愛知県知事指定

県内唯一の中小企業支援センター

あいち産業振興機構
令和４年度 業務案内

貴 社 の 未 来を拓く！ 新 たな 挑 戦を応 援します！

経営の支援
専門家の派遣
事業承継の支援
取引先開拓等の支援
設備投資（導入）の支援
創業（起業）の支援
〈あいち外国人起業＆経営支援センターを設置しました〉

新事業の支援

知的財産に関する支援
IT活用支援・情報提供
デジタル化・DXの支援
〈DX担当マネージャーを設置しました〉

海外ビジネスの支援

愛知県よろず支援拠点、愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を
運営しています。

あいち産業振興機構支援メニューのご案内
統括・担当マネージャー
（DX 担当が新設されました !!）

❶ 経営の支援

愛知県よろず支援拠点

■経営相談

弁護士相談

■専門家の派遣

❷ 事業承継の支援
❸ 取引先開拓等の支援
❹ 設備投資（導入）の支援

P2

愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点

■セミナー・講座の開催

経営・技術専門家派遣

一部有料

国が行う専門家派遣への取次

一部有料

後継者育成塾
受発注の紹介・あっせん

■取引のマッチング

商談会の開催

■その他の支援

ISO・JISQ 等の認証取得の支援

■取引上のトラブルの相談

下請かけこみ寺

■設備の割賦販売・リース取引

小規模企業者等設備貸与事業

■創業（起業）に関する相談

創業コーディネーター

■外国人に対する創業（起業）
・経営の相談

あいち外国人起業＆経営支援センター

■創業（起業）の総合的な支援施設

創業プラザあいち

❺ 創業（起業 ) の支援

P3

あいち創業ゼミ

有料

土曜集中講座

有料

創業ビギナーセミナー

■セミナー・講座の開催

P4

女性起業家セミナー
起業家経営ゼミナール
プチ講座

❻ 新事業の支援
❼ 知的財産に関する支援

❽ IT 活用支援・情報提供

❾ デジタル化・DX の支援

 海外ビジネスの支援

■ビジネスプラン発表会の開催

有望ビジネスマッチング支援

■三機関協働による支援

三機関協働支援

有料

■新事業展開に対する助成

あいち中小企業応援ファンド

助成

■外国出願（特許・実用新案・意匠・商標）に関する補助 外国出願の補助金
■開放特許を活用した支援

知的財産活用ビジネス支援

■ IT に関する相談

IT マネージャー・IT コーディネーター

■セミナー・講座の開催

IT 活用・情報 Web 系等セミナー

■インターネットによる情報提供

一部有料

あいちナビる

P5

メールマガジンの配信

■産業、労働に関する情報提供

産業労働情報コーナー

■ IT を活用したサービス

バーチャルドメイン・バナー広告

■あいち産業 DX 推進コンソーシアム

コンソーシアム会員に対する支援

■デジタル活用人材育成

デジタル化・DX 推進

■海外展開に関する相談

国際ビジネス相談

■専門家の個別支援

海外ビジネスハンズオン支援

有料

セミナー・ワークショップ

■セミナー・講座の開催

貿易関連講座

有料

海外ビジネス情報の調査・収集と発信

■海外展開に関する情報提供
■その他の支援

 その他

助成

資料の発行・販売

有料

国際ビジネス会員制度

有料

上海産業情報センター

■亜炭鉱の陥没被害に関する補助

※有料表記以外の事業は全て無料となります。
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特定鉱害復旧事業

助成

P6

1

統括・担当マネージャーによる相談窓口

経営の支援

経営相談 

無料

経営、金融、技術、IT、DX、税務の専門家が中小・小規模企業の経営の向上に対するご相談にお応えします。
※本年度より DX の分野の担当が新設されました！
お問い合わせ先

☎ 052-715-3071

統括・担当マネージャー

愛知県よろず支援拠点

無料

					

経済産業省の「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業」の経営相談窓口です。売上拡大、経営改善、販
路開拓、Web マーケティング、事業承継、事業計画策定など、経営上のあらゆるご相談に応じ、様々な得意分野を
持つコーディネーター等が無料でお応えします。
また、豊橋に設置したサテライトオフィスにおいても 同様に無料でお応えします。
お問い合わせ先

