
第４期中部WINについて
（Women’s Initiative for Next-generation）

中部経済産業局
令和４年３月



 グローバル化の進展、市場ニーズの多様化といった社会環境の変化に対応するためには、女性を含
む多様な人材の活躍を通じた競争力強化を図ることが重要。

 中部経済産業局は、平成３０年４月に中部地域の次世代女性リーダー育成講座（通称：中
部WIN)を創設。中部地域企業等の将来の管理職・経営層候補の女性向けに、必要な知見の
習得や人的ネットワークの機会を提供。これまで4期にわたり、１１８名が参加。

 地域・企業・個人の「win-win-win」により、次世代の女性リーダーの活躍を促進し、中部地域に
おけるダイバーシティ形成を目指す。

中部WINについて

【次世代女性リーダーの育成】
 WIL（Ｗomen‘s Initiative for Leadership）

※ 経済産業省（本省・経済社会政策室）にて実施

【中部地域の次世代女性リーダーの育成】
 中部WIN
（Women’s Initiative for Next-generation）

※ 中部経済産業局にて実施

【WIL第2期中部地域からの参加メンバーの声】
「大変有意義だった。地元で参加できるといい。」
「中部地域でネットワークを作り活動展開したい。」
「経産局とのつながりをつくりたい。」

中部の企業が地元で参加できる
女性リーダー育成の場の創設へ
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○第１期：平成27.6～平成28.6
○第２期：平成28.11～平成29.7
○第３期：平成29.10～平成30.6
○第４期：平成30.10～令和元.9
○第５期：令和元.10～令和２.10
〇第６期：令和3.4～令和3.12

○第１期：平成30.4～平成30.10
○第２期：令和元.５～令和元.11
○第３期：令和2.7～令和2.12
〇第４期：令和3.7～令和3.12
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中部WINの活動成果

【第１期】 【第２期】 【第３期】 【第４期】

 これまで第1期～第3期において、企業（組織）から推薦された、管理職・管理職候補の女性93人が参加。（第1期22人、第2期22人
、第3期23人、第4期26人）

 上記参加者に加え、国の機関（東海財務局、東海農政局、中部経済産業局）の女性中堅職員25人の参加を得て、官民交流型で実
施。
（第1期：14人（財務：3人、農政：3人、経産：8人）、第2期：6人（財務：1人、農政：1人、経産：4人）、
第3期：4人（財務：1人、農政：1人、経産：2人）、第4期：１人（財務：１人）

社名 所在地
大和リース株式会社 愛知県
アピ株式会社 岐阜県
井村屋グループ株式会社 三重県

化学工業（医薬品） 万協製薬株式会社 三重県
窯業・土石製品 日本特殊陶業株式会社 愛知県
生産用機器 株式会社光機械製作所 三重県
電気機器 ブラザー工業株式会社 愛知県

株式会社デンソー 愛知県
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 愛知県
三菱自動車工業株式会社 愛知県
エイベックス株式会社 愛知県
東海アヅミテクノ株式会社 三重県
東海光学株式会社 愛知県
菊水化学工業株式会社 愛知県
中部電力株式会社 愛知県
株式会社アルペン 愛知県
マックスバリュ中部株式会社 愛知県
ユニー株式会社 愛知県
東京海上日動火災保険株式会社　 岐阜県
東濃信用金庫 岐阜県
株式会社トーカイ 岐阜県
リゾートトラスト株式会社 愛知県
東海財務局 愛知県
東海農政局 愛知県
中部経済産業局 愛知県

行政

金融・保険業

輸送用機器

電気・ガス業

卸・小売業

サービス業

製造業

その他の製造業

業種
建設業

食料品

社名 所在地
株式会社サンクレール 愛知県
アピ株式会社 岐阜県
わかば農園株式会社 岐阜県

化学工業（医薬品） 万協製薬株式会社 三重県
化学工業 名古屋エアゾール株式会社 愛知県
金属製品 鍋屋バイテック株式会社 岐阜県
電気機器 ブラザー工業株式会社 愛知県

トヨタ自動車株式会社 愛知県
株式会社デンソー 愛知県
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 愛知県
株式会社東海理化 愛知県
トヨタケ工業株式会社 愛知県
小林クリエイト株式会社 愛知県
中島産業株式会社 岐阜県
中部電力株式会社 愛知県
豊田通商株式会社 愛知県
株式会社アルペン 愛知県
株式会社寿屋 愛知県
株式会社八幡ねじ 愛知県
東海東京証券株式会社 岐阜県
株式会社エスケイワード 愛知県
ハリタ金属株式会社 富山県
東海財務局 愛知県
東海農政局 愛知県
中部経済産業局 愛知県

食料品

輸送用機器

その他の製造業

製造業

電気・ガス業

行政

サービス業

金融・保険業

業種

卸・小売業

社名 所在地
太陽化学株式会社 三重県
山忠食品工業株式会社 三重県

化学工業（医薬品） 万協製薬株式会社 三重県

窯業・土石製品 日本特殊陶業株式会社 愛知県
生産用機器 リコーエレメックス株式会社 岐阜県

株式会社LIXIL 愛知県
ブラザー工業株式会社 愛知県
株式会社中藤電機産業 愛知県
トヨタ自動車株式会社 愛知県
ｱｲｼﾝ･ｴｨ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭ株式会社 愛知県
三菱自動車工業株式会社 愛知県
光洋メタルテック株式会社 三重県
中部電力株式会社 愛知県
東邦ガス株式会社 愛知県
株式会社アルペン 愛知県
株式会社ファミリーマート 愛知県
株式会社三菱UFJ銀行 愛知県
東京海上日動火災保険株式会社 愛知県
株式会社エスケイワード 愛知県
EY新日本有限責任監査法人 愛知県
株式会社日建設計 愛知県
株式会社テクノ中部 愛知県
ハリタ金属株式会社 富山県
東海財務局 愛知県
東海農政局 愛知県
中部経済産業局 愛知県

金融・保険業

サービス業

業種

食料品

電気・ガス業

電気機器

卸・小売業

行政

輸送用機器

製造業

社名 所在地
三和興産株式会社 愛知県

食料品 株式会社鵜舞屋 岐阜県
繊維工業 船橋株式会社 愛知県

株式会社日本点眼薬研究所 愛知県

万協製薬株式会社 三重県

プラスチック製品 サン樹脂株式会社 愛知県
生産用機器 株式会社光機械製作所 三重県

電子部品等 キオクシア株式会社 三重県

電気機器 ブラザー工業株式会社 愛知県

株式会社デンソー 愛知県
株式会社アイシン 愛知県
トヨタ車体株式会社 愛知県
小島プレス工業株式会社 愛知県
株式会社東海理化電機製作所 愛知県
株式会社マツバラ 岐阜県
中部電力パワーグリッド株式会社 愛知県
ひまわりネットワーク株式会社 愛知県
大橋運輸株式会社 愛知県
長良通運株式会社 三重県
第一生命保険株式会社　岐阜支社 岐阜県
中日本興業株式会社 愛知県
株式会社リリフル 岐阜県

