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地方独立行政法人北海
道立総合研究機構

産業技術研究本部
ものづくり支援センター
連携推進グループ

北海道 札幌市 北区北19条西11丁目 011-747-2357 - http://www.hro.or.jp/

青森県 商工労働部新産業創造課 青森県 青森市 長島1-1-1 017-734-9420
sozoka@pref.aom
ori.lg.jp

http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/
shoko/salon.html

公益財団法人 いわて産
業振興センター

ものづくり振興グループ取引支
援チーム

岩手県 盛岡市 北飯岡2-4-26 019-631-3822
torihiki@joho-
iwate.or.jp

http://www.joho-iwate.or.jp/iwate-
iryo/index.htm

宮城県
経済商工観光部　新産業振興
課

宮城県 仙台市 青葉区本町3-8-1 022-211-2715
shinsank@pref.miy
agi.jp

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shi
nsan/shinsan-d-index.html

株式会社インテリジェン
ト・コスモス研究機構

産学官連携・インキュベーショ
ン事業部

宮城県 仙台市 青葉区南吉成6-6-3 022-343-0681
katsurashima@icr
-eq.co.jp

http://san-cluster.icr-
eq.co.jp/index.html

秋田県 産業労働部地域産業振興課 秋田県 秋田市 山王3-1-1 018-860-2246
induprom@pref.aki
ta.lg.jp

http://www.pref.akita.lg.jp/www/genr
e/0000000000000/1000000001028/i
ndex.html

公益財団法人山形県産
業技術振興機構

振興部プロジェクト推進課 山形県 山形市
松栄2-2-1山形県高
度技術研究開発セン
ター内

023-647-3163
k-
eguchi@ypoint.jp

http://www.ypoint.jp/

一般財団法人ふくしま医
療機器産業推進機構

福島県 郡山市
中町3-5　新城ビル２
F

024-954-4011
jimukyoku@fmdipa
.or.jp

http://www.fmdipa.jp/

株式会社つくば研究支援
センター

研究支援部 茨城県 つくば市 千現2-1-6 029-858-6000
medic-
support@tsukuba
-tci.co.jp

http://www.tsukuba-
tci.co.jp/senryaku/index.html

公益財団法人栃木県産
業振興センター

総合支援部　研究交流課 栃木県 宇都宮市 ゆいの杜1-5-40 028-670-2602
kenkyu@tochigi-
iin.or.jp

http://www.tochigi-iin.or.jp/

公益財団法人群馬県産
業支援機構

工業支援課 群馬県 前橋市 大渡町1-10-7 027-255-6500 torihiki@g-inf.or.jp http://www.g-inf.or.jp/

特定非営利活動法人
北関東産官学研究会

群馬県 桐生市 織姫町2-5 0277-46-1060
hagiwara@hikalo.j
p

http://www.hikalo.jp/

公益財団法人埼玉県産
業振興公社産学連携支
援センター埼玉

新産業振興部　先端産業振興
グループ

埼玉県 さいたま市
中央区上落合2-3-2
新都心ﾋﾞｼﾞﾈｽ交流ﾌﾟﾗ
ｻﾞ3F

048-711-6870
sentan@saitama-
j.or.jp

http://www.saitama-j.or.jp/sentan/

公益財団法人さいたま市
産業創造財団

支援・金融課 埼玉県 さいたま市 中央区下落合5-4-3 048-851-6652
iryou@sozo-
saitama.or.jp

http://www.sozo-saitama.or.jp/

医療イノベーション埼玉
ネットワーク

埼玉県 さいたま市 浦和区高砂3－15－1 048-830-3737
a3770-
08@pref.saitama.l
g.jp

http://www.saitama-leading-edge-
project.jp/

公益財団法人千葉県産
業振興センター

東葛テクノプラザ 連携推進課 千葉県 柏市 柏の葉5-4-6 04-7133-0139 cmn@ttp.or.jp
http://www.ttp.or.jp/articles/num/43
6

公益財団法人大田区産
業振興協会（大田区医工
連携支援センター）

医工連携支援室　医工連携担
当

東京都 大田区 南蒲田1-20-20 03-3733-6294
sangaku@pio-
ota.jp

http://www.pio-ota.jp/newfield-
challenge/research-institute/
medicine-and-engineering-
cooperation.html

