
TARGET & PROGRAMS 目標 & プログラム

イノベーション創出エコシステム構築とそれを支える幅広いプログラムを提供



LEADER NIGを牽引するリーダー

産業界
水野 明久 氏
（一社）中部経済連合会 会長
中部電力（株）相談役

産業界
竹中 裕紀 氏
（一社）中部経済連合会
イノベーション委員会 委員長
イビデン（株）代表取締役会長

産業界
大島 卓 氏
（一社）中部経済連合会
イノベーション委員会 共同委員長
日本ガイシ(株) 代表取締役会長

ほか3名理事会

大学
佐宗 章弘 氏
名古屋大学 副総長

行政
中田 英雄 氏
名古屋市 副市長

大学
安田 孝美 氏
名古屋大学大学院
教授

ほか10名運営委員会

起業家
牧野 隆広 氏
（株）ミライプロジェクト
代表取締役

投資家
藤田 豪 氏
（株）MTG Ventures
代表取締役

起業家
岩木 勇一郎 氏
（株）スピード
代表取締役

起業家
時田 由美子 氏
（株）CURUCURU
代表取締役CEO

起業家
加藤 百合子 氏
（株）エムスクエアラボ
代表取締役

産学官、地域に密着した投資家・起業家が強力なリーダーシップを発揮



ノーベル賞受賞者から哲学者まで自由にイノベーションを討議

年間約300プログラム/イベント、約1万3000人が参加

PROGRAM プログラム詳細



PROGRAM プログラム

ガレージプログラムは基本的に運営メンバーがハンズオンで企画＆運営

目的 プログラム名 概要

マインド形成

大人の学びなおし リベラル・アーツ講座 若者から年配者までが参加できる学びなおしのプログラム
（会員1万円、非会員3万円／全10回）

TEENS meetup
-未来のスタートアップ- 高校生向け啓発プログラム 第一線で活躍している起業家たちと高校生が起業という生き方のリアルを語り合う場（無料）

キッズ＆ジュニア 小中学生向け講座 プログラミングなどのデジタル技術や経済を
ゲーム等を通じ学べるプログラム（1,000円程度／人）

MUSIC in the GARAGE！ アートを身近に感じられる音楽コンサート
新しい発想を得て知的創造のきっかけとするためのプログラム（無料）

気づき発見
フューチャーコンパス 世界で活躍する各界のプロフェッショナルによる講演

イノベーションにつながる発想を呼び起こすためのプログラム（無料）

未来創造プログラム 中部圏企業の未来洞察を刺激するテーマを選定し、多彩なプレーヤーが参画する
プログラム「ニューノーマルを生き抜く」、「デジタルの未来」等（無料）

融合成長
ビヨンド ザ ボーダー イノベーションドライバー育成プログラム

アントレプレナー、イントレプレナーを養成する（30万円／全12回（6ヶ月間）／人）

NAGOYA BOOST 10000（名古屋市） AI･IoT分野や共創による新ビジネス創出と若手人材の育成を目的としたプログラム「NAGOYA BOOST 10000」

共創実践

アカデミックナイト 大学シーズと研究の出口となるパートナー（大・中堅企業等）のマッチングプログラム（無料）

IGES（アイジェス）
ソサイエティ形成

ナゴヤイノベーターズガレージのメンターによる領域別のソサエティ形成プログラム
ex.CVC 連絡会、先輩起業家との座談会（無料）

中部圏オープンイノベーションピッチ
（CENTピッチ)

中部圏スタートアップ企業を中心としたピッチ。名古屋大学OICX共催。育成や起業後の仲間集め、資金集め、既存企業と
のマッチング（無料）

GLOW TECH NAGOYA（名古屋市） グローバル展開前提スタートアップ成長支援プログラム。世界で通用するためのシリコンバレー流マインドセットやビジネ
ス戦略を体感、事業に繋げる。



2021年度 プログラム開催報告



目的 プログラム名 開催方式 参加者数

マインド
形成

大人の学びなおし リアル x オンライン 74名
TEENS meetup -未来のスタートアップ- リアル x オンライン 155名
キッズ＆ジュニア リアル 122名
MUSIC in the GARAGE！ リアル 127名

気づき
発見

フューチャーコンパス リアル x オンライン 867名
未来創造プログラム リアル x オンライン 285名

融合
成長 ビヨンド ザ ボーダー リアル x オンライン

19名
3社 9名

共創
実践

アカデミックナイト リアル x (オンライン) 206名

IGES（アイジェス）
ソサイエティ形成 リアル x オンライン

CVC連絡会543名
起業家座談会 136名
ガレージPVコンテスト 57名

CENTピッチ リアル x オンライン 936名
GLOW TECH NAGOYA
(名古屋市プログラム) リアル x オンライン 163名 (GLOW Pitch)

PROGRAM プログラム開催結果

2021年度 プログラム/イベント開催数 287回 延べ参加者数 12,788名



マインド形成 「大人の学びなおし」～リベラルアーツ講座～

PROGRAM プログラム詳細

1クール/年 全10回講座：参加者74名



マインド形成 「TEENS meetup」 ~未来のスタートアップ~

◆ 高校生向け 起業に興味を持ってもらう為のプログラム

PROGRAM プログラム詳細

※名古屋市共催



マインド形成 「Music in the GARAGE!」
PROGRAM プログラム詳細

アートを身近に感じられる音楽コンサート
新しい発想を得て知的創造のきっかけとするためのプログラム



オリジナルボードゲームを作ろう！ワークショップ
◆ 既存のボードゲームを参考にルールを創造し、オリジナルボードゲームを作る。
◆「ものづくり」に大切な創造する力を養う。

【講師】こしかわ ひかる氏
株式会社エドギフト 代表取締役
（名古屋大学 経済学部4年）

【講師】むらまつ みほ氏
株式会社エドギフト 代表取締役
（名古屋大学大学院 工学研究科修士２年）

マインド形成 「キッズ＆ジュニアプログラム」

名古屋大学発教育スタートアップとのコラボレーション

PROGRAM プログラム詳細
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