一般社団法人日本自動車連盟中部本部
愛知支部

愛知県

株式会社中部シイアイシイ研究所 愛知県
NPO法人あいちかすがいっこ 愛知県
ハリタ金属株式会社 富山県
東海財務局 愛知県

運輸業

情報通信業

業種

輸送用機器

電気・ガス業

製造業

建設業

化学工業（医薬品）

金融・保険業

医療・福祉

サービス業

行政

娯楽業


第４期申込者属性

				第４期中部WIN申込者の属性 ダイ キ チュウブ モウシコミシャ ゾクセイ



				業種 ギョウシュ				社名 シャメイ		中小 チュウショウ		所在地 ショザイチ		年齢 ネンレイ		関心テーマ カンシン

				建設業 ケンセツギョウ				三和興産株式会社 サンワ コウサン カブシキ カイシャ		○		愛知県 アイチケン								【官民属性】 カンミン ゾクセイ

		1		製造業 セイゾウギョウ		食料品		株式会社鵜舞屋 カブシキガイシャ ウ マイ ヤ		○		岐阜県 ギフケン		38		イノベーション
国際関係
環境・エネルギー コクサイ カンケイ カンキョウ				民間 ミンカン		26

		12				繊維工業 センイ コウギョウ		船橋株式会社 フナハシ カブシキガイシャ		○		愛知県 アイチケン		31		人材、教育
健康、医療
イノベーション ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ				行政 ギョウセイ		1

						化学工業（医薬品）		株式会社日本点眼薬研究所 カブシキガイシャ ニホン テンガンヤク ケンキュウショ		〇		愛知県 アイチケン								合計 ゴウケイ		27

								万協製薬株式会社		〇		三重県 ミエケン

						プラスチック製品 セイヒン		サン樹脂株式会社 ジュシ カブシキガイシャ		○		愛知県 アイチケン								【企業規模別属性】 キギョウ キボベツ ゾクセイ

						生産用機器 キキ		株式会社光機械製作所 カブシキ カイシャ ヒカリ キカイ セイサクショ		○		三重県 ミエケン								大企業 ダイキギョウ		11

		6				電子部品等 デンシ ブヒン トウ		キオクシア株式会社 カブシキガイシャ				三重県 ミエケン		46		国際関係
イノベーション
地方創生 コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				中小企業 チュウショウ キギョウ		15

						電気機器 キキ		ブラザー工業株式会社				愛知県								合計 ゴウケイ		26

		4				輸送用機器 ユソウヨウ キキ		株式会社デンソー カブシキガイシャ				愛知県 アイチケン		38		健康、医療
国際関係
地方創生 ケンコウ イリョウ コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				　

		15						株式会社アイシン カブシキガイシャ				愛知県		30		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ				【企業地域別属性】 キギョウ チイキ ベツ ゾクセイ

		10						トヨタ車体株式会社				愛知県 アイチケン		41		国際関係
イノベーション
人材、教育 コクサイ カンケイ ジンザイ キョウイク				※勤務地ベース キンムチ

		21						小島プレス工業株式会社 コジマ コウギョウ カブシキ カイシャ				愛知県 アイチケン		48		人材、教育
防災、インフラ
イノベーション ジンザイ キョウイク ボウサイ				愛知県 アイチケン		17

		3						株式会社東海理化電機製作所 カブシキ カイシャ トウカイ リカ デンキ セイサクショ				愛知県 アイチケン		50		国際関係
健康、医療
人材、教育 ケンコウ イリョウ ジンザイ キョウイク				岐阜県 ギフケン		4

		18						株式会社マツバラ カブシキガイシャ		○		岐阜県 ギフケン		41		人材、教育
健康、医療
防災、インフラ ボウサイ				三重県 ミエケン		4

				電気・ガス業 デンキ ギョウ				中部電力パワーグリッド株式会社				愛知県 アイチケン								富山県 トヤマケン		1

				情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ				ひまわりネットワーク株式会社 カブシキガイシャ		○		愛知県								合計 ゴウケイ		26

				運輸業 ウンユギョウ				大橋運輸株式会社		〇		愛知県 アイチケン

		16						長良通運株式会社		○		三重県 ミエケン		34		人材、教育
健康、医療
防災、インフラ ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ ボウサイ

		2		金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ				第一生命保険株式会社　岐阜支社 ダイイチ セイメイ ホケン カブシキガイシャ ギフ シシャ				岐阜県 ギフケン		44		人材、教育
健康、医療
イノベーション ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ

				娯楽業 ゴラクギョウ				中日本興業株式会社 ナカニホン コウギョウ カブシキガイシャ				愛知県 アイチケン

		22		医療・福祉 イリョウ フクシ				株式会社リリフル カブシキガイシャ		○		岐阜県 ギフケン		45		人材、教育
健康、医療
環境・エネルギー ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ カンキョウ

				サービス業				一般社団法人日本自動車連盟中部本部愛知支部 イッパン シャダンホウジン ニホン ジドウシャ レンメイ チュウブ ホンブ アイチ シブ				愛知県 アイチケン

								株式会社中部シイアイシイ研究所 カブシキ カイシャ チュウブ ケンキュウジョ		○		愛知県 アイチケン		44		地方創生
防災、インフラ
健康、医療 チホウ ソウセイ ボウサイ ケンコウ イリョウ

								NPO法人あいちかすがいっこ ホウジン		○		愛知県		50		人材、教育
地方創生
防災、インフラ ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ ボウサイ

								ハリタ金属株式会社		○		富山県 トヤマケン

				行政 ギョウセイ				東海財務局 トウカイ ザイムキョク				愛知県		40

														40





















































































































































































































































※勤務地ベース	愛知県	岐阜県	三重県	17	4	4	



グループ分けセット版（行政入り・配布用）

				第３期中部WIN参加者の属性 ダイ キ チュウブ サンカシャ ゾクセイ



				業種 ギョウシュ				社名 シャメイ		所在地 ショザイチ		年齢 ネンレイ		関心テーマ カンシン

		1		製造業 セイゾウギョウ		食料品 ショクリョウヒン		太陽化学株式会社		三重県 ミエケン		38		イノベーション
国際関係
環境・エネルギー コクサイ カンケイ カンキョウ				【官民属性】 カンミン ゾクセイ

		20						山忠食品工業株式会社		三重県 ミエケン		37		国際関係
健康、医療
地方創生 コクサイ カンケイ ケンコウ イリョウ チホウ ソウセイ				民間 ミンカン		23

						化学工業（医薬品） イヤクヒン		万協製薬株式会社		三重県 ミエケン								行政 ギョウセイ		4

		17				窯業・土石製品		日本特殊陶業株式会社		愛知県		36		人材、教育
健康、医療
国際関係 ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ コクサイカンケイ				合計 ゴウケイ		27

						生産用機器 セイサンヨウ キキ		リコーエレメックス株式会社		岐阜県 ギフケン

		12				電気機器 デンキ キキ		株式会社LIXIL		愛知県 アイチケン		31		人材、教育
健康、医療
イノベーション ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ				【企業規模別属性】 キギョウ キボベツ ゾクセイ

		8						ブラザー工業株式会社		愛知県		42		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ				大企業 ダイキギョウ		18