☎ 0532-39-7111

愛知県よろず支援拠点 豊橋サテライト

弁護士相談

中小・小規模企業の皆様が抱えている経営、契約、事業承継等の法律問題の解決に向け、弁護士
が無料で相談にお応えします。

無料

開催回数

月4回

相談時間

13時～16時（事前予約制）

お問い合わせ先

☎ 052-715-3188

愛知県よろず支援拠点 名古屋本部

※相談日は機構 HP 又は下記にお問合せ下さい。

☎ 052-715-3070

経営アドバイスグループ

愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点

無料

経験豊富な企業経営者や金融機関出身者、中小企業診断士によるプロフェッショナル人材戦略マネージャー等が
貴社を訪問して、成長戦略実現のための経営課題を経営者の皆様と一緒になって考えます。そのうえで、課題解決
に必要なプロフェッショナル人材ニーズ情報を登録する人材ビジネス会社、連携する大企業に取り繋ぎ、マッチ
ングに結び付けるサポートをします。また、プロフェッショナル人材の採用にあたり、副業等の多様な形態による
活用について、意識醸成のためのセミナーを開催します。
お問い合わせ先

☎ 052-433-1810

愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点

専門家の派遣 

経営・技術専門家派遣

有料

無料

創業や経営の向上を目指す中小・小規模企業の要請に応じて、機構登録の専門家を派遣し、経営、技術、マーケティ
ング、販路開拓、新分野参入、人材育成、BCP 作成等に関する諸問題を解決するために助言・指導を実施します。
※航空機産業関連企業の場合は、大企業も対象となります。
（1企業原則5回まで、1回当たり5時間以上）
区分

中小企業※1

小規模企業※2

派遣費用のご負担※3

３分の１（約1万円 /1回）

５分の１（約6,000円 /1回）

（専門家に対する謝金・旅費）

※1

中小企業支援法第２条に定めるもの

※2

小規模企業振興基本法第２条に定める者

国が行う専門家派遣への取次

有料

※3

航空機産業関連企業は企業規模に関わらず無料

無料

お問い合わせ先

☎ 052-715-3070

経営アドバイスグループ

後継者育成塾

〈セミナーの内容及び開催時期は当機構 HP のセミナー・イベント情報をご覧ください。
〉



無料

県内の中小・小規模企業の方の事業承継を積極的に支援するため、事業承継に必要な経営戦略や税務・法務につい
て、9月から2月まで全6回のコースをそれぞれ開設します。
お問い合わせ先

☎ 052-715-3070

経営アドバイスグループ
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事業承継の支援

セミナー・講座の開催

2

中小・小規模企業の皆様から相談を受けた経営課題のうち、対応困難な高度・専門的な課題の解決を図るため、国
に登録した専門家を派遣します。
（1企業5回まで、ただし5回のうち、1回目は無料。2回目以降は回数に応じた金
額をご負担いただきます。）

3
取引先開拓の支援

取引のマッチング 

受発注の紹介・あっせん

無料

仕事を受注したい企業（受注企業）と発注した
い企業
（発注企業）
それぞれのニーズに基づき、
無料にて取引の紹介・あっせんを行います。
※紹介・あっせんには、必ず事前に登録（無料）
が必要になります。

商談会の開催

無料

県内中小・小規模企業の受注機会の増大を図
るため、出会いの場を提供する商談会を開催
し、取引拡大を支援します。
・広
 域商談会
（愛知県・岐阜県・三重県・静岡県）
・ 地域商談会（尾張会場、三河・知多会場）
・ 個別商談会（個別の発注案件毎に随時開催）
・ 六 都府県連携商談会（愛知県・東京都・神奈
川県・大阪府・兵庫県・福岡県）

その他の支援 

ISO・JISQ 等の認証取得の支援

相談は無料

ISO9001、
ISO14001等の認証取得を希望する中小・小規模企業にコンサルティングの専門機関を紹介します。
（コンサルティング費用・審査費用は全額実費負担）
お問い合わせ先

