
ひろしま産振構
ひろしま産振構

INFORMATION

MISSIONミッション 30ひろしま産業振興機構は、社会経済情勢の変化を踏まえ、産業界や行政、大学等との緊密な連携を図りながら、
地域企業の皆様の新たな事業活動への取組み、経営基盤の強化及び国際化への対応等を総合的に支援することにより、
新たな価値を創造し、もって広島県経済の持続的発展に貢献します。

ひろしま医療関連産業研究会 会員募集

ビジネス支援センター
5

ひろしまデジタルイノベーションセンター

〒730-0052 広島市中区千田町三丁目7番47号 広島県情報プラザ内
TEL.082-240-7715 FAX.082-242-8627

（広島県福山庁舎内）
1-1-12-10-1

3-7-47
ひろしまデジタルイノベーションセンター
〒739-0046　広島県東広島市鏡山3-10-32 
（ひろしま産学共同研究拠点内）
TEL.082-426-3250　FAX.082-426-3251
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新技術トライアル・ラボ
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本館・東展示館

本部

福山支所



地域大学

地域企業

創業・新事業創出

よろず支援拠点

創業支援

幅広いジャンルの士業専門家・経営者・先輩起
業家が最大24時間まで無料でアドバイス

オフィス（広島起業化センター
（クリエイトコア））の提供

広島中央サイエンスパーク（東広島市鏡山）内に設置したインキュベー
ション施設です。低料金の家賃で、入居者の起業化を支援します。

貸室数
／8タイプ20室（30～77㎡）

利用料金
：月額2,000円/㎡（税別）　敷金：なし

チーム型支援

プロジェクト推進（伴走型支援）

セミナー・商談会等の開催

●マーケティング支援
●セールス支援
●ブランディング支援
●デザイン支援
●知的財産戦略支援
●経営戦略・生産管理等支援

●支援費用の9割は、産振構が負担
●全国トップレベルの支援チーム
●支援期間は、最長1年
●カスタマイズ支援
●連携支援
●随時募集

6つの機能 6つの特徴

事業化・市場化の支援

よろず支援拠点  TEL.082-240-7706

あなたの背中を押すよ！

何でも相談してね！ ヒントにしてね！
県内各地で起業家の皆さんの知識やスキ
ルを向上させるセミナーを無料で開催

ひろしま創業サポートセンター　TEL.082-240-7702

スタッフ

創業サポータ
ー 創業セミナー

起業化・事業化支援担当  TEL.082-240-7701

起業化・事業化支援担当  TEL.082-240-7701

産・学・金・官が連携して、「ものづくり企業」の研究開発・生産性向上・
技術技能を担う人材育成を、総合的に支援します。

ものづくり分野全般における研究開発の支援

国際ビジネス
相談・コーディネート

海外ビジネスに関する様々な
ご相談にお応えします。

海外拠点を活用し現地での
各種企業活動のサポートを行います。

産振構の海外拠点
・上海事務所
・海外ビジネスサポーター（9都市；大連、台北、バンコク、ハノイ、
  ホーチミン、シンガポール、ジャカルタ、チェンナイ、ニューヨーク）

・海外ビジネスに関する相談対応
・専門家等による海外ビジネス個別相談会の開催

・経済情報の収集、企業調査等
・ビジネスマッチング、アテンド等

ビジネス情報提供・研修

ビジネスマッチング
海外バイヤーとの商談などビジネスマッチングの
機会をご提供します。

・海外販路拡大商談会
・中国ＳＮＳによる商談機会
・賛助会員・留学生等との交流

各種研修やセミナーを通じ海外ビジネスに
必要な情報をご提供します。

・海外ビジネスセミナー
・輸出基盤強化セミナー
・海外視察研修
・国際取引実務研修
・情報誌等

①HPC利用サービス クラウドスパコン、高速計算端末の提供　

ひろしまデジタルイノベーションセンター TEL.082-426-3250

ものづくり企業ニーズ 研究開発・生産性向上・人材育成

産学金官　連携

共同研究　マッチングフォーラム
大学/公設試とのコーディネート 助成制度の活用

競争的資金紹介　採択支援　事業管理

ニーズ・シーズ発信
川下企業とのコーディネート 人材育成 クラスター形成

人材育成事業　セミナー研究会開催

（主な取組）
・研究開発、生産性向上、人的育成に関するコーディネート活動
・「ものづくり」へのIoT/AI技術の展開支援
・企業ニーズと大学・公設試シーズのマッチングを図るマッチング
  フォーラムの開催
・最新技術動向の情報発信や、産学金官の交流を促すセミナーや
  研修会の開催
・コンソーシアム、クラスター形成に向けた研究会運営
・競争的資金の紹介やその採択に向けた支援