		6						株式会社中藤電機産業		愛知県		46		国際関係
イノベーション
地方創生 コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				中小企業 チュウショウ キギョウ		5

		4				輸送用機器 ユソウヨウ キキ		トヨタ自動車株式会社		愛知県		38		健康、医療
国際関係
地方創生 ケンコウ イリョウ コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				合計 ゴウケイ		23

		15						ｱｲｼﾝ･ｴｨ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭ株式会社		愛知県 アイチケン		30		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ

		10						三菱自動車工業株式会社		愛知県 アイチケン		41		国際関係
イノベーション
人材、教育 コクサイ カンケイ ジンザイ キョウイク				【企業地域別属性】 キギョウ チイキ ベツ ゾクセイ

		21						光洋メタルテック株式会社		三重県 ミエケン		48		人材、教育
防災、インフラ
イノベーション ジンザイ キョウイク ボウサイ				※勤務地ベース キンムチ

				電気・ガス業 デンキ ギョウ				中部電力株式会社		愛知県 アイチケン								愛知県 アイチケン		16

								東邦ガス株式会社		愛知県								三重県 ミエケン		4

				卸・小売業 オロシ コウリギョウ				株式会社アルペン		愛知県 アイチケン								富山県 トヤマケン		1

								株式会社ファミリーマート		愛知県 アイチケン								合計 ゴウケイ		21

				金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ				株式会社三菱UFJ銀行		愛知県 アイチケン

		5						東京海上日動火災保険株式会社		愛知県 アイチケン		44		地方創生
健康、医療
イノベーション チホウ ソウセイ ケンコウ イリョウ

		7		サービス業 ギョウ				株式会社エスケイワード		愛知県		36		人材、教育
イノベーション
健康、医療 ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ

		11						EY新日本有限責任監査法人		愛知県		33		国際関係
イノベーション
地方創生 チホウ ソウセイ

								株式会社日建設計		愛知県		44		地方創生
防災、インフラ
健康、医療 チホウ ソウセイ ボウサイ ケンコウ イリョウ

								株式会社テクノ中部		愛知県

								ハリタ金属株式会社		富山県 トヤマケン		50		人材、教育
地方創生
防災、インフラ ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ ボウサイ

				行政 ギョウセイ				東海財務局 トウカイ ザイムキョク		愛知県		40

								東海農政局 トウカイ ノウセイキョク		愛知県		47

								中部経済産業局 チュウブ ケイザイ サンギョウキョク		愛知県 アイチケン



												40

				第２期中部WIN参加者の属性 ダイ キ チュウブ サンカシャ ゾクセイ



				業種 ギョウシュ				社名 シャメイ		所在地 ショザイチ

		1		製造業 セイゾウギョウ		食料品		株式会社サンクレール		愛知県 アイチケン		38		イノベーション
国際関係
環境・エネルギー コクサイ カンケイ カンキョウ				【官民属性】 カンミン ゾクセイ

								アピ株式会社 カブシキガイシャ		岐阜県								民間 ミンカン		22

		20						わかば農園株式会社		岐阜県 ギフケン		37		国際関係
健康、医療
地方創生 コクサイ カンケイ ケンコウ イリョウ チホウ ソウセイ				行政 ギョウセイ		6

						化学工業（医薬品） イヤクヒン		万協製薬株式会社 マン キョウ セイヤク カブシキガイシャ		三重県 ミエケン								合計 ゴウケイ		28

						化学工業		名古屋エアゾール株式会社 ナゴヤ カブシキ カイシャ		愛知県

		19				金属製品 キンゾク セイヒン		鍋屋バイテック株式会社		岐阜県 ギフケン		28		人材、教育
地方創生
健康、医療 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ ケンコウ イリョウ				【企業規模別属性】 キギョウ キボベツ ゾクセイ

						電気機器 キキ		ブラザー工業株式会社		愛知県								大企業 ダイキギョウ		10

		12				輸送用機器 キキ		トヨタ自動車株式会社		愛知県		31		人材、教育
健康、医療
イノベーション ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ				中小企業 チュウショウ キギョウ		12

		8						株式会社デンソー		愛知県		42		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ				合計 ゴウケイ		22

		6						アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 カブシキガイシャ		愛知県		46		国際関係
イノベーション
地方創生 コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ

		4						株式会社東海理化		愛知県		38		健康、医療
国際関係
地方創生 ケンコウ イリョウ コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				【企業地域別属性】 キギョウ チイキ ベツ ゾクセイ

		15						トヨタケ工業株式会社		愛知県		30		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ				※勤務地ベース キンムチ

		21				その他の製造業 タ セイゾウギョウ		小林クリエイト株式会社		愛知県		48		人材、教育
防災、インフラ
イノベーション ジンザイ キョウイク ボウサイ				愛知県 アイチケン		15

		3						中島産業株式会社		岐阜県		50		国際関係
健康、医療
人材、教育 ケンコウ イリョウ ジンザイ キョウイク				岐阜県 ギフケン		5

		18		電気・ガス業 デンキ ギョウ				中部電力株式会社		愛知県		41		人材、教育
健康、医療
防災、インフラ ボウサイ				三重県 ミエケン		1

		14		卸・小売業 オロシ コウリギョウ バイ ギョウ				豊田通商株式会社		愛知県		35		人材、教育
イノベーション
国際関係
その他（ダイバーシティ&インクルージョン、SDGs） ジンザイ キョウイク コクサイ カンケイ タ				富山県 トヤマケン		1

		9						株式会社アルペン		愛知県		33		人材、教育
国際関係
イノベーション ジンザイ キョウイク コクサイ カンケイ				合計 ゴウケイ		22

		16						株式会社寿屋		愛知県 アイチケン		34		人材、教育
健康、医療
防災、インフラ ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ ボウサイ

		7						株式会社八幡ねじ		愛知県		36		人材、教育
イノベーション
健康、医療 ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ

				金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ				東海東京証券株式会社		岐阜県 ギフケン

				サービス業 ギョウ				株式会社エスケイワード		愛知県 アイチケン

								ハリタ金属株式会社		富山県

		22		行政 ギョウセイ				東海財務局 トウカイ ザイムキョク		愛知県		45		人材、教育
健康、医療
環境・エネルギー ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ カンキョウ

								東海農政局 トウカイノウセイキョク		愛知県 アイチケン		44		地方創生
防災、インフラ
健康、医療 チホウ ソウセイ ボウサイ ケンコウ イリョウ

								中部経済産業局 チュウブケイザイサンギョウキョク		愛知県		50		人材、教育
地方創生
防災、インフラ ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ ボウサイ

												40

				第１期中部WIN参加者の属性 ダイ キ チュウブ サンカシャ ゾクセイ



				業種 ギョウシュ				社名 シャメイ		所在地 ショザイチ

				建設業 ケンセツギョウ				大和リース株式会社 ダイワ カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン		年齢 ネンレイ		関心テーマ カンシン				【官民属性】 カンミン ゾクセイ