☎ 052-715-3068

取引振興グループ

取引上のトラブルの相談 

下請かけこみ寺

無料

4

中小・小規模企業の取引に関する様々な相談に対応し、相談員が問題解決に向けた助言を行います。
お問い合わせ先

☎0120-418-618（フリーダイヤル）

下請かけこみ寺

設備投資（導入）の支援

設備の割賦販売・リース取引 

小規模企業者等設備貸与事業

小規模企業者等が創業又は経営の革新のために必要な設備を、当機構が機械販売業者から代わって購入し、その
設備を長期・固定で割賦販売又はリースします。
要

件

貸
期

与
間

内

設備貸与制度の仕組み

容

【割 賦 販 売】５年又は７年（据置期間：1年以内）
【リース取引】３～7年
【割 賦 販 売】

利

Ⅰ料率
Ⅱ料率
Ⅲ料率（標準料率）
Ⅳ料率
Ⅴ料率

率

割賦損料率
1.19%（1.09%）
1.45%（1.35%）
1.71%（1.61%）
1.96%（1.86%）
2.26%（2.16%）

【リース取引】
リース料率（月額）

1.273%
（1.272%）
【7年】～
2.941%
（2.938%）
【3年】

※1、※2、※3

貸
与
限度額

1億円

担

原則として無担保

保

保証人

法人：原則として代表者を連帯保証人とする。
個人：原則として連帯保証人は不要とする。

保証金

不要

申
窓

あいち産業振興機構又は商工会・商工会議所

請
口

お問い合わせ先

※1 経営・財務内容に応じて「弾力料率」を適用します。
※2 あいち産業 DX 推進コンソーシアムの会員企業、あいち中小企業応
援ファンド助成金の交付先企業、当機構が実施する「ビジネスプラ
ン発表会」
で発表した企業や
「商談会」参加後に商談が成立した企業、
事業承継計画や事業継続力強化計画の認定を受けている企業、ISO
認証取得企業、経営革新計画に従って設備等を導入する場合は、利
率が優遇されることがあります。
※3（ ）内は商工会・商工会議所へ申込みいただいた場合。

☎ 052-715-3067

設備投資支援グループ
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5

無料

創業（起業）支援の経験が豊富な専門家が、将来的に創業（起業）を考えている方から創業（起業）後間もない方まで
の様々なご相談にお応えします。

外国人に対する創業（起業）
・経営の相談 

あいち外国人起業＆経営支援センター

無料

外国人の経営者や創業（起業）を目指す方等を対象に、創業（起業）から事業引継ぎ等の経営全般の課題に対して、
情報提供やご相談にお応えします。 ［相談日］毎週火・金曜日 ［相談時間］13時～17時

創業（起業）の支援

創業（起業）に関する相談 

創業コーディネーター

創業（起業）の総合的な支援施設 

創業プラザあいち

無料

「創業コーディネーター相談スペース」
「創業準備スペース※」
、
「交流・情報提供スペース」
、
の総称で、県内で創業
（起
業）を目指す方のための総合的な支援施設です。パソコンとインターネットが利用できる静かな環境でじっくり
創業（起業）準備をしていただくとともに、創業仲間や先輩起業家と交流できるスペースです。
※創業準備スペースの利用には事前に審査が必要になります。

セミナー・講座の開催

あいち創業ゼミ

〈セミナー・講座の内容及び開催時期は当機構 HP のセミナー・イベント情報をご覧ください。〉

有料



県内で創業
（起業）
を目指す方等を対象に、事業実現や経営基盤強化等に必要な知識・ノウハウを体系的に学びます。
［講義10回コース 年3回開催（ビジネスプラン内部発表会実施） 受講料：10，
000円］
［講義 5回コース 年2回開催 受講料：5，
000円］

土曜集中講座

有料

平日は忙しくて創業（起業）準備ができない方等を対象に、創業（起業）に必要最低限の知識を短期間に効率的に学
ぶ講座を土曜日に開催します。
（年2回開催：講義全5回）受講料：5,000円

創業ビギナーセミナー

無料

創業後５年程度までの県内小規模企業を対象に、事業を継続していくために必要となる経営のノウハウや販路開
拓、IT 系等についてのセミナーを開催します。
（年６回）

その他のセミナー

無料

女性起業家セミナー 創業（起業）を目指す女性や起業間もない女性起業家を対象にセミナー及び交流会を開催します。
創業（起業）後５年程度までの方を対象に資金調達や販路開拓など創業（起業）後に必要となる知識
を学ぶセミナーを開催します。

