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地域イノベーション戦略推進地域総合調整機関連絡先 地域イノベーション戦略支援プログラム（継続）中核機関連絡先

札幌周辺を核とする道央地域
財団法人  北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）  知的クラスター推進室
〒001-0021 北海道札幌市北区北21条西11丁目 北海道大学北キャンパス総合研究棟3号館3F
TEL.011－757－2288　FAX.011－757－2289　URL.http://www.bio-sss.jp/

函館地域
財団法人  函館地域産業振興財団
〒041-0801 北海道函館市桔梗町379番地
TEL.0138－34－2600　FAX.0138－34－2601　URL.http://www.techakodate.or.jp/

いわて県央・釜石地域
財団法人  いわて産業振興センター  人材・技術開発支援グループ
〒020-0852  岩手県盛岡市飯岡新田3－35－2
TEL.019－631－3827　FAX.019－631－3830　URL.http://www.joho-iwate.or.jp

広域仙台地域
株式会社  インテリジェント・コスモス研究機構  知的クラスター事業推進室
〒980-6107  宮城県仙台市青葉区中央1丁目3番１号 AER7F
TEL.022－346－9237　FAX.022－346－9238　URL.http://sendai-cyber.icr-eq.co.jp/

ふくしま地域
公立大学法人  福島県立医科大学  事務局  企画財務課  ふくしま医療ｰ産業リエゾン推進室
〒960-1295  福島県福島市光が丘１番地
TEL.024－547－1790　FAX.024－547－1791　URL.http://www.fmu.ac.jp/index.php

富山・石川地域
財団法人  北陸産業活性化センター  知的クラスター推進室
〒920-0981  石川県金沢市片町2丁目2番15号
TEL.076－210－7400　FAX.076－210－7450　URL.http://www.hiac.or.jp/cluster

長野県全域
財団法人  長野県テクノ財団  知的クラスター本部
〒380-0928  長野県長野市若里1丁目18番1号
TEL.026－226v8101　FAX.026－226－8838　URL.http://www.tech.or.jp/

静岡県浜松地域

富士山麓地域

財団法人  浜松地域テクノポリス推進機構  オプトロニクスクラスター本部
〒432-8036  静岡県浜松市中区東伊場2丁目7番1号  浜松商工会議所会館5階
TEL.053－489－9111　FAX.053－452－0016　URL.http://www.optronics-cluster.jp/

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　URL.http://www.fuji-pvc.jp

東海広域
財団法人  科学技術交流財団  東海広域知的クラスター創成事業本部
〒460-0002  愛知県名古屋市中区丸の内2丁目4番7号  愛知県産業貿易館西館7階
TEL.052－231－1656　FAX.052－231－1640　URL.http://www.astf.or.jp/

びわこ南部地域
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内
TEL.077－511－1414　FAX.077－511－1418　URL.http://www.shigaplaza.or.jp/area/

京都およびけいはんな学研地域
財団法人  京都高度技術研究所  京都環境ナノクラスター本部
〒600-8813  京都府京都市下京区中堂寺南町134番地
TEL.075－315－6603　FAX.075－315－3695　URL.http://www.astem.or.jp/kyo-nano/

関西広域地域

公益財団法人  千里ライフサイエンス振興財団  事業推進部
〒560-0082  大阪府豊中市新千里東町1－4－2
TEL.06－6873－2006　FAX.06－6873－2306　URL.http://www.senri-life.or.jp/
財団法人  先端医療振興財団  クラスター推進センター
〒650-0047  兵庫県神戸市中央区港島南町2丁目2番
TEL.078－306－0710　FAX.078－306－0752　URL.http://www.ibri-kobe.org/

山口地域
地方独立行政法人  山口県産業技術センター  クラスターセンター
〒755-0195  山口県宇部市あすとぴあ4丁目1番1号
TEL.0836－53－5061　FAX.0836－53－5072　URL.http://www.iti-yamaguchi.or.jp/greenvalley

徳島地域
財団法人  とくしま産業振興機構  産学連携推進部
〒770-8021  徳島県徳島市雑賀町西開11－2  徳島県立工業技術センター内
TEL.088－669－4757　FAX.088－669－4759　URL.http://cluster-tokushima.net/

福岡・北九州・飯塚地域
財団法人  福岡県産業・科学技術振興財団（ふくおかIST） システムLSI部
〒814-0001  福岡県福岡市早良区百道浜3丁目8番地33号  福岡システムLSI総合開発センター内
TEL.092－832－7155　FAX.092－832－1700　URL.http://www2.lab-ist.jp/

久留米地域
株式会社  久留米リサーチ･パーク  バイオ事業部
〒839-0864  福岡県久留米市百年公園１番１号
TEL.0942－37－6366　FAX.0942－37－6367　URL.http://www.krp.ktarn.or.jp/fbv/cluster-sousei1.htm

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　URL.http://www.tokachi-zaidan.jp