				製造業 セイゾウギョウ		食料品 ショクリョウヒン		アピ株式会社 カブシキガイシャ		岐阜県 ギフケン								民間 ミンカン		22

								井村屋グループ株式会社 イムラ ヤ カブ シキ ガイシャ		三重県 ミエケン								行政 ギョウセイ		14

						化学工業（医薬品） イヤクヒン		万協製薬株式会社		三重県								合計 ゴウケイ		36

						窯業・土石製品 ヨウギョウ ドセキ セイヒン		日本特殊陶業株式会社 ニホン トクシュ トウギョウ カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン

						生産用機器 セイサンヨウ キキ		株式会社光機械製作所		三重県 ミエケン								【企業規模別属性】 キギョウ キボベツ ゾクセイ

						電気機器 デンキ キキ		ブラザー工業株式会社 コウギョウ カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン								大企業 ダイキギョウ		16

						輸送用機器 ユソウヨウ キキ		株式会社デンソー		愛知県 アイチケン								中小企業 チュウショウ キギョウ		6

								アイシン・エィ・ダブリュ株式会社		愛知県 アイチケン								合計 ゴウケイ		22

								三菱自動車工業株式会社		愛知県 アイチケン

								エイベックス株式会社		愛知県 アイチケン								【企業地域別属性】 キギョウ チイキ ベツ ゾクセイ

						その他の製造業 タ セイゾウギョウ		東海アヅミテクノ株式会社		三重県								※勤務地ベース キンムチ

								東海光学株式会社		愛知県								愛知県 アイチケン		14

								菊水化学工業株式会社		愛知県								岐阜県 ギフケン		4

				電気・ガス業 デンキ ギョウ				中部電力株式会社 チュウブ デンリョク カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン								三重県 ミエケン		4

				卸・小売業 オロシ コウリギョウ				株式会社アルペン カブ		愛知県 アイチケン								合計 ゴウケイ		22

								マックスバリュ中部株式会社		愛知県 アイチケン

								ユニー株式会社 カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン

				金融・保険業				東京海上日動火災保険株式会社　		岐阜県 ギフケン

								東濃信用金庫 トウノウ シンヨウ キンコ		岐阜県 ギフケン

				サービス業 ギョウ				株式会社トーカイ カブシキガイシャ		岐阜県 ギフケン

								リゾートトラスト株式会社 カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン

				行政 ギョウセイ				東海財務局 トウカイ ザイムキョク		愛知県 アイチケン

								東海農政局 トウカイ ノウセイキョク		愛知県 アイチケン

								中部経済産業局 チュウブケイザイサンギョウキョク		愛知県 アイチケン









































































































































































愛知県	三重県	富山県	16	4	1	




第４期申込者属性

				第４期中部WIN申込者の属性 ダイ キ チュウブ モウシコミシャ ゾクセイ



				業種 ギョウシュ				社名 シャメイ		中小 チュウショウ		所在地 ショザイチ		年齢 ネンレイ		関心テーマ カンシン

				建設業 ケンセツギョウ				三和興産株式会社 サンワ コウサン カブシキ カイシャ		○		愛知県 アイチケン								【官民属性】 カンミン ゾクセイ

		1		製造業 セイゾウギョウ		食料品		株式会社鵜舞屋 カブシキガイシャ ウ マイ ヤ		○		岐阜県 ギフケン		38		イノベーション
国際関係
環境・エネルギー コクサイ カンケイ カンキョウ				民間 ミンカン		26

		12				繊維工業 センイ コウギョウ		船橋株式会社 フナハシ カブシキガイシャ		○		愛知県 アイチケン		31		人材、教育
健康、医療
イノベーション ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ				行政 ギョウセイ		1

						化学工業（医薬品）		株式会社日本点眼薬研究所 カブシキガイシャ ニホン テンガンヤク ケンキュウショ		〇		愛知県 アイチケン								合計 ゴウケイ		27

								万協製薬株式会社		〇		三重県 ミエケン

						プラスチック製品 セイヒン		サン樹脂株式会社 ジュシ カブシキガイシャ		○		愛知県 アイチケン								【企業規模別属性】 キギョウ キボベツ ゾクセイ

						生産用機器 キキ		株式会社光機械製作所 カブシキ カイシャ ヒカリ キカイ セイサクショ		○		三重県 ミエケン								大企業 ダイキギョウ		11

		6				電子部品等 デンシ ブヒン トウ		キオクシア株式会社 カブシキガイシャ				三重県 ミエケン		46		国際関係
イノベーション
地方創生 コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				中小企業 チュウショウ キギョウ		15

						電気機器 キキ		ブラザー工業株式会社				愛知県								合計 ゴウケイ		26

		4				輸送用機器 ユソウヨウ キキ		株式会社デンソー カブシキガイシャ				愛知県 アイチケン		38		健康、医療
国際関係
地方創生 ケンコウ イリョウ コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				　

		15						株式会社アイシン カブシキガイシャ				愛知県		30		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ				【企業地域別属性】 キギョウ チイキ ベツ ゾクセイ

		10						トヨタ車体株式会社				愛知県 アイチケン		41		国際関係
イノベーション
人材、教育 コクサイ カンケイ ジンザイ キョウイク				※勤務地ベース キンムチ

		21						小島プレス工業株式会社 コジマ コウギョウ カブシキ カイシャ				愛知県 アイチケン		48		人材、教育
防災、インフラ
イノベーション ジンザイ キョウイク ボウサイ				愛知県 アイチケン		17

		3						株式会社東海理化電機製作所 カブシキ カイシャ トウカイ リカ デンキ セイサクショ				愛知県 アイチケン		50		国際関係
健康、医療
人材、教育 ケンコウ イリョウ ジンザイ キョウイク				岐阜県 ギフケン		4

		18						株式会社マツバラ カブシキガイシャ		○		岐阜県 ギフケン		41		人材、教育
健康、医療
防災、インフラ ボウサイ				三重県 ミエケン		4

				電気・ガス業 デンキ ギョウ				中部電力パワーグリッド株式会社				愛知県 アイチケン								富山県 トヤマケン		1

				情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ				ひまわりネットワーク株式会社 カブシキガイシャ		○		愛知県								合計 ゴウケイ		26

				運輸業 ウンユギョウ				大橋運輸株式会社		〇		愛知県 アイチケン

		16						長良通運株式会社		○		三重県 ミエケン		34		人材、教育
健康、医療
防災、インフラ ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ ボウサイ

		2		金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ				第一生命保険株式会社　岐阜支社 ダイイチ セイメイ ホケン カブシキガイシャ ギフ シシャ				岐阜県 ギフケン		44		人材、教育
健康、医療
イノベーション ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ

				娯楽業 ゴラクギョウ				中日本興業株式会社 ナカニホン コウギョウ カブシキガイシャ				愛知県 アイチケン

		22		医療・福祉 イリョウ フクシ				株式会社リリフル カブシキガイシャ		○		岐阜県 ギフケン		45		人材、教育
健康、医療
環境・エネルギー ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ カンキョウ

				サービス業				一般社団法人日本自動車連盟中部本部愛知支部 イッパン シャダンホウジン ニホン ジドウシャ レンメイ チュウブ ホンブ アイチ シブ				愛知県 アイチケン