研究開発支援センター TEL.082-240-7712

下請かけこみ寺

産業人材の育成
モデルベース開発
（MBD）人材の育成

価値創成（VE）活動による人材育成
製造事業者が用いるコスト低減や機能向上による価値創成
活動（VE活動）の普及啓発と技術者の育成を行います。

中小企業成長支援人材育成・派遣事業

ものづくり企業の現場カイゼン能力の向上、生産性の向上を図るため、
インストラクターの派遣及びものづくり企業の従業員研修を実施します。

販路開拓支援担当  TEL.082-240-7704

国際ビジネス支援センター TEL.082-248-1400

国際ビジネス支援センター TEL.082-248-1400

国際ビジネス支援センター TEL.082-248-1400

ひろしまデジタルイノベーションセンター TEL.082-426-3250
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経営相談
技術・経営・販路などあらゆる
相談に専門家がお答えします。

創業希望者や第二創業を目指
す企業の方を対象に中小企業
診断士等がサポートします。

下請代金法などに詳しい相
談員が無料で相談に応じます。

「さまざまな問題
  を相談したい」

創業

「創業したい」

紛争解決

「取引上の紛争
  を解決したい」

4

4

イベント・展示会・研修・会議など
に施設をご利用ください。（有料）施設利用

「展示場、会議室、研修室
 を借りたい」

5 創業者に対して、低料金でオフ
ィスをご提供します。（有料）

施設入居

「オフィスを借りたい」

知財
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企業のニーズを大学・公設試の技術シーズ
とマッチングさせて技術開発・商品開発を
支援します。共同研究

企業経営に必要な知的財産の制度や
活用方法についてアドバイスします。

「知的財産に関する問題
 を相談したい」

「大学・公設試と
 連携したい」

8 トップレベルの専門家が、機動的に
ビジネスサポートを行います。（有料）利益向上

「新商品をもっと
 売りたい」

販路拡大
商談会などを開催し、新たな取
引先の開拓を支援します。

「新規取引先
 を開拓したい」

10
事業化、市場化、外国出願に対し、助成
を行っています。加えて、競争的資金の
紹介や採択に向けた支援を行います。助成金

「助成金を受けたい」

11
海外展開

海外事務所による情報収集や海外バ
イヤーとの商談会などを実施します。

「グローバルな経済活動
 をしたい」

12 高度技術の人材育成研修を行
っています。

人材育成

「人材を育てたい」

13 中小企業の技術と経営力の評
価を行います。（有料）技術評価

「実力を評価して
 ほしい」

ひろしま産業振興機構は、県内の産業支援機関とネットワークを形成し、
中小企業・ベンチャー企業の新規ビジネス等に関する様々な取組みを総合的に支援します。

事業化の支援／市場化の支援／知財活用の支援
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カーテクノロジー革新センター  TEL.082-240-7713
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ひろしまものづくり人材育成センター  TEL.082-240-7716

技術・経営力評価
技術力・ノウハウや成長
性・経営力を評価（10項
目）した評価書の発行に
より、信用力を高め、取引
先に対するPRや金融機
関の融資につなげます。
（評価手数料：5万円～）

□広島県の低利融資制度（事業活動支援資金）の対象です。
□広島県信用保証協会利用時の保証料負担を軽減（保証料率△0.1%）
　できます。（一会計年度　限度額20万円）
□課題解決に向けた提案・支援を行います。

広島県中小企業知財支援センター TEL.082-240-7718
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メリット等

1
2
3
4
5
新規性・独創性

優位性とその維持
　・継続

市場規模
　・成長性

競合関係

販売方法
・販売価格

資金計画
・資金調達力

生産・サービス体制

売上高・利益計画

事業遂行能力

人材・組織体制

レーダーチャート例
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原則利用無料／原則相談無料

財団のWEB、情報誌の発刊
等で情報発信中!!

ビジネス
サポート

福山サテライト（福山支所）  TEL.084-926-2670

課題に応じたカリキュラムの開発

現場カイゼン能力
生産性の向上

課題（例）
● 製造ラインの効率化
● 低コスト化を実現する設計・
　 加工技術の確立など

カリキュラム受講（座学・現場実践）
によるインストラクター養成

カリキュラム受講（座学・現場実践）
による人材（現場リーダー）育成

産振構 ものづくり企業
課題の
吸い上げ

従業員の受講

従業員の能力向上

インストラクター
の派遣

相談・コーディネート／ビジネスマッチング／ビジネス情報提供・研修

上海事務所
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産業技術交流センター（情報プラザ）の運営

産業会館の運営

財団のwebから空室状況が確認できます。

商工業者、産業関係諸団体が開催する会議、セミナー、講演会など
の会場として、目的や人数に応じたスペースを提供しています。

スクール形式
　　○第1研修室　　  109㎡   　84人
　　○第2研修室　　  109㎡   　84人
　　○第3研修室　　    80㎡   　60人
　　○会議室　  　　  139㎡   　42人
　　○視聴覚研修室      78㎡   　54人
　　○多目的ホール　318㎡    210人
　　○駐車場　85台