プチ講座

創業
（起業）
に関する旬な話題や創業
（起業）
に必要なスキル・知識を提供するスポットセミナーです。
（年５回開催）

お問い合わせ先

☎ 052-715-3075

創業・新事業育成グループ

ビジネスプラン発表会の開催 
無料

新事業を取り組む中小企業等が新技術・新商品・新サービスのビジネスプランを発表するとともに、販路開拓、事
業提携等のビジネスパートナーとの出会いの場となる展示・商談会を開催します。また、特に有望なビジネスプラ
ンを有する企業については、県内で開催される展示会への出展支援を行います。

三機関協働による支援 

三機関協働支援（三機関協働学び合いプロジェクト） 有 料

あいち産業振興機構と名古屋工業大学、愛知県中小企業診断士協会の三機関と中小・小規模企業が協働してプロ
ジェクトチームを作り、中小企業が抱えている問題の改善や解決に取組みます。また、この取組みを通じて本事業
に関わる全ての人が相互に学び合うことにより人材育成を行います。
（参加費：30万円 / 年）
お問い合わせ先

☎ 052-715-3075

創業・新事業育成グループ

新事業展開に対する助成 

あいち中小企業応援ファンド

助成

地場産業枠
農商工連携枠
地域資源を活用して地場産業分野
県内産の農林水産物を活用して、
（繊維、窯業、食品、家具、伝統的工芸品の5分野）で行う新事業展開 公設試験機関と連携して行う新事業展開
中小企業者
中小企業団体
中小企業者
中小企業団体
対象者
小規模企業者
小規模企業者
一般社団法人及び
小規模企業者
一般社団法人及び
中小企業者グループ
一般財団法人
中小企業者グループ
一般財団法人
助成率
2/3以内
1/2以内
1/2以内
1/2以内
1/2以内
限度額
100万円
300万円
600万円
300万円
600万円
対象
分野

一般枠
繊維、窯業、食品、家具、伝統的工芸品の５分野を除
く産業分野で行う地域資源を活用した新事業展開
小規模企業者

中小企業者
中小企業者グループ

2/3以内
100万円

1/2以内
300万円

※小規模企業者は、中小企業者、小規模企業者どちらでも応募できます。

お問い合わせ先

☎ 052-715-3074

地域資源活用・知的財産グループ
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新事業の支援

有望ビジネスマッチング支援

6

起業家経営ゼミナール

7
知的財産に関する支援

外国出願（特許・実用新案・意匠・商標）に関する補助 

外国出願の補助金

助成

中小・小規模企業の国際的な事業展開に向けた知財支援のため、日本特許庁に出願している特許、実用新案、意匠、
商標について、外国特許庁に出願する中小・小規模企業等に対して、出願に要する経費の一部を助成します。
助成区分

内

対象者

容

中小企業又は中小企業で構成されるグループ

対象事業

既に日本国特許庁に出願済みの特許、実用新案、意匠、商標

対象経費

外国特許庁への出願に要する出願手数料、代理人費用、翻訳費用

助成率

助成対象経費の1/2以内

限度額

特許150万円、実用新案、意匠、商標60万円、
冒認対策商標30万円

開放特許を活用した支援 

知的財産活用ビジネス支援

8
活用支援・情報提供

IT

無料

大企業等の開放特許を活用した中小・小規模企業の新製品開発・新事業創出を促進するため、特許活用コーディネー
ター等を配置し、知財マッチングに向けた支援を実施します。
お問い合わせ先