								株式会社中部シイアイシイ研究所 カブシキ カイシャ チュウブ ケンキュウジョ		○		愛知県 アイチケン		44		地方創生
防災、インフラ
健康、医療 チホウ ソウセイ ボウサイ ケンコウ イリョウ

								NPO法人あいちかすがいっこ ホウジン		○		愛知県		50		人材、教育
地方創生
防災、インフラ ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ ボウサイ

								ハリタ金属株式会社		○		富山県 トヤマケン

				行政 ギョウセイ				東海財務局 トウカイ ザイムキョク				愛知県		40
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※勤務地ベース	愛知県	岐阜県	三重県	17	4	4	



グループ分けセット版（行政入り・配布用）

				第３期中部WIN参加者の属性 ダイ キ チュウブ サンカシャ ゾクセイ



				業種 ギョウシュ				社名 シャメイ		所在地 ショザイチ		年齢 ネンレイ		関心テーマ カンシン

		1		製造業 セイゾウギョウ		食料品 ショクリョウヒン		太陽化学株式会社		三重県 ミエケン		38		イノベーション
国際関係
環境・エネルギー コクサイ カンケイ カンキョウ				【官民属性】 カンミン ゾクセイ

		20						山忠食品工業株式会社		三重県 ミエケン		37		国際関係
健康、医療
地方創生 コクサイ カンケイ ケンコウ イリョウ チホウ ソウセイ				民間 ミンカン		23

						化学工業（医薬品） イヤクヒン		万協製薬株式会社		三重県 ミエケン								行政 ギョウセイ		4

		17				窯業・土石製品		日本特殊陶業株式会社		愛知県		36		人材、教育
健康、医療
国際関係 ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ コクサイカンケイ				合計 ゴウケイ		27

						生産用機器 セイサンヨウ キキ		リコーエレメックス株式会社		岐阜県 ギフケン

		12				電気機器 デンキ キキ		株式会社LIXIL		愛知県 アイチケン		31		人材、教育
健康、医療
イノベーション ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ				【企業規模別属性】 キギョウ キボベツ ゾクセイ

		8						ブラザー工業株式会社		愛知県		42		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ				大企業 ダイキギョウ		18

		6						株式会社中藤電機産業		愛知県		46		国際関係
イノベーション
地方創生 コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				中小企業 チュウショウ キギョウ		5

		4				輸送用機器 ユソウヨウ キキ		トヨタ自動車株式会社		愛知県		38		健康、医療
国際関係
地方創生 ケンコウ イリョウ コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				合計 ゴウケイ		23

		15						ｱｲｼﾝ･ｴｨ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭ株式会社		愛知県 アイチケン		30		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ

		10						三菱自動車工業株式会社		愛知県 アイチケン		41		国際関係
イノベーション
人材、教育 コクサイ カンケイ ジンザイ キョウイク				【企業地域別属性】 キギョウ チイキ ベツ ゾクセイ

		21						光洋メタルテック株式会社		三重県 ミエケン		48		人材、教育
防災、インフラ
イノベーション ジンザイ キョウイク ボウサイ				※勤務地ベース キンムチ

				電気・ガス業 デンキ ギョウ				中部電力株式会社		愛知県 アイチケン								愛知県 アイチケン		16

								東邦ガス株式会社		愛知県								三重県 ミエケン		4

				卸・小売業 オロシ コウリギョウ				株式会社アルペン		愛知県 アイチケン								富山県 トヤマケン		1

								株式会社ファミリーマート		愛知県 アイチケン								合計 ゴウケイ		21

				金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ				株式会社三菱UFJ銀行		愛知県 アイチケン

		5						東京海上日動火災保険株式会社		愛知県 アイチケン		44		地方創生
健康、医療
イノベーション チホウ ソウセイ ケンコウ イリョウ

		7		サービス業 ギョウ				株式会社エスケイワード		愛知県		36		人材、教育
イノベーション
健康、医療 ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ

		11						EY新日本有限責任監査法人		愛知県		33		国際関係
イノベーション
地方創生 チホウ ソウセイ

								株式会社日建設計		愛知県		44		地方創生
防災、インフラ
健康、医療 チホウ ソウセイ ボウサイ ケンコウ イリョウ

								株式会社テクノ中部		愛知県

								ハリタ金属株式会社		富山県 トヤマケン		50		人材、教育
地方創生
防災、インフラ ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ ボウサイ

				行政 ギョウセイ				東海財務局 トウカイ ザイムキョク		愛知県		40

								東海農政局 トウカイ ノウセイキョク		愛知県		47

								中部経済産業局 チュウブ ケイザイ サンギョウキョク		愛知県 アイチケン



												40

				第２期中部WIN参加者の属性 ダイ キ チュウブ サンカシャ ゾクセイ



				業種 ギョウシュ				社名 シャメイ		所在地 ショザイチ

		1		製造業 セイゾウギョウ		食料品		株式会社サンクレール		愛知県 アイチケン		38		イノベーション
国際関係
環境・エネルギー コクサイ カンケイ カンキョウ				【官民属性】 カンミン ゾクセイ

								アピ株式会社 カブシキガイシャ		岐阜県								民間 ミンカン		22

		20						わかば農園株式会社		岐阜県 ギフケン		37		国際関係
健康、医療
地方創生 コクサイ カンケイ ケンコウ イリョウ チホウ ソウセイ				行政 ギョウセイ		6

						化学工業（医薬品） イヤクヒン		万協製薬株式会社 マン キョウ セイヤク カブシキガイシャ		三重県 ミエケン								合計 ゴウケイ		28

						化学工業		名古屋エアゾール株式会社 ナゴヤ カブシキ カイシャ		愛知県

		19				金属製品 キンゾク セイヒン		鍋屋バイテック株式会社		岐阜県 ギフケン		28		人材、教育
地方創生
健康、医療 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ ケンコウ イリョウ				【企業規模別属性】 キギョウ キボベツ ゾクセイ

						電気機器 キキ		ブラザー工業株式会社		愛知県								大企業 ダイキギョウ		10

		12				輸送用機器 キキ		トヨタ自動車株式会社		愛知県		31		人材、教育
健康、医療
イノベーション ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ				中小企業 チュウショウ キギョウ		12

		8						株式会社デンソー		愛知県		42		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ				合計 ゴウケイ		22

		6						アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 カブシキガイシャ		愛知県		46		国際関係
イノベーション
地方創生 コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ

		4						株式会社東海理化		愛知県		38		健康、医療
国際関係
地方創生 ケンコウ イリョウ コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				【企業地域別属性】 キギョウ チイキ ベツ ゾクセイ

		15						トヨタケ工業株式会社		愛知県		30		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ				※勤務地ベース キンムチ

		21				その他の製造業 タ セイゾウギョウ		小林クリエイト株式会社		愛知県		48		人材、教育
防災、インフラ
イノベーション ジンザイ キョウイク ボウサイ				愛知県 アイチケン		15