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

産学連携・研究開発部 東京都 八王子市
旭町91-八王子スクエ
アビル11階

042－570-3481
t-
mori@tamaweb.or.
jp

http://www.tamaweb.or.jp/

公益財団法人横浜企業
経営支援財団

経営支援部　技術支援課 神奈川県 横浜市
中区太田町2-23
横浜メディア・ビジネ
スセンター7F

045-225-3733
gijyutsu@idec.or.j
p

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai
/sogyo/life/index04.html

公益財団法人神奈川科
学技術アカデミー

医療機器相談窓口 神奈川県 川崎市
高津区坂戸3-2-
1KSP内

Web申込み -
http://www.newkast.or.jp/innovation/
iryoukiki.html

公益財団法人川崎市産
業振興財団

新産業振興課 神奈川県 川崎市 幸区堀川町66-20 044-548-4113
liaison@kawasaki-
net.ne.jp

http://www.kawasaki-net.ne.jp/

株式会社さがみはら産
業創造センター

事業創造部 神奈川県 相模原市 緑区西橋本5-4-21 042-770-9119 - http://www.sic-sagamihara.jp/

公益財団法人にいがた
産業創造機構

産業創造グループ産学連携
チーム

新潟県 新潟市 中央区万代島5-1 025-246-0068
sangaku@nico.or.j
p

http://www.nico.or.jp/

http://www.nico.or.jp/rd/

公益財団法人新潟市産
業振興財団

ビジネス支援センター 新潟県 新潟市
中央区西堀通6番町
866  NEXT21 12階

025-226-0550
info@niigata-
ipc.or.jp

http://niigata-ipc.or.jp/ipc/

公益財団法人富山県新
世紀産業機構

産学官連携推進センター 富山県 富山市 高田529 076-444-5636 -
http://www.tonio.or.jp/gijutsu/iyakuk
ou.html

一般財団法人北陸産業
活性化センター

北陸ライフサイエンスクラス
ター推進室

石川県 金沢市 片町2-2-15 076-210-7400 hlsc@hiac.or.jp http://hiac.or.jp/cluster2/

公益財団法人石川県産
業創出支援機構

プロジェクト推進部 技術開発
支援課

石川県 金沢市 鞍月2-20 076-267-6291 project@isico.or.jp
http://www.isico.or.jp/soshiki/gijyuts
u/ishoukou
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公益財団法人ふくい産
業支援センター