十勝エリア
地方独立行政法人  青森県産業技術センター  弘前地域研究所  バイオテクノロジー部
〒036-8363  青森県弘前市袋町80
TEL.0172－32v0965　FAX.0172－35－5093　URL.http://www.aomori-itc.or.jp/

弘前エリア
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3番1号　　
TEL.0235－23－2200　FAX.0235－23－3615　URL.http://www.shonai-sansin.or.jp

鶴岡庄内エリア
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3Ｆ
TEL.048－857－3901　FAX.048－857－3921　URL.http://www.saitama-j.or.jp

埼玉・圏央エリア
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　URL.http://www.kazusa.or.jp

かずさ・千葉エリア

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　URL.http://www.isico.or.jp

石川県央・北部エリア
財団法人  岐阜県研究開発財団  医工連携推進本部
〒509-0109  岐阜県各務原市テクノプラザ1丁目１番地
TEL.058－379－2213　FAX.058－379－2214　URL.http://www.gikenzai.or.jp/ikou

岐阜県南部エリア
財団法人  わかやま産業振興財団  テクノ振興部
〒640-8033  和歌山県和歌山市本町2丁目１番地  フォルテワジマ6階
TEL.073－432－5155　FAX.073－432－3314　URL.http://www.yarukiouendan.jp/

和歌山県紀北紀中エリア
財団法人  鳥取県産業振興機構　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒689-1112  鳥取県鳥取市若葉台南7丁目5番1号
TEL.0857－52－3011　FAX.0857－52－6673　URL.http://www.toriton.or.jp/　

米子・境港エリア
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　URL.http://www.joho-shimane.or.jp

宍道湖・中海エリア
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　URL.http://www.ehime-iinet.or.jp

愛媛県南予エリア

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1丁目１番１号
TEL.092－725－2781　FAX.092－725－2786　URL.http://www.ist.or.jp

ふくおか筑紫エリア

地　　　域　　　名 中 核 機 関 連 絡 先

北大リサーチ＆ビジネスパーク

山形有機エレクトロニクスイノ
ベーション戦略推進地域

ふくしま次世代医療産業集積
クラスター

次世代産業の核となるスーパー
モジュール供給拠点（長野県全域）

愛知県「知の拠点」ナノテク
イノベーション戦略推進地域

浜松・東三河ライフフォトニクス
イノベーション

けいはんな学研都市ヘルスケア
開発地域

福岡次世代社会システム創出
推進拠点

くまもと有機エレクトロニクス
連携エリア

あおもりグリーン＆ライフ・シナジー
イノベーション創出エリア（青森県全域）

ぐんま次世代環境新技術創出
拠点

首都圏西部スマートQOL
（Quality of Life）技術開発地域

ふくいスマートエネルギー
デバイス開発地域

やまなし次世代環境・健康産業
創出エリア

ぎふ技術革新プログラム
推進地域

三重エネルギーイノベーション
創出地域

環びわ湖環境産業創造エリア

奈良県植物機能活用地域

和歌山県特産農産物を活用した健
康産業イノベーション推進地域

ひろしま医工連携ものづくり
イノベーション推進地域

かがわ健康関連製品開発地域

高知グリーンイノベーション
推進地域

ながさき健康・医療・福祉
システム開発地域

みやざきフードバイオ・イノ
ベーション創出エリア

北大リサーチ＆ビジネス
パーク推進協議会

山形県イノベーション
推進協議会

うつくしま次世代医療産
業集積プロジェクト推進
会議　企画運営委員会

長野県産学官連携協議会

愛知県「知の拠点」ナノ
テクイノベーション推進
協議会

浜松・東三河地域イノベ
ーション戦略推進協議会

けいはんな学研都市ヘル
スケア・イノベーション
推進協議会

福岡イノベーション推進
協議会

くまもと有機エレクトロ
ニクス連携協議会

イノベーション・ネット
ワークあおもり（産学官
金ラウンドテーブル）

ぐんま環境新技術戦略推
進協議会

首都圏西部イノベーショ
ン推進協議会

ふくい地域イノベーショ
ン推進協議会

やまなし次世代環境・健
康産業創出エリアイノベ
ーション推進協議会

ぎふ技術革新センター
運営協議会

三重県次世代電池イノベ
ーション推進協議会

滋賀県環境産業創造会議

奈良県植物機能活用クラ
スター協議会

和歌山県紀北紀中エリア
地域イノベーション推進
協議会

ひろしま医工連携イノベ
ーション推進協議会

かがわ健康関連製品開発
地域イノベーション推進
協議会

高知グリーンイノベー
ション推進協議会

長崎地域イノベーション
推進協議会

みやざきフードバイオ・イ
ノベーション推進協議会

公益財団法人　北海道科学技術総合振興センター　産学官連携推進部
〒001-0021　札幌市北区北21条西12丁目　コラボほっかいどう
TEL.011－708－6536　FAX.011－747－1911　URL.http://www.hokudai-rbp.jp/

財団法人　山形県産業技術振興機構　プロジェクト推進課
〒990-2473　山形県山形市松栄2－2－1
TEL.023－647－3163　FAX.023－647－3139　URL.http://www.ypoint.jp/