		3						中島産業株式会社		岐阜県		50		国際関係
健康、医療
人材、教育 ケンコウ イリョウ ジンザイ キョウイク				岐阜県 ギフケン		5

		18		電気・ガス業 デンキ ギョウ				中部電力株式会社		愛知県		41		人材、教育
健康、医療
防災、インフラ ボウサイ				三重県 ミエケン		1

		14		卸・小売業 オロシ コウリギョウ バイ ギョウ				豊田通商株式会社		愛知県		35		人材、教育
イノベーション
国際関係
その他（ダイバーシティ&インクルージョン、SDGs） ジンザイ キョウイク コクサイ カンケイ タ				富山県 トヤマケン		1

		9						株式会社アルペン		愛知県		33		人材、教育
国際関係
イノベーション ジンザイ キョウイク コクサイ カンケイ				合計 ゴウケイ		22

		16						株式会社寿屋		愛知県 アイチケン		34		人材、教育
健康、医療
防災、インフラ ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ ボウサイ

		7						株式会社八幡ねじ		愛知県		36		人材、教育
イノベーション
健康、医療 ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ

				金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ				東海東京証券株式会社		岐阜県 ギフケン

				サービス業 ギョウ				株式会社エスケイワード		愛知県 アイチケン

								ハリタ金属株式会社		富山県

		22		行政 ギョウセイ				東海財務局 トウカイ ザイムキョク		愛知県		45		人材、教育
健康、医療
環境・エネルギー ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ カンキョウ

								東海農政局 トウカイノウセイキョク		愛知県 アイチケン		44		地方創生
防災、インフラ
健康、医療 チホウ ソウセイ ボウサイ ケンコウ イリョウ

								中部経済産業局 チュウブケイザイサンギョウキョク		愛知県		50		人材、教育
地方創生
防災、インフラ ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ ボウサイ

												40

				第１期中部WIN参加者の属性 ダイ キ チュウブ サンカシャ ゾクセイ



				業種 ギョウシュ				社名 シャメイ		所在地 ショザイチ

				建設業 ケンセツギョウ				大和リース株式会社 ダイワ カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン		年齢 ネンレイ		関心テーマ カンシン				【官民属性】 カンミン ゾクセイ

				製造業 セイゾウギョウ		食料品 ショクリョウヒン		アピ株式会社 カブシキガイシャ		岐阜県 ギフケン								民間 ミンカン		22

								井村屋グループ株式会社 イムラ ヤ カブ シキ ガイシャ		三重県 ミエケン								行政 ギョウセイ		14

						化学工業（医薬品） イヤクヒン		万協製薬株式会社		三重県								合計 ゴウケイ		36

						窯業・土石製品 ヨウギョウ ドセキ セイヒン		日本特殊陶業株式会社 ニホン トクシュ トウギョウ カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン

						生産用機器 セイサンヨウ キキ		株式会社光機械製作所		三重県 ミエケン								【企業規模別属性】 キギョウ キボベツ ゾクセイ

						電気機器 デンキ キキ		ブラザー工業株式会社 コウギョウ カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン								大企業 ダイキギョウ		16

						輸送用機器 ユソウヨウ キキ		株式会社デンソー		愛知県 アイチケン								中小企業 チュウショウ キギョウ		6

								アイシン・エィ・ダブリュ株式会社		愛知県 アイチケン								合計 ゴウケイ		22

								三菱自動車工業株式会社		愛知県 アイチケン

								エイベックス株式会社		愛知県 アイチケン								【企業地域別属性】 キギョウ チイキ ベツ ゾクセイ

						その他の製造業 タ セイゾウギョウ		東海アヅミテクノ株式会社		三重県								※勤務地ベース キンムチ

								東海光学株式会社		愛知県								愛知県 アイチケン		14

								菊水化学工業株式会社		愛知県								岐阜県 ギフケン		4

				電気・ガス業 デンキ ギョウ				中部電力株式会社 チュウブ デンリョク カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン								三重県 ミエケン		4

				卸・小売業 オロシ コウリギョウ				株式会社アルペン カブ		愛知県 アイチケン								合計 ゴウケイ		22

								マックスバリュ中部株式会社		愛知県 アイチケン

								ユニー株式会社 カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン

				金融・保険業				東京海上日動火災保険株式会社　		岐阜県 ギフケン

								東濃信用金庫 トウノウ シンヨウ キンコ		岐阜県 ギフケン

				サービス業 ギョウ				株式会社トーカイ カブシキガイシャ		岐阜県 ギフケン

								リゾートトラスト株式会社 カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン

				行政 ギョウセイ				東海財務局 トウカイ ザイムキョク		愛知県 アイチケン

								東海農政局 トウカイ ノウセイキョク		愛知県 アイチケン

								中部経済産業局 チュウブケイザイサンギョウキョク		愛知県 アイチケン









































































































































































愛知県	三重県	富山県	16	4	1	




第４期申込者属性

				第４期中部WIN申込者の属性 ダイ キ チュウブ モウシコミシャ ゾクセイ



				業種 ギョウシュ				社名 シャメイ		中小 チュウショウ		所在地 ショザイチ		年齢 ネンレイ		関心テーマ カンシン

				建設業 ケンセツギョウ				三和興産株式会社 サンワ コウサン カブシキ カイシャ		○		愛知県 アイチケン								【官民属性】 カンミン ゾクセイ

		1		製造業 セイゾウギョウ		食料品		株式会社鵜舞屋 カブシキガイシャ ウ マイ ヤ		○		岐阜県 ギフケン		38		イノベーション
国際関係
環境・エネルギー コクサイ カンケイ カンキョウ				民間 ミンカン		26

		12				繊維工業 センイ コウギョウ		船橋株式会社 フナハシ カブシキガイシャ		○		愛知県 アイチケン		31		人材、教育
健康、医療
イノベーション ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ				行政 ギョウセイ		1

						化学工業（医薬品）		株式会社日本点眼薬研究所 カブシキガイシャ ニホン テンガンヤク ケンキュウショ		〇		愛知県 アイチケン								合計 ゴウケイ		27

								万協製薬株式会社		〇		三重県 ミエケン

						プラスチック製品 セイヒン		サン樹脂株式会社 ジュシ カブシキガイシャ		○		愛知県 アイチケン								【企業規模別属性】 キギョウ キボベツ ゾクセイ

						生産用機器 キキ		株式会社光機械製作所 カブシキ カイシャ ヒカリ キカイ セイサクショ		○		三重県 ミエケン								大企業 ダイキギョウ		11

		6				電子部品等 デンシ ブヒン トウ		キオクシア株式会社 カブシキガイシャ				三重県 ミエケン		46		国際関係
イノベーション
地方創生 コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				中小企業 チュウショウ キギョウ		15

						電気機器 キキ		ブラザー工業株式会社				愛知県								合計 ゴウケイ		26

		4				輸送用機器 ユソウヨウ キキ		株式会社デンソー カブシキガイシャ				愛知県 アイチケン		38		健康、医療
国際関係
地方創生 ケンコウ イリョウ コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				　

		15						株式会社アイシン カブシキガイシャ				愛知県		30		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ				【企業地域別属性】 キギョウ チイキ ベツ ゾクセイ

