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CONCEPT コンセプト

産業界主導で
⾏政・⼤学群と連結して活動

⾸都圏・グローバル企業との連結

中部圏スタートアップを育てる
エコシステム

中部圏企業が変容を遂げる
エコシステム

中部圏の
イノベーション・ハブ

MISSION
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尖った⼈間よ集まれ。
ガレージから世界を変えよう。



CONCEPT コンセプト
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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 会⻑
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 委員⻑
イビデン（株）代表取締役会⻑

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 共同委員⻑
⽇本ガイシ(株) 代表取締役会⻑

ほか3名理事会

⼤学
佐宗章弘⽒
名古屋⼤学 副総⻑

⾏政
中⽥英雄⽒
名古屋市 副市⻑

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
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MEMBER NIGを⽀えるメンバー

産業界

藤原啓税
（⼀社）中部圏イノベーション
推進機構 事務局⻑
国⽴⼤学法⼈名古屋⼤学
イノベーション戦略室 特任教授
（株）豊⽥⾃動織機

産業界

⼭下哲央
（⼀社）中部経済連合会
イノベーション推進部⻑
（⼀社）中部圏イノベーション
推進機構 統括マネージャー
イビデン（株）

産業界

⼭本陽平
（⼀社）中部経済連合会
イノベーション推進部 次⻑
（⼀社）中部圏イノベーション
推進機構 コミュニティマネージャー
（株）豊⽥⾃動織機

産業界

美保美恵
（⼀社）中部経済連合会
タスクフォース部・
イノベーション推進部 次⻑
⻄⽇本電信電話（株）

産業界・⼤学
才⽊亮嗣
（⼀社）中部経済連合会
イノベーション推進部 担当課⻑
（⼀社）中部圏イノベーション
推進機構 プログラムマネージャー
名城⼤学

産業界
渡邊有紀⼦
（⼀社）中部経済連合会
総務部・イノベーション推進部主任
（⼀社）中部圏イノベーション
推進機構 フロアアシスタント

産業界
神野 綾
（⼀社）中部圏イノベーション
推進機構 プログラムアシスタント
（株）アイシン

産業界
佐久間真⾐
（⼀社）中部圏イノベーション
推進機構 フロアアシスタント

産業界
梅本誠⼦
（⼀社）中部圏イノベーション
推進機構

産業界・⼤学出⾝のメンバーがハンズオンで企画・運営
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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イベント、約2万⼈が参加（最⼤3万⼈受け⼊れ可能） 7

PROGRAM プログラム



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
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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）

融合成⻑
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）

名古屋市プログラム 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 グローバル展開前提スタートアップ成⻑⽀援プログラム。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。



CONCEPT コンセプト

設⽴ 名古屋市、⼀般社団法⼈中部経済連合会（⼀般社団法⼈中部圏イノベーション推進機構）
フロアを名古屋市、運営を⼀般社団中部圏イノベーション推進機構が実施

住所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク4F

電話番号 052-253-9758

問い合わせ
メールアドレス info@garage-nagoya.or.jp

営業時間
平⽇（⽉~⾦）・祝⽇9:30 - 21:30（⼊場21:00まで）
⼟曜⽇10:00 - 17:00 （⼊場16:30まで）
⽇曜⽇・ガレージの定める⽇は休館

広さ 640㎡

収容⼈数 最⼤220名（Covid-19禍対応時110名）

主な設備 ビジネスWIFI、NTTドコモ５G、Webinar⽤の配信設備、スクリーン3⾯（126インチ）、プロ
ジェクター、壁⾯ディスプレイ、会議室（2室）、電話ブース（1室）
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FLOOR MAP フロアマップ

(※)Covid-19禍の状況に応じて、最⼤⼈数を調整

Collaboration Area-East
⼼地よい空間で、コミュニケーションできる多⽬的エリア

1

Collaboration Area-West
Collaboration Area EastとTiered Seatingエリアを利⽤して
150名(※)規模のイベントが開催できるエリア

2

Tiered Seating
セミナーやプレゼンテーションなどで⼤⼈数が座れ、
必要に応じてワークやミーティングなど多⽬的に利⽤可能

3

Presentation Area
50名(※)規模のイベントが開催できるエリア

4

Reception Area
受付、待ち合わせエリア

5

Meeting Area
ミーティングやワークスペースなど多⽤途に利⽤可能

6

Focus Area
⾳と視線を柔らかく遮り、集中⼒を維持させるブース

7

Open Kitchen
コミュニケーションやリフレッシュできるカフェスペース

8

Meeting Room
ミーティングなどに利⽤可能

9

10

全エリアWi-Fi利⽤可能
NTTドコモ５Gサービスエリアに対応（2020年4⽉〜）



FLOOR MAP フロアマップ

Reception Area
受付、待ち合わせエリア

5

Focus Area
⾳と視線を柔らかく遮り、集中⼒を維持させるブース

7

Collaboration Area-East
⼼地よい空間で、コミュニケーションできる多⽬的エリア

1

Collaboration Area-West
Collaboration Area EastとTiered Seatingエリアを利⽤して
150名(※)規模のイベントが開催できるエリア

2

Meeting Room
ミーティングなどに利⽤可能

9

Tiered Seating
セミナーやプレゼンテーションなどで⼤⼈数が座れ、
必要に応じてワークやミーティングなど多⽬的に利⽤可能

3

Presentation Area
50名(※)規模のイベントが開催できるエリア

4

Meeting Area
ミーティングやワークスペースなど多⽤途に利⽤可能

6

Open Kitchen
コミュニケーションやリフレッシュできるカフェスペース

8

視察ルートA班

11

全エリアWi-Fi利⽤可能
NTTドコモ５Gサービスエリアに対応（2020年4⽉〜） (※)Covid-19禍の状況に応じて、最⼤⼈数を調整



Reception Area
受付、待ち合わせエリア
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FLOOR MAP フロアマップ

Meeting Room
ミーティングなどに利⽤可能

9

Focus Area
⾳と視線を柔らかく遮り、集中⼒を維持させるブース

7

Collaboration Area-East
⼼地よい空間で、コミュニケーションできる多⽬的エリア

1

Collaboration Area-West
Collaboration Area EastとTiered Seatingエリアを利⽤して
150名(※)規模のイベントが開催できるエリア

2

Tiered Seating
セミナーやプレゼンテーションなどで⼤⼈数が座れ、
必要に応じてワークやミーティングなど多⽬的に利⽤可能

3

Presentation Area
50名(※)規模のイベントが開催できるエリア

4

Meeting Area
ミーティングやワークスペースなど多⽤途に利⽤可能

6

Open Kitchen
コミュニケーションやリフレッシュできるカフェスペース

8

視察ルートB班

12

全エリアWi-Fi利⽤可能
NTTドコモ５Gサービスエリアに対応（2020年4⽉〜） (※)Covid-19禍の状況に応じて、最⼤⼈数を調整