☎ 052-715-3074

地域資源活用・知的財産グループ

IT に関する相談 

IT マネージャー・IT コーディネーター

 NS やホームページ等を活用した広告宣伝や、パソコン・スマ
S
ホを使った業務の効率化等のITに関するご相談にお応えします。

無料

☎ 052-715-3071

統括・担当マネージャー
お問い合わせ先

☎ 052-715-3188

愛知県よろず支援拠点 名古屋本部

☎ 0532-39-7111

愛知県よろず支援拠点 豊橋サテライト

セミナー・講座の開催

IT 活用・情報 Web 系等セミナー

〈セミナーの内容及び開催時期は当機構 HP のセミナー・イベント情報をご覧ください。〉



一部有料

IT 活用及び Web マーケティングやアクセス解析など情報技術をはじめ、展示会を成功させるためのノウハウに
関するセミナー等を開催します。
お問い合わせ先

☎ 052-715-3071

統括・担当マネージャー

☎ 052-715-3064

情報企画グループ

インターネットによる情報提供 

あいちナビる

無料

県内中小・小規模企業の経営や技術、製品にスポットを当てた紹介記事などをインターネット上で公開します。

メールマガジンの配信（月３回）

無料

セミナーやイベントなどの最新情報をメールで配信します。

※メールマガジンの購読は機構 HP で登録できます。

産業、労働に関する情報提供 

産業労働情報コーナー

無料

企業名鑑、調査報告書、経営一般から、パソコン関連など、中小・小規模企業の経営、技術に役立つ図書・DVD 等を
収集し、閲覧、視聴、貸出を無料で行います。※愛知県産業労働センター（ウインクあいち）17階 あいち労働総合支援フロアー内

IT を活用したサービス 

バーチャルドメイン・バナー広告

有料

自社名や自社製品などの名前をインターネットメールや、ホームページアドレスで利用できるバーチャルドメイ
ンや機構ホームページに企業広告を掲載できるバナー広告サービスを行います。
（バーチャルドメイン：2,200円 / 月、バナー広告：30,000円 /6か月）
お問い合わせ先

☎ 052-715-3064

情報企画グループ
-5-
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コンソーシアム会員に対する支援

コンソーシアム事務局として、会員間における DX 推進に関する情報共有や連携を図り、セミナーの開催や IT
企業と一般企業とのマッチングなどの支援を行います。
（随時入会受付中） 会費：無料

デジタル活用人材育成 

DX

デジタル化・DX 促進

企業内でデジタル技術の活用を推進していく人材育成を支援します。
お問い合わせ先

☎ 052-715-3063

情報企画グループ

海外展開に関する相談 

10

無料

海外展開に関する諸問題について、専門アドバイザーが相談に応じる「国際ビジネス相談デスク」を実施するほ
か、Web でも相談対応します。

専門家の個別支援 

海外ビジネスハンズオン支援

無料

海外へのビジネス展開を目指す中小・小規模企業に対し、専門家が、海外取引や進出につながる継続的な支援を行
うとともに、海外においても、企業に同行し販路開拓や展示会出展等の支援を実施します。

セミナー・講座の開催

セミナー・ワークショップ

〈セミナーの内容及び開催時期は当機構 HP のセミナー・イベント情報をご覧ください。
〉



海外ビジネスの支援

国際ビジネス相談

デジタル化・ の支援

あいち産業 DX 推進コンソーシアム 

無料

海外展開に関するセミナー・ワークショップを開催し、海外の最新情報を提供します。

貿易関連講座

有料

貿易実務講座など、海外展開に不可欠な知識を習得するための各種講座を開催します。

海外展開に関する情報提供 

海外ビジネス情報の調査・収集と発信

無料

海外展開に資する各種調査を実施するとともに関連情報を収集し、その結果をホームページ等を活用して幅広く
発信します。

資料の発行・販売

有料

県内企業の貿易取引状況や海外進出状況を取りまとめた
「愛知県貿易関係企業名簿」
「愛知県内企業の海外事業活動」
を発行・販売します。

その他の支援 

国際ビジネス会員制度

有料

会員限定の「経営者懇談会」
「企業視察会」をはじめ、貿易講座やセミナーへの優先参加、受講料の割引、貿易関連資
料の提供などの特典があります。
（随時入会受付中）会費 ：30,000円 / 年

上海産業情報センター

中国・上海市にて愛知県と共同で上海産業情報センターを運営し、海外情報収集や県内中小・小規模企業の海外事
業活動の支援を行います。
お問い合わせ先

☎ 052-715-3065

国際ビジネスグループ

特定鉱害復旧事業

助成

県内の亜炭採掘に伴う、陥没被害の復旧工事を実施する市に対して、復旧工事費用を助成します。
【対象地域】名古屋市（守山区、名東区）、瀬戸市、春日井市、豊田市、犬山市、小牧市、尾張旭市、日進市、長久手市
お問い合わせ先