		10						トヨタ車体株式会社				愛知県 アイチケン		41		国際関係
イノベーション
人材、教育 コクサイ カンケイ ジンザイ キョウイク				※勤務地ベース キンムチ

		21						小島プレス工業株式会社 コジマ コウギョウ カブシキ カイシャ				愛知県 アイチケン		48		人材、教育
防災、インフラ
イノベーション ジンザイ キョウイク ボウサイ				愛知県 アイチケン		17

		3						株式会社東海理化電機製作所 カブシキ カイシャ トウカイ リカ デンキ セイサクショ				愛知県 アイチケン		50		国際関係
健康、医療
人材、教育 ケンコウ イリョウ ジンザイ キョウイク				岐阜県 ギフケン		4

		18						株式会社マツバラ カブシキガイシャ		○		岐阜県 ギフケン		41		人材、教育
健康、医療
防災、インフラ ボウサイ				三重県 ミエケン		4

				電気・ガス業 デンキ ギョウ				中部電力パワーグリッド株式会社				愛知県 アイチケン								富山県 トヤマケン		1

				情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ				ひまわりネットワーク株式会社 カブシキガイシャ		○		愛知県								合計 ゴウケイ		26

				運輸業 ウンユギョウ				大橋運輸株式会社		〇		愛知県 アイチケン

		16						長良通運株式会社		○		三重県 ミエケン		34		人材、教育
健康、医療
防災、インフラ ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ ボウサイ

		2		金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ				第一生命保険株式会社　岐阜支社 ダイイチ セイメイ ホケン カブシキガイシャ ギフ シシャ				岐阜県 ギフケン		44		人材、教育
健康、医療
イノベーション ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ

				娯楽業 ゴラクギョウ				中日本興業株式会社 ナカニホン コウギョウ カブシキガイシャ				愛知県 アイチケン

		22		医療・福祉 イリョウ フクシ				株式会社リリフル カブシキガイシャ		○		岐阜県 ギフケン		45		人材、教育
健康、医療
環境・エネルギー ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ カンキョウ

				サービス業				一般社団法人日本自動車連盟中部本部愛知支部 イッパン シャダンホウジン ニホン ジドウシャ レンメイ チュウブ ホンブ アイチ シブ				愛知県 アイチケン

								株式会社中部シイアイシイ研究所 カブシキ カイシャ チュウブ ケンキュウジョ		○		愛知県 アイチケン		44		地方創生
防災、インフラ
健康、医療 チホウ ソウセイ ボウサイ ケンコウ イリョウ

								NPO法人あいちかすがいっこ ホウジン		○		愛知県		50		人材、教育
地方創生
防災、インフラ ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ ボウサイ

								ハリタ金属株式会社		○		富山県 トヤマケン

				行政 ギョウセイ				東海財務局 トウカイ ザイムキョク				愛知県		40

														40





















































































































































































































































※勤務地ベース	愛知県	岐阜県	三重県	17	4	4	



グループ分けセット版（行政入り・配布用）

				第３期中部WIN参加者の属性 ダイ キ チュウブ サンカシャ ゾクセイ



				業種 ギョウシュ				社名 シャメイ		所在地 ショザイチ		年齢 ネンレイ		関心テーマ カンシン

		1		製造業 セイゾウギョウ		食料品 ショクリョウヒン		太陽化学株式会社		三重県 ミエケン		38		イノベーション
国際関係
環境・エネルギー コクサイ カンケイ カンキョウ				【官民属性】 カンミン ゾクセイ

		20						山忠食品工業株式会社		三重県 ミエケン		37		国際関係
健康、医療
地方創生 コクサイ カンケイ ケンコウ イリョウ チホウ ソウセイ				民間 ミンカン		23

						化学工業（医薬品） イヤクヒン		万協製薬株式会社		三重県 ミエケン								行政 ギョウセイ		4

		17				窯業・土石製品		日本特殊陶業株式会社		愛知県		36		人材、教育
健康、医療
国際関係 ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ コクサイカンケイ				合計 ゴウケイ		27

						生産用機器 セイサンヨウ キキ		リコーエレメックス株式会社		岐阜県 ギフケン

		12				電気機器 デンキ キキ		株式会社LIXIL		愛知県 アイチケン		31		人材、教育
健康、医療
イノベーション ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ				【企業規模別属性】 キギョウ キボベツ ゾクセイ

		8						ブラザー工業株式会社		愛知県		42		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ				大企業 ダイキギョウ		18

		6						株式会社中藤電機産業		愛知県		46		国際関係
イノベーション
地方創生 コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				中小企業 チュウショウ キギョウ		5

		4				輸送用機器 ユソウヨウ キキ		トヨタ自動車株式会社		愛知県		38		健康、医療
国際関係
地方創生 ケンコウ イリョウ コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				合計 ゴウケイ		23

		15						ｱｲｼﾝ･ｴｨ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭ株式会社		愛知県 アイチケン		30		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ

		10						三菱自動車工業株式会社		愛知県 アイチケン		41		国際関係
イノベーション
人材、教育 コクサイ カンケイ ジンザイ キョウイク				【企業地域別属性】 キギョウ チイキ ベツ ゾクセイ

		21						光洋メタルテック株式会社		三重県 ミエケン		48		人材、教育
防災、インフラ
イノベーション ジンザイ キョウイク ボウサイ				※勤務地ベース キンムチ

				電気・ガス業 デンキ ギョウ				中部電力株式会社		愛知県 アイチケン								愛知県 アイチケン		16

								東邦ガス株式会社		愛知県								三重県 ミエケン		4

				卸・小売業 オロシ コウリギョウ				株式会社アルペン		愛知県 アイチケン								富山県 トヤマケン		1

								株式会社ファミリーマート		愛知県 アイチケン								合計 ゴウケイ		21

				金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ				株式会社三菱UFJ銀行		愛知県 アイチケン

		5						東京海上日動火災保険株式会社		愛知県 アイチケン		44		地方創生
健康、医療
イノベーション チホウ ソウセイ ケンコウ イリョウ

		7		サービス業 ギョウ				株式会社エスケイワード		愛知県		36		人材、教育
イノベーション
健康、医療 ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ

		11						EY新日本有限責任監査法人		愛知県		33		国際関係
イノベーション
地方創生 チホウ ソウセイ

								株式会社日建設計		愛知県		44		地方創生
防災、インフラ
健康、医療 チホウ ソウセイ ボウサイ ケンコウ イリョウ

								株式会社テクノ中部		愛知県

								ハリタ金属株式会社		富山県 トヤマケン		50		人材、教育
地方創生
防災、インフラ ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ ボウサイ

				行政 ギョウセイ				東海財務局 トウカイ ザイムキョク		愛知県		40

								東海農政局 トウカイ ノウセイキョク		愛知県		47

								中部経済産業局 チュウブ ケイザイ サンギョウキョク		愛知県 アイチケン



												40

				第２期中部WIN参加者の属性 ダイ キ チュウブ サンカシャ ゾクセイ



				業種 ギョウシュ				社名 シャメイ		所在地 ショザイチ

		1		製造業 セイゾウギョウ		食料品		株式会社サンクレール		愛知県 アイチケン		38		イノベーション
国際関係
環境・エネルギー コクサイ カンケイ カンキョウ				【官民属性】 カンミン ゾクセイ

