中核機関の連絡先
＜ 事業実施地域 ＞
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■ 弘前

国立大学法人弘前大学 学術情報部社会連携課
〒036-8560 青森県弘前市文京町１番地
TEL 0172-39-3913 FAX 0172-39-3919 http://www1.cjr.hirosaki-u.ac.jp

■ 東濃西部

財団法人岐阜県研究開発財団 都市エリア事業推進室
〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ一丁目１番地
（テクノプラザ内）
TEL 058-379-2213 FAX 058-379-2215 http://www.gikenzai.or.jp

■ 秋田県央

財団法人あきた企業活性化センター
〒010-8572 秋田県秋田市山王三丁目１番１号 秋田県庁第二庁舎
TEL 018-860-5630 FAX 018-860-5704 http://www.bic-akita.or.jp

■ 三重・伊勢湾岸

財団法人三重県産業支援センター 高度部材イノベーションセンター
〒510-0851 三重県四日市市塩浜町1−30
TEL 059-349-2205 FAX 059-349-2206 http://miesc.or.jp/hokusei/

■ 埼玉・圏央

財団法人埼玉県中小企業振興公社 産学連携支援部
〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目3番2号 新都心ビジネス交流プラザ3階
TEL 048-857-3901 FAX 048-857-3921 http://www.saitama-j.or.jp

■ 関西文化学術研究都市
及びその周辺

財団法人関西文化学術研究都市推進機構 事業推進部
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1丁目7 けいはんなプラザラボ棟3階
TEL 0774-95-5047 FAX 0774-95-5234 http://www.keihanna.biz

■

横浜内陸部

株式会社知財マネジメント支援機構
〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2丁目23番地 横浜メディア・ビジネスセンター6階
TEL 045-226-2351 FAX 045-226-2352 http://www.ipmax.jp

■

広島圏域

財団法人ひろしま産業振興機構 広島県産業科学技術研究所 広島バイオクラスター本部
〒739-0046 広島県東広島市鏡山3丁目10番32号
TEL 082-431-0200 FAX 082-431-0201 http://sankaken.gr.jp

■

大阪中央

財団法人大阪市都市型産業振興センター
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1−4−5 大阪産業創造館6階
TEL 06-6263-9220 FAX 06-6263-9222 http://www.nanomaterial.jp

■

高松

財団法人かがわ産業支援財団 技術振興部 産学官連携推進課 糖質バイオプロジェクトチーム
〒761-0301 香川県高松市林町2217番地16
（ＦＲＯＭ香川1Ｆ）
TEL 087-840-0338 FAX 087-864-6303 http://www.kagawa-isf.jp

■ いわて県央・釜石

財団法人いわて産業振興センター 新事業・研究開発支援グループ
〒020-0852 岩手県盛岡市飯岡新田3−35−2
TEL 019-631-3827 FAX 019-631-3830 http://www.joho-iwate.or.jp

■ 長崎

財団法人長崎県産業振興財団 都市エリアプロジェクト推進グループ
〒856-0026 長崎県大村市池田2丁目1303−8
TEL 0957-52-1138 FAX 0957-52-1140 http://www.joho-nagasaki.or.jp

■ 長岡

財団法人にいがた産業創造機構
〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島5番1号 万代島ビル 10階
TEL 025-246-0068 FAX 025-246-0033 http://www.nico.or.jp/

■ 鶴岡庄内

財団法人庄内地域産業振興センター
〒997-0015 山形県鶴岡市末広町5番22-201号
TEL 0235-23-2200 FAX 0235-23-3615 http://www.shonai-sansin.or.jp

■ 富士山麓

財団法人しずおか産業創造機構ファルマバレーセンター 企画部
〒411-8777 静岡県駿東郡長泉町下長窪1007
TEL 055-980-6333 FAX 055-980-6320 http://www.fuji-pvc.jp

■ 石川県央・北部

財団法人石川県産業創出支援機構 プロジェクト推進部
〒920-8203 石川県金沢市鞍月2丁目20番地
TEL 076-267-6291 FAX 076-268-1322 http://dgnet.isico.or.jp/index.phtml

■ びわこ南部

財団法人滋賀県産業支援プラザ 新事業支援部 新事業支援グループ
〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21 2階
TEL 077-511-1414 FAX 077-511-1418 http://www.shigaplaza.or.jp/area/

■ 和歌山県紀北紀中

財団法人わかやま産業振興財団 テクノ振興部
〒649-6261 和歌山県和歌山市小倉60番地
（和歌山県工業技術センター内）
TEL 073-477-5585 FAX 073-477-5425 http://www.yarukiouendan.jp

■

財団法人わかやま産業振興財団 テクノ振興部
〒649-6261 和歌山県和歌山市小倉60番地
（和歌山県工業技術センター内）
TEL 073-477-5249 FAX 073-477-5425 http://www.wakayama-area.com

■

財団法人しまね産業振興財団 技術支援課
〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地
（テクノアークしまね）
TEL 0852-60-5112 FAX 0852-60-5105 http://www.joho-shimane.or.jp

■ むつ小川原・八戸

財団法人21あおもり産業総合支援センター 研究事業部研究事業推進課
〒039-2245 青森県八戸市北インター工業団地1丁目4番43号
TEL 0178-21-8727 FAX 0178-21-8728 http://www.21aomori.or.jp/tiiki̲kessyu/

■ 愛媛県南予

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
〒791-1101 愛媛県松山市久米窪田町337番地1
TEL 089-960-1100 FAX 089-960-1105 http://www.ehime-iinet.or.jp

■ ふくい若狭

財団法人若狭湾エネルギー研究センター エネルギー研究開発拠点化推進組織
〒914-0192 福井県敦賀市長谷64号52番地1
TEL 0770-24-7272 FAX 0770-24-7275 http://www.werc.or.jp

■ ふくおか筑紫

財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 研究開発部
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神一丁目1番1号
TEL 092-725-2781 FAX 092-725-2786 http://www.ist.or.jp

■ みやざき臨海

財団法人宮崎県産業支援財団 産学官連携推進課
〒880-0303 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16500番地2(宮崎テクノリサーチパーク)
TEL 0985-74-3850 FAX 0985-74-3950 http://www.i-port.or.jp

■ 十勝

財団法人十勝圏振興機構 プロジェクト推進課
〒080-2462 北海道帯広市西22条北2丁目23番地
TEL 0155-38-8808 FAX 0155-38-8809 http://www.tokachi-zaidan.jp

■ 沖縄沿岸海域

財団法人沖縄科学技術振興センター
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町112番地18 沖縄県南部合同庁舎11階
TEL 098-866-7500 FAX 098-866-7533 http://subtropics.sakura.ne.jp

■ かずさ・千葉

財団法人かずさディー・エヌ・エー研究所 ヒトゲノム研究部 都市エリア事業推進チーム
〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-6-7
TEL 0438-52-3958 FAX 0438-52-3921 http://www.kazusa.or.jp

■

財団法人千葉県産業振興センター
〒261-7123 千葉県千葉市美浜区中瀬2−6 WBGマリブイースト23階
TEL 043-299-2921 FAX 043-299-3411 http://www.ccjc-net.or.jp

■ 岐阜県南部

財団法人岐阜県研究開発財団 医工連携推進室
〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ一丁目1番地
（テクノプラザ内）
TEL 058-379-2213 FAX 058-379-2215 http://www.gikenzai.or.jp

和歌山県北部

千葉・東葛

宍道湖・中海
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