県立産業技術
交流センター
(情報プラザ)

県立広島産業会館は、中四国地方における産業振興
の総合拠点としての見本市・展示会会場であり、新
製品・新技術の産業情報の受発信基地として産業界
の発展に大きく寄与するとともに、地域活性のため
に重要な役割を果たしています。
　○本　　館  第1・2展示場（195・182㎡）
　　　  　　　第1・2事務室（14・14㎡）
　　　　　　  会議室（143㎡）
　○東展示館  第1・2・3展示場（1,268・645・645㎡）
　　　           第1・2・3事務室(30・51・51㎡)
　○西展示館  第1・2・3・4展示場（854・845・459・397㎡）
　　　           第1・2商談室
　○駐車場　401台県立広島産業会館

施設利用
4

産業技術交流センター（情報プラザ）
の運営／産業会館の運営

情報プラザ利用予約  TEL.082-240-7700

産業会館利用予約  TEL.082-253-8111

京橋川

R2

本館

東展示館

西展示館
（広島産業文化センター1F）

国際取引実務研修

産学官連携

ひろしまデジタルイノベーションセンター

研究開発・クラスター形成の支援／デジタルイノベーションの支援

研究開発・クラスター形成の支援

デジタルイノベーションの支援

経営革新
ものづくり企業の取引支援
取引支援／産業人材の育成

販路拡大の推進
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広げます。広島の技!

県内外の企業（発注企業）に対して、県内企業（受注企業）
への発注斡旋を行います。コーディネーターの多様な
取組みにより、付加価値の高い仕事の創出を目指します。

下請取引あっせん

各支援機関と連携し、発注企業５０社程度の大規模な商談会を開催します。
広域取引商談会の開催

中小企業の営業力強化や企業間の連携強化による自立支援

下請かけこみ寺フリーダイヤル  0120-418-618

『取引上の悩みありませんか？』

広域取引商談会

企業規模に関わりなく、県内ものづくり企業の販路拡大・新規取
引獲得に向けた支援を行います。開発・設計から機械加工、樹脂
加工、鋳造・鍛造、表面処理等、様 な々製品・技術に対応します。

売れる商品づくり・仕組みづくりを
習得するためのマーケティングセミ
ナーなどを開催し、個別商品のブラ
シュアップや首都圏等からの流通バ
イヤーを招へいした県内商談会の
開催等により、商品開発・販路開拓
を支援します。

テーマに応じた企画・編集による展示会等出展支援（販路開拓支援）

食品からファッション雑貨に至る商品を一定の
テーマに基づき企画編集し集団化させ、流通業
者や消費者に対し提案・発信を行います。首都
圏での展示会出展支援のほか小売業等との連
携による販売会等により支援します。

「支払日を過ぎても代金を支払ってくれない」、「原材料が高騰しているのに単
価引上げに応じてくれない」「金型の返却や保管料負担を申し入れても応じて
くれない」等、中小企業の取引上の悩み相談を専門の相談員がフリーダイヤル
で受け付けています。相談内容等秘密厳守されます。また、相談料は無料です。

自社の強みを洗い出し、取引先への課題解決型の営業を行うため、営業力強
化の支援を行います。共同受注や新製品の共同開発など、企業が限られた経
営資源を有効に活用するため、企業間の連携強化に対する支援を行います。

MBDの基本的な考え方につ
いて学ぶ基礎的な研修から、
モデルの作成、計算シミュ
レーション技術まで、業務に
直結する実務能力を身に着
けるための実
践的な研修を
実施します。

自動車分野における研究開発の支援

価値創造力

競合優位

基盤強化

3つの活動レイヤー

ホンダシビックのベンチマーク活動

地域発の新たな価値創造の実現
・新技術へのトライアル
・異業種技術との融合
・産学連携の推進
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パネル振動特性の計測実験

カーテクノロジー革新センター TEL.082-240-7713

（主な取組）
・ 研究開発のコーディネート、新技術・新製品の提案支援
・ 新技術トライアル・ラボによる探索的実験の実施や技術構想の企画
・ ベンチマーキング活動（最新技術の分解調査・分析評価）
・ 最新技術動向等の情報発信（セミナー・研究会の開催）など