ふくい医療産業創出研究会 福井県 福井市
川合鷲塚町61字北稲
田10

0776-55-1555
fukui-
iryo@fklab.fukui.fu
kui.jp

http://www.fisc.jp/fstr/

公益財団法人やまなし
産業支援機構

新産業創造部　　新事業創造
課

山梨県 甲府市
大津町2192-8　アイ
メッセ山梨３階

055-243-1888 sinjigyo@yiso.or.jp http://www.yiso.or.jp/

公益財団法人長野県テ
クノ財団

メディカル産業支援センター 長野県 松本市
大字島立1020松本合
同庁舎内

0263-40-4051
me-
techno@tech.or.jp

http://tech.or.jp/medical/

公益財団法人岐阜県研
究開発財団

医工連携推進室 岐阜県 各務原市 テクノプラザ１-１ 058-379-2212
human@gikenzai.o
r.jp

http://www.gikenzai.or.jp

公益財団法人静岡産業
振興協会
（静岡市産学交流セン
ター）

静岡市産学交流センター支援
担当

静岡県 静岡市
葵区御幸町3-21
ペガサートビル６・７階

054-275-1655 info@b-nest.jp http://www.b-nest.jp/

浜松商工会議所 工業振興課 静岡県
浜松市中

区
東伊場2-7-1 053-452-1116

kogyo@hamamats
u-cci.or.jp

http://www.hamamatsu-cci.or.jp/

https://www.dopita.net/info/sanen/

はままつ次世代光・健康
医療産業創出拠点
（通称：はままつ医工連
携拠点）

拠点事務局 静岡県
浜松市東

区

半田山1-20-1
浜松医科大学
産学官共同研究セン
ター

053-435-2438
ikollabo@hama-
med.ac.jp

http://www.ikollabo.jp

公益財団法人静岡県産
業振興財団

ファルマバレーセンター　企画
部

静岡県
駿東郡
長泉町

下長窪1007 055-980-6333 mail@fuji-pvc.jp http://www.fuji-pvc.jp/

メディカル・デバイス産業
振興協議会（名古屋商工
会議所）

名古屋商工会議所産業振興
部モノづくり・新産業グループ

愛知県 名古屋市 中区栄2-10-19 052-223-8603
medical@nagoya-
cci.or.jp

http://medical-device.jp/

三重県
健康福祉部ライフイノベーショ
ン課

三重県 津市 広明町13 059-224-3351 life@pref.mie.jp http://www.mvp.pref.mie.lg.jp/

公益財団法人三重県産
業支援センター

産業振興課 三重県 津市
栄町1丁目891（三重
県合同ビル5階）

059-228-3171 iryou@miesc.or.jp http://www.miesc.or.jp/

公益財団法人滋賀県産
業支援プラザ

連携推進部
連携推進グループ

滋賀県 大津市
打出浜2-1
コラボしが２１　２階

077-511-1414
iko@shigaplaza.or.
jp

http://www.shigaplaza.or.jp/iko_netwo
rk/

公益財団法人京都産業
２１

京都次世代ものづくり雇用創
出ライフサイエンス推進プロ
ジェクト

京都府 京都市
下京区中堂寺南町
134

075-315-8563 life@ki21.jp
http://kyoto-
koyop.jp/project/industry/life/

公益財団法人京都高度
技術研究所

京都市ライフイノベーション創
出支援センター

京都府 京都市
下京区中堂寺南町
134

075-950-0880
ikouyaku@astem.o
r.jp

http://www.astem.or.jp/business/coo
rdination/medical

大阪商工会議所（次世代
医療システム産業化
フォーラム）

経済産業部
ライフサイエンス振興担当

大阪府 大阪市 中央区本町橋2-8 06-6944-6484
bio@osaka.cci.or.j
p

http://www.osaka.cci.or.jp/mdf

堺市 ものづくり支援課 大阪府 堺市 堺区南瓦町3－1 072-228-7534
monoshi@city.sak
ai.lg.jp

－

公益財団法人堺市産業
振興センター

経営支援課 大阪府 堺市 北区長曽根町183-5 072-255-6700
keiei_shien@sakai
-ipc.jp

http://www.sakai-ipc.jp/index.html

関西広域連合
広域産業振興局
ライフサイエンス産業振興課

大阪府 豊中市
新千里東町1-4-2
千里ライフサイエンス
センタービル20F

06-6115-8100
iryoukikisoudann@
kouiki-kansai.jp

http://www.kouiki-
kansai.jp/contents.php?id=1059

吹田商工会議所 大阪府 吹田市 泉町２－１７－４ 06-6330-8001
suitacci@suita.cci
.or.jp

http://www.suita.cci.or.jp/

八尾市（八尾市立中小企
業サポートセンター）

大阪府 八尾市
清水町1丁目1番6号
八尾商工会議所会館
内

072-925-8553

yao-
support@axel.ocn.
ne.jp　（ｻﾎﾟｰﾄｾﾝ
ﾀｰ）

http://www.yao-support.net/

公益財団法人新産業創
造研究機構

技術移転部門TLOひょうご 兵庫県 神戸市 中央区港島中町6-1 078-306-6805
yoshimura@niro.o
r.jp

http://www.niro.or.jp/

公益財団法人
先端医療振興財団

クラスター推進センター
医療機器等事業化促進プラッ
トフォーム事務局

兵庫県 神戸市
中央区港島南町1-6-
5

078-306-0719 kiki-plat@fbri.org
http://www.ibri-
kobe.org/cluster/platform/

公益財団法人奈良県地
域産業振興センター

事業化推進課 奈良県 奈良市
柏木町129-1
奈良県産業振興総合
センター3階

0742-36-8312
sangyo@nara-
sangyoshinko.or.jp

http://www.nara-sangyoshinko.or.jp/

公益財団法人わかやま
産業振興財団

テクノ振興部 和歌山県 和歌山市
本町二丁目１番地
フォルテワジマ６階

073-432-5122
iryoukiki@yarukio
uendan.jp

http://www.yarukiouendan.jp/

公益財団法人鳥取県産
業振興機構
（とっとり医療機器関連
産業戦略研究会）

新事業創出部　次世代産業グ
ループ

鳥取県 鳥取市 若葉台南7-5-1 0857-52-6704 -
http://www.toriton.or.jp/index.php?vi
ew=6329

公益財団法人しまね産
業振興財団

新事業支援課 島根県 松江市 北陵町1 0852-60-5112 - http://www.joho-shimane.or.jp/

公益財団法人岡山県産
業振興財団

技術支援部　研究開発支援課 岡山県 岡山市 北区芳賀5301 086-286-9651 - http://www.optic.or.jp/
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公益財団法人ひろしま産
業振興機構
（ひろしま医療関連産業
研究会）