								アピ株式会社 カブシキガイシャ		岐阜県								民間 ミンカン		22

		20						わかば農園株式会社		岐阜県 ギフケン		37		国際関係
健康、医療
地方創生 コクサイ カンケイ ケンコウ イリョウ チホウ ソウセイ				行政 ギョウセイ		6

						化学工業（医薬品） イヤクヒン		万協製薬株式会社 マン キョウ セイヤク カブシキガイシャ		三重県 ミエケン								合計 ゴウケイ		28

						化学工業		名古屋エアゾール株式会社 ナゴヤ カブシキ カイシャ		愛知県

		19				金属製品 キンゾク セイヒン		鍋屋バイテック株式会社		岐阜県 ギフケン		28		人材、教育
地方創生
健康、医療 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ ケンコウ イリョウ				【企業規模別属性】 キギョウ キボベツ ゾクセイ

						電気機器 キキ		ブラザー工業株式会社		愛知県								大企業 ダイキギョウ		10

		12				輸送用機器 キキ		トヨタ自動車株式会社		愛知県		31		人材、教育
健康、医療
イノベーション ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ				中小企業 チュウショウ キギョウ		12

		8						株式会社デンソー		愛知県		42		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ				合計 ゴウケイ		22

		6						アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 カブシキガイシャ		愛知県		46		国際関係
イノベーション
地方創生 コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ

		4						株式会社東海理化		愛知県		38		健康、医療
国際関係
地方創生 ケンコウ イリョウ コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				【企業地域別属性】 キギョウ チイキ ベツ ゾクセイ

		15						トヨタケ工業株式会社		愛知県		30		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ				※勤務地ベース キンムチ

		21				その他の製造業 タ セイゾウギョウ		小林クリエイト株式会社		愛知県		48		人材、教育
防災、インフラ
イノベーション ジンザイ キョウイク ボウサイ				愛知県 アイチケン		15

		3						中島産業株式会社		岐阜県		50		国際関係
健康、医療
人材、教育 ケンコウ イリョウ ジンザイ キョウイク				岐阜県 ギフケン		5

		18		電気・ガス業 デンキ ギョウ				中部電力株式会社		愛知県		41		人材、教育
健康、医療
防災、インフラ ボウサイ				三重県 ミエケン		1

		14		卸・小売業 オロシ コウリギョウ バイ ギョウ				豊田通商株式会社		愛知県		35		人材、教育
イノベーション
国際関係
その他（ダイバーシティ&インクルージョン、SDGs） ジンザイ キョウイク コクサイ カンケイ タ				富山県 トヤマケン		1

		9						株式会社アルペン		愛知県		33		人材、教育
国際関係
イノベーション ジンザイ キョウイク コクサイ カンケイ				合計 ゴウケイ		22

		16						株式会社寿屋		愛知県 アイチケン		34		人材、教育
健康、医療
防災、インフラ ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ ボウサイ

		7						株式会社八幡ねじ		愛知県		36		人材、教育
イノベーション
健康、医療 ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ

				金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ				東海東京証券株式会社		岐阜県 ギフケン

				サービス業 ギョウ				株式会社エスケイワード		愛知県 アイチケン

								ハリタ金属株式会社		富山県

		22		行政 ギョウセイ				東海財務局 トウカイ ザイムキョク		愛知県		45		人材、教育
健康、医療
環境・エネルギー ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ カンキョウ

								東海農政局 トウカイノウセイキョク		愛知県 アイチケン		44		地方創生
防災、インフラ
健康、医療 チホウ ソウセイ ボウサイ ケンコウ イリョウ

								中部経済産業局 チュウブケイザイサンギョウキョク		愛知県		50		人材、教育
地方創生
防災、インフラ ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ ボウサイ

												40

				第１期中部WIN参加者の属性 ダイ キ チュウブ サンカシャ ゾクセイ



				業種 ギョウシュ				社名 シャメイ		所在地 ショザイチ

				建設業 ケンセツギョウ				大和リース株式会社 ダイワ カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン		年齢 ネンレイ		関心テーマ カンシン				【官民属性】 カンミン ゾクセイ

				製造業 セイゾウギョウ		食料品 ショクリョウヒン		アピ株式会社 カブシキガイシャ		岐阜県 ギフケン								民間 ミンカン		22

								井村屋グループ株式会社 イムラ ヤ カブ シキ ガイシャ		三重県 ミエケン								行政 ギョウセイ		14

						化学工業（医薬品） イヤクヒン		万協製薬株式会社		三重県								合計 ゴウケイ		36

						窯業・土石製品 ヨウギョウ ドセキ セイヒン		日本特殊陶業株式会社 ニホン トクシュ トウギョウ カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン

						生産用機器 セイサンヨウ キキ		株式会社光機械製作所		三重県 ミエケン								【企業規模別属性】 キギョウ キボベツ ゾクセイ

						電気機器 デンキ キキ		ブラザー工業株式会社 コウギョウ カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン								大企業 ダイキギョウ		16

						輸送用機器 ユソウヨウ キキ		株式会社デンソー		愛知県 アイチケン								中小企業 チュウショウ キギョウ		6

								アイシン・エィ・ダブリュ株式会社		愛知県 アイチケン								合計 ゴウケイ		22

								三菱自動車工業株式会社		愛知県 アイチケン

								エイベックス株式会社		愛知県 アイチケン								【企業地域別属性】 キギョウ チイキ ベツ ゾクセイ

						その他の製造業 タ セイゾウギョウ		東海アヅミテクノ株式会社		三重県								※勤務地ベース キンムチ

								東海光学株式会社		愛知県								愛知県 アイチケン		14

								菊水化学工業株式会社		愛知県								岐阜県 ギフケン		4

				電気・ガス業 デンキ ギョウ				中部電力株式会社 チュウブ デンリョク カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン								三重県 ミエケン		4

				卸・小売業 オロシ コウリギョウ				株式会社アルペン カブ		愛知県 アイチケン								合計 ゴウケイ		22

								マックスバリュ中部株式会社		愛知県 アイチケン

								ユニー株式会社 カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン

				金融・保険業				東京海上日動火災保険株式会社　		岐阜県 ギフケン

								東濃信用金庫 トウノウ シンヨウ キンコ		岐阜県 ギフケン

				サービス業 ギョウ				株式会社トーカイ カブシキガイシャ		岐阜県 ギフケン

								リゾートトラスト株式会社 カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン

				行政 ギョウセイ				東海財務局 トウカイ ザイムキョク		愛知県 アイチケン

								東海農政局 トウカイ ノウセイキョク		愛知県 アイチケン

								中部経済産業局 チュウブケイザイサンギョウキョク		愛知県 アイチケン









































































































































































愛知県	三重県	富山県	16	4	1	




第４期申込者属性

				第４期中部WIN申込者の属性 ダイ キ チュウブ モウシコミシャ ゾクセイ



				業種 ギョウシュ				社名 シャメイ		所在地 ショザイチ		年齢 ネンレイ