世界レベルの提案型企業の創出

地域の企業の底上げ

・競合優位状態の実現
・開発補助金の活用

・人材育成、現場改善
・要素技術のレベルアップ
・積極的な情報発信

広島県の基幹産業である自動車産業において、県内サプライヤーの競争力を高めるため、
「ひろしま自動車産学官連携推進会議」と連携し、研究開発と人材育成を支援します。

ハイパフォーマンスコンピューター
（ＨＰＣ）と最新の解析ソフトの活
用、人材育成の拠点「ひろしまデジタ
ルイノベーションセンター」を運営
し、地域企業と大学・研究機関のデジ
タル技術の高度化を支援します。

起業化・事業化支援担当  TEL.082-240-7701

中小・ベンチャー企業
チャレンジ応援事業10

中小企業等の新事業展開や新たなビジネスモデルの構築など、成長に向け
たチャレンジを資金面や専門的アドバイス等により支援し、さらに、国・県・
産振構等の事業の活用や連携により、中小企業の成長の加速を支援します。
■概　要
　●助成額：原則、300～500万円程度　●助成率：3分の2以内
　●評価・アドバイス
　　　外部専門家や金融機関等による評価・アドバイス
　●伴走型支援
　　　外部専門家による指導、川下企業等とのニーズに即した連携による支援等
　●対象事業
　　　・新分野進出に向けた試作開発　　・新たなビジネスモデル構築　等

中小企業診断士や公認会計士などの専門家によるアドバイスを
通じて成長性のあるビジネスアイデアの事業化を支援します。

センターの端末とクラウド
方式スーパーコンピュー
ターを計算規模に応じて使
い分け

②CAE利用サービス 高額なCAEソフトを安価な従量制で提供
各種ＣＡＥソフトウェアを従量課金により
利用可能
③MBD/CAE人材育成サービス MBDに関する研修の開催
モデルベース開発（ＭＢＤ）適用拡大に向け、
初級レベルから業務実践レベルまで、きめ細か
い人材研修メニューを提供
④技術課題解決支援サービス 公設試、大学との連携による総合支援
地域の産学官と連携し企業の課題解決を支援

研
究
開
発
系

流体解析
線形構造解析
非線形構造解析
電磁界解析
機構解析
音響解析
解析プリポスト

製
造
系
プレス成形シミュレーション
鋳造シミュレーション
樹脂成形シミュレーション
CAD＆モデル作成＆簡易解析

専
用
回
線
で
接
続

ストレージ

（データ保管）スパコン本体高性能端末

ひろしまデジタル
イノベーションセンター

データセンター
（国内）

ギフトショー出展 スーパーマーケット・トレードショー出展

おりづるタワーとの連携

県内商談会

①MBDプロセス研究
MBDの重要性と基本的な考え方を理解し、仕事の進め方を理解する。

②MBD機能設計研修
要求を実現するための構想設計と、部品の詳細設計につなげる機能展開を身につける。

③MBD/CAE詳細設計研修
部品の詳細設計において求められるモデル作成と数値解析技術を身につける。

第四次産業革命スキル習得講座
（経済産業大臣認定）

構想設計

機能設計

詳細設計
構造解析 機構解析 流体解析 成型解析 制御系解析
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医工連携の推進
ものづくり技術と医療・福祉・健康分野の研究資源を統合さ
せた新たなビジネスモデルの創出を図るため、県内企業の
生産拡大や受注拡大を支援します。

「ひろしま医療関連産業研究会」の運営

専門家相談支援

販路開拓支援

MEDTEC Japan
競争的資金採択に向けた支援及び採択案件の進捗管理等を行います。
国・県等の競争的資金制度に係る企業支援

ひろしま医工連携推進センター TEL.082-240-7709

7

新規参入支援及び医療・福祉機器開発における会員企業による付加価値の高い製品開発や、
県内企業の県内企業の製品・サービスの普及を図るため、ワークショップの開催等を行います。

当センターのコーディネーターによる支援のほか、国の「伴走コンサルタント」、
NPO医工連携推進機構の登録専門家による派遣相談・メール相談を行います。

「MEDTEC Japan」等への研究会会員企業との共同出展や単独
出展に対する支援、発注企業への試作提案の支援等を行います。

9

伴走型支援、セミナー・商談会等の開催及び展示会等出
展支援により、高付加価値化、利益向上、販路拡大を支
援します。

中小企業が開発した商品・サービスの売上増、利益率の向上等を図
るため、トップレベルの専門家等で構成されたチームにより集中的
に支援します。中小企業・小規模事業者の経営上の様々な相談に対し専門スタッ

フが、適切な解決方法を提案します。相談無料・相談回数無制限

■専門スタッフ
　公認会計士、弁護士、中小企業診断士、
　社会保険労務士、ITコーディネータ、
　販路開拓コーディネーター、デザイナー等

商談会

常駐スタッフが無料で相談
に応じ、事業計画書の作成
支援や創業サポーターの手
配を実施。