ひろしま医工連携推進セン
ター

広島県 広島市 中区千田町3-7-47 082-240-7709
ikouren@hiwave.o
r.jp

httpｓ://www.hiwave.or.jp/ikourenkei/

公益社団法人中国地方
総合研究センター
（医の芽ネット）

経済・社会システムユニット 広島県 広島市 中区小町4-33 082-245-7900 crrc@crrc.or.jp http://www.crrc.or.jp/

地方独立行政法人山口
県産業技術センター

イノベーション推進センター
医療関連推進チーム

山口県 宇部市 あすとぴあ4-1-1 0836-53-5061
inv_medical@iti-
yamaguchi.or.jp

http://www.iti-yamaguchi.or.jp/

公益財団法人とくしま産
業振興機構

総合支援部 徳島県 徳島市 南末広町5番8-8 088-654-0101
jigyouka@our-
think.or.jp

http://www.cluster-tokushima.net/

http://www.our-think.or.jp/

公益財団法人かがわ産
業支援財団

香川県 高松市
林町2217-16ＦＲＯＭ
香川１Ｆ

087-840-0338 ksp@kagawa-isf.jp
http://www.medfere.com/

http://www.kagawa-isf.jp/

一般財団法人四国産業・
技術振興センター

産業振興部 香川県 高松市
丸ノ内2番5号 ヨンデ
ンビル

087-851-7082
mori@tri-
step.or.jp

http://www.tri-step.or.jp/

公益財団法人えひめ産
業振興財団

産業振興部
産学官連携推進課

愛媛県 松山市 久米窪田町337-1 089-960-1294 tamai-kouji@ehime-iinet.or.jphttp://www.ehime-iinet.or.jp/

公益財団法人えひめ東
予産業創造センター

愛媛県 新居浜市 大生院2151-10 0897-66-1111
kawamata@ticc-
ehime.or.jp

http://www.ticc-
ehime.or.jp/zisedai/info.html
http://www.ticc-ehime.or.jp/

公益財団法人高知県産
業振興センター

産業連携推進部　産業連携課 高知県 高知市
布師田3992番地2高
知県中小企業会館2
階

088-845-6600
info@joho-
kochi.or.jp

http://www.joho-kochi.or.jp/

九州ヘルスケア産業推
進協議会（ＨＡＭＩＱ）

ＨＡＭＩＱ事務局 福岡県 福岡市
博多区博多駅東2-
13-24

092-411-7450
hamiq.info@kitec.
or.jp

http://hamiq.kitec.or.jp/

福岡県（ふくおか医療福
祉関連機器開発・実証
ネットワーク事務局）

商工部新産業振興課 福岡県 福岡市 博多区東公園7-7 092-643-3453
info@fukuoka-
kikinet.jp

https://fukuoka-kikinet.jp/

公益財団法人佐賀県地
域産業支援センター

研究開発推進課 佐賀県 佐賀市 鍋島八重溝114 0952-34-4411
daihyou@mb.infos
aga.or.jp

－

熊本県
商工観光労働部
産業支援課

熊本県 熊本市 水前寺6-18-1 096-333-2321
sangyoshien@pref
.kumamoto.lg.jp

－

大分県
商工労働部
産業集積推進室

大分県 大分市 大手町3-1-1 097-506-3272
a14230@pref.oita.l
g.jp

http://www.pref.oita.jp/soshiki/14230
/kenkyukai.html

宮崎県
商工観光労働部
産業集積推進室

宮崎県 宮崎市 橘通東2-10-1 0985-26-7101
sangyoshinko-
syuseki@pref.miya
zaki.lg.jp

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/conten
ts/org/shoko/kogyo/medical_valley/

鹿児島県
商工労働水産部
産業立地課

鹿児島県 鹿児島市 鴨池新町10-1 099-286-2970
gijyutu@pref.kago
shima.lg.jp

－

公益財団法人沖縄県産
業振興公社

経営支援部経営支援課 沖縄県 那覇市

沖縄県那覇市字小禄
1831-1
 沖縄産業支援セン
ター4階

098-859-6237
advizor@okinawa-
ric.or.jp

http://okinawa-ric.jp/

http://www.iti-yamaguchi.or.jp/