☎ 052-715-3063

情報企画グループ

詳しい事業内容及びセミナー・イベントについては当機構 HP をご覧ください。
-6-
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その他

亜炭鉱の陥没被害に関する補助 

組織図・お問合せ先
経営アドバイスグループ

経営相談
専門家派遣、事業承継の支援

☎052-715-3070

取引先開拓の支援
ISO・JISQ 等の認証取得の支援
下請かけこみ寺

取引振興グループ

経営支援部 （14階）

☎052-715-3068
設備投資支援グループ

設備の割賦販売・リース取引

☎052-715-3067
創業・新事業育成グループ（14階）

☎052-715-3075

新事業支援部

創業（起業）相談
外国人向け創業（起業）
・経営相談
創業プラザあいち
あいち創業ゼミ・土曜集中講座等セミナーの開催
ビジネスプラン発表会の開催
三機関協働支援事業

地域資源活用・知的財産グループ
（14階） あいち中小企業応援ファンド
外国出願（特許・実用新案・意匠・商標）の支援
☎052-715-3074
知的財産ビジネス支援

☎052-715-3065

国際ビジネス相談、海外ビジネスハンズオン支援
セミナー・講座の開催、海外ビジネスの情報提供
国際ビジネス会員制度、上海産業情報センター

統括・担当マネージャー （14階）

☎052-715-3071

経営、金融、技術、IT、DX、税務等相談

名古屋本部（14階）

☎052-715-3188

豊橋サテライト

☎0532-39-7111

国際ビジネスグループ （18階）

愛知県よろず
支援拠点

愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点

（14階）

売上拡大、経営改善、販路拡大、web マーケティング、IT 活用、
知財窓口、事業計画策定等相談

☎052-433-1810

プロフェッショナル人材のニーズの発掘
人材採用へのサポート、フォローアップ

総務・予算経理グループ

☎052-715-3061

評議員会、理事会、予算、庶務、経理、福利厚生

情報企画グループ

☎052-715-3063
☎052-715-3064

IT 活用、
情報 Web 系セミナーの開催、
インターネットによる情報提供
産業労働情報コーナー（17階）
バーチャルドメイン・バナー広告
デジタル化・DX 支援、企画、広報、特定鉱害復旧事業

総務企画部
（15階）

昭和46年 12月 （財）愛知県中小企業振興公社設立

沿

革

平成23年 12月

公益財団法人へ移行

昭和47年 4月

設備貸与事業開始

平成25年 2月

経営革新等支援機関に認定

昭和60年 4月

下請企業振興事業開始

平成25年 7月

あいち中小企業支援プラットフォームの代表機関に登録

平成12年 4月

設備資金貸付事業、

平成25年 11月

上海産業情報センター開設

中小企業支援センター事業開始

平成26年 6月

愛知県よろず支援拠点開設

県中小企業支援センターに指定

平成27年 4月

産業労働情報コーナー開設

県中核的支援機関に認定

平成27年 12月

愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点開設

創業プラザあいち開設

平成28年 5月

愛知県よろず支援拠点豊橋サテライト開設

平成29年 10月

あいち事業承継ネットワークを構築

国際ビジネス支援事業開始

令和 3年 11月

あいち産業 DX 推進コンソーシアムを構築

平成20年 4月

あいち中小企業応援ファンド事業開始

令和 4年 4月

あいち外国人起業＆経営支援センター開設

平成21年 10月

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）に移転

平成12年 5月
平成14年 7月

平成18年 4月 （財）あいち産業振興機構に名称変更

あいち産業振興機構

公益財団法人

アクセス

AICHI INDUSTRY PROMOTION ORGANIZATION

所在地

〒 450-0002
名古屋市中村区名駅四丁目 4-38
愛知県産業労働センター ( ウインクあいち )14・15・18 階

総合案内

052-715-3063（総務企画部 情報企画グループ）

※担当窓口等不明なときはこちらへお問い合わせください。

● JR 名古屋駅桜通口から
ミッドランドスクエア方面 徒歩5分
●ユニモール地下街5番出口 徒歩2分

