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 ■愛知県産業技術研究所
 (2012 年 2月より産業技術センターへ名称変更 )
刈谷市恩田町 1-157-1
 TEL 0566-24-1841   FAX 0566-22-8033

●工業製品全般
・プラスチック・ゴム等有機材料・無機材料
・金属加工・表面加工
・バイオ・ナノテク、物流技術、木材加工技術
・機械技術・測定技術、燃料電池、EMC　等

■常滑窯業技術センター
常滑市大曽町 4-50
TEL 0569-35-5151   FAX 0569-34-8196

■三河繊維技術センター
蒲郡市大塚町伊賀久保 109
 TEL 0533-59-7146　FAX 0533-59-7176

●繊維
・生活関連繊維素材、産業用繊維素材等

■尾張繊維技術センター
一宮市大和町馬引字宮浦 35
 TEL 0586-45-7871　FAX 0586-45-0509

●繊維
・製織、染色加工、アパレル等

■食品工業技術センター
名古屋市西区新福寺町 2-1-1
 TEL 052-521-9316　FAX 052-532-5791

●食品
・醸造食品、菓子、調理加工食品等

■瀬戸窯業技術センター
瀬戸市南山口町 537
 TEL 0561-21-2116　FAX 0561-21-2128

●陶磁器・セラミックス
・和洋飲食器、ノベルティ、
   ファインセラミックス等

■常滑窯業技術センター三河窯業試験場
碧南市六軒町 2-15
TEL 0566-41-0410　FAX 0566-43-2021

●陶磁器・セラミックス
・タイル、瓦、レンガ、植木鉢、食器等

【2012年2月新設】
あいち産業科学技術総合センター

(『知の拠点あいち』」内)
豊田市八草町秋合 1267-1

愛知県産業技術研究所は 2012 年2月より、『あいち産業科学技術総合センター』に組織変更し、
管理機能を『知の拠点あいち』( 豊田市 ) 内に置きます。
これに伴い、刈谷市の産業技術研究所の名称を『産業技術センター』に変更します。

統括マネージャー、担当マネージャーによる相談
民間企業での経験豊富な経営・技術のプロから相談が受けられる。

統括マネージャー
統括マネージャー
および
各担当マネージャー

経営・金融担当マネージャー
技術 ( ものづくり ) 担当マネージャー
技術 ( 環境・エネルギー ) 担当マネージャー
IT( 経営・情報化戦略 ) 担当マネージャー

相談日 ( 原則 ) 相談時間 問合せ先

月～金
火・木
月・木
火・金
月・水

9時～ 17 時
TEL052-715-3071

相談内容

創業

TEL052-715-3070

窓口相談

法律
契約

下請取引

第 1・3水曜日 (事前予約が必要 )
第 2・4木曜日 (事前予約が必要 )

土日祝日を除く毎日
(事前予約が必要 )

土日祝日を除く毎日
(事前予約が必要 )

時間曜日 問合せ先

受発注企業の情報収集および提供
仕事の受注をしたい企業 ( 受注企業 ) と、発注したい企
業(発注企業)が機構へ登録し、登録の内容に基づいて「取
引の紹介・あっせん」が受けられる。
※機構ホームページ上で登録中の受発注情報を、誰でも
　閲覧できる。

有望ビジネス事業化サポート事業
有望性の高い、斬新なビジネスプランの事業化実現に向
けた審査・評価が行われ、選定された企業が無料で経営・
技術・IT 等の専門家派遣を受けられる。さらに『有望ビ
ジネスマッチング交流会』への参加資格が得られる。

あいち中小企業応援ファンド
国や県の資金に加え、地元金融機関の資金協力のもと、
造成したファンド ( 基金 ) の運用益により、地域資源を
活用した新製品 ( 商品 ) 開発、販路拡大などの新事業展
開に対して助成が受けられる。

有望ビジネスマッチング交流会
ベンチャー企業や新分野進出を計画している企業が『ビ
ジネスプラン発表会』を通じて、資金調達、事業連携、
販路開拓などのビジネスパートナーとの出会いとなる交
流会に参加できる。

あいち情報ステーション
企業名鑑、報告書、経営一般から小売商業、パソコン関
連など、中小企業の経営や技術に役立つ図書、ビデオ・
DVDの無料閲覧、視聴、貸出などができる。

IT ビジネス支援 ( 有料 )
●B2BWeb マスター養成講座の開催
　Web を活用した取引や受注を獲得するためのホーム
　ページ構築、ノウハウ等を体系立てて学ぶ実践型セミ
　ナーが受けられる。
●バーチャルドメイン、バナー広告
　ホームページやメールアドレスに使用できるバーチャ
　ルドメインを受けられる。また、企業広告を機構ホー
　ムページに掲載できる。

創業プラザあいち
県内で創業をめざしている方に『創業準備スペース』と
『交流・情報提供スペース』の活用ができる。さらに、
創業支援の経験豊富な新事業コーディネーターから無料
でアドバイスが受けられる。

設備資金の貸付
創業および経営基盤強化のための設備導入資金を、2 分
の 1以内で無利子貸付が受けられる。

設備の貸与
創業および経営基盤強化のために導入する設備を機構が
購入し、その設備を長期・固定・低利で割賦販売やリー
スによる貸与が受けられる。

●その他のおもな支援施策

13 時～ 16 時

16 時～ 20 時

9時～ 12 時

12 時 45 分～
20 時 15 分

13 時～ 17 時

経営アドバイスグループ

TEL052-715-3069
取引振興グループ

TEL052-715-3075
創業・基盤技術グループ

金融相談窓口 日本政策金融公庫  第 1・3木曜日
愛知県信用保証協会 第 2・4木曜日

( 前日の午後 4時までに予約が必要 )

●経営活性化診断 ( 有料 )●中小企業支援ネットワーク強化事業●商談会の開催
● ISOの認証取得支援●経営管理者セミナー ( 有料 )
●リーディングセミナー●中小企業次世代産業参入ナビゲート支援セミナー
●知的財産支援 ( 知財総合支援窓口 /外国特許等の出願支援 )
●インターネットによる情報提供
　( ネットあいち産業情報 /メールマガジン /中小企業ディレクトリ )
●国際化に向けたビジネス支援　など　

専門家の派遣

経営・技術専門家
派遣事業

経営アドバイス
グループ経営診断事業

有望ビジネス事業化
サポート事業

派遣回数 費用 内容 問合せ先

TEL052-715-3070

TEL052-715-3073
新事業育成グループ

1企業 5回まで

1企業 5回まで

1企業 6回程度

1企業 1回

中小企業次世代産業
参入ナビゲート事業

有料

無料

無料

(1/3 負担 )

有料
(1/3 負担 )

経営、技術等に関する諸問題の
解決を図るための診断・助言

各種経営課題に対して、
半日程度の簡易な診断・助言

有望なビジネスプランの
事業化に向け、経営、技術等の
専門家による支援

次世代産業参入ニーズ
発掘セミナー参加企業のうち、
必要に応じて技術向上等の助言

(下請かけこみ寺 )

●創業プラザあいち内の
　『創業準備スペース』

●あいち情報ステーション

※ホームページからの問合せ      http://www.aibsc.jp/

未来を拓く、中小企業の応援読本 未来を拓く、中小企業の応援読本

愛知県産業技術研究所
各技術センターの取り扱いジャンルと問い合わせ先一覧

公益財団法人あいち産業振興機構
おもな支援施策一覧

あいち産業振興機構が提供する各種支援施策の中から、
本誌で紹介した事例にかかわるものを中心に紹介。