公立大学法人　福島県立医科大学　ふくしま医療－産業リエゾン推進室
〒960-1295 福島県福島市光が丘1
TEL.024－547－1790　FAX.024－547－1991　URL.http://fuku-semi.jp/iryou-pj/

財団法人　長野県テクノ財団
〒380-0928　長野県長野市若里一丁目18番1号 長野県工業技術総合センター3F
TEL.026－226－8101　FAX.026－226－8838　URL.http://www.tech.or.jp/

公益財団法人　科学技術交流財団 総務部
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2－4－7 愛知県産業貿易館西館内
TEL.052－231－1477　FAX.052－231－5658　URL.http://www.astf.or.jp

財団法人　浜松地域テクノポリス推進機構
〒432-8062 静岡県浜松市中区東伊場2－7－1 浜松商工会議所会館9階
TEL.053－489－8111　 FAX.053－450－2100　URL. http://www.hamatech.or.jp/

財団法人　関西文化学術研究都市推進機構　新産業創出交流センター　ヘルスケア事業推進室
〒619-0237 京都府精華町光台１丁目7 ラボ棟3階
TEL.0774－95－5047　FAX.0774－95－5234　URL.http://keihanna.biz/

財団法人　福岡県産業・科学技術振興財団　先端半導体部　研究開発推進グループ
〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜3－8－33
TEL.092－832－7155　FAX.092－832－1700　

財団法人　くまもとテクノ産業財団　有機薄膜技術イノベーション推進室
〒862-0901 熊本市東町3－11－38
TEL.096－368－7444　FAX.096－369－1938　

財団法人　21あおもり産業総合支援センター　産業振興部　総合支援室
〒030-0801 青森県青森市新町2－4－1 青森県共同ビル7階
TEL.017－777－4066　FAX.017－721－2514　URL.http://www.21aomori.or.jp/

財団法人　群馬県産業支援機構　販路・産業連携グループ
〒371-0854 群馬県前橋市大渡町1－10－7 県公社総合ビル2階
TEL.027－255－6601　FAX.027－255－6161　URL.http://www.g-inf.or.jp/

一般社団法人　首都圏産業活性化協会(略称:TAMA協会）　　　　　　　　　　　　　　　　
〒192-0083 東京都八王子市旭町9番1号 八王子スクエアビル11階
TEL.042－631－1140　FAX.042－631－1124　URL.http//www.tamaweb.or.jp

公益財団法人　ふくい産業支援センター　技術開発部
〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町61
TEL.0776－55－1555　FAX.0776－55－1554　URL.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
〒400-0055　山梨県甲府市大津町2192－8
TEL.055－243－1888　FAX.055－243－1890　URL.http://www.yiso.or.jp

財団法人　岐阜県研究開発財団　産学官連携支援センター
〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ1丁目1番地
TEL.058－379－2212　FAX.058－379－2215　URL.http://www.gikenzai.or.jp

財団法人　三重県産業支援センター
〒514-0004 三重県津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル内
（北勢支所）〒510-0851 三重県四日市市塩浜町1－30 （高度部材イノベーションセンター内）
TEL.059－349－2205　FAX.059－349－2206　URL.http://www.miesc.or.jp/

財団法人　奈良県中小企業支援センター
〒630-8031 奈良市柏木町129－1 なら産業活性化プラザ3階
TEL.0742－36－8310　FAX.0742－36－4003　URL .http://www.nashien.or.jp/

公立大学法人　滋賀県立大学　地域貢献研究推進グループ
〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500
TEL.0749－28－8209　FAX.0749－28－8473　URL.http://www.usp.ac.jp/

公益財団法人　わかやま産業振興財団　テクノ振興部
〒640-8033 和歌山県和歌山市本町2丁目１番地 フォルテワジマ6Ｆ
TEL.073－432－5122　FAX.073－432－3314　URL.http://www.yarukiouendan.jp/

公益財団法人　ひろしま産業振興機構　ひろしま医工連携推進グループ
〒730-0052 広島市中区千田町3丁目7－47
TEL.082－240－7709　FAX.082－504－7317　URL.http://www.hiwave.or.jp

公益財団法人　かがわ産業支援財団　技術振興部産学官連携推進課新興産業プロジェクトチーム
〒761-0301 香川県高松市林町2217－16
TEL.087－840－0338　FAX.087－864－6303　URL.http://www.kagawa-isf.jp/

財団法人高知県産業振興センター　産業連携推進部
〒781-5101 高知県布師田3992番地2
TEL.088－845－6600　FAX.088－846－2556　URL.http://www.joho-kochi.or.jp/

財団法人長崎県産業振興財団　研究開発プロジェクトグループ
〒856-0026  長崎県大村市池田2丁目1303－8
TEL.0957－52－1138　FAX.0957－52－1140　URL.http://www.joho-nagasaki.or.jp/

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
TEL.0985－74－3850　FAX.0985－74－3950　URL.http://www.i-port.or.jp/
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