の

一般社団法人産業環境管理

7010005008147

Upcycling プロジェクト

協会

スマート植物工場の技術強化及びグロ

特定非営利活動法人植物工 7040005014398

ーバル展開支援事業

場研究会

「湖山」が育む地域資源を活用した新

筑波総研株式会社

5080105005774

応型 IoT 介護見守りプラットフォーム構
築支援
30C2226

30C2229

30C2230

9050001009283

商品・サービスの開発と販売展開
30C2232

通年マウンテンリゾートとしての白馬ブラン

一般財団法人長野経済研究 8100005010828

ド強化に向けた新施設整備とプロモーシ

所

ョン強化事業
30C2234

30C2235

30C2236

「世界最先端の試作・量産加工センタ

一般社団法人首都圏産業活 6010105001481

ー」サービスの展開

性化協会

アルミ・鉄鋳物の新規市場開拓とグルー

特定非営利活動法人経営支

プ連携による一貫生産体制の構築

援ＮＰＯクラブ

エンジン部品で蓄積した、オンリーワンの

公益財団法人浜松地域イノベ

技術を用いた、次世代自動車部品の

ーション推進機構

5010005006284

5080405006332

販路開拓支援事業
30C2237

共 KYO プロジェクト～関東の地域資源

一般財団法人長野経済研究 8100005010828

とシンガポールデザインのコラボレーション

所

事業～
30C2238

ライフスタイル分野・インテリア分野の米

鹿沼商工会議所

1060005003578

富士吉田商工会議所

7090005004122

国市場等向けローカライズ・販路開拓支
援事業
30C2239

関東地域の繊維関係事業者によるアパ
レル・服飾雑貨分野の国内外販路開
拓事業

30C2240

30C2241

地域資源分野のアジア・欧米マーケット

株式会社ジェイアール東日本企 7011001029649

向け商品開発・販路開拓事業

画

"燕市金属加工業のブランディングと新

株式会社フィラメント

4120103002183

市場開拓・ビジネスモデル開発支援事
業～ものづくりの売り切り型ビジネスから
の脱却と継続的顧客リレーションの構築
に向けて～"
30C2242

ソフトウェア人材とシミュレーション技術を

公益財団法人にいがた産業創 7110005000176

活用した高品質・高効率な車載機器

造機構

開発体制の構築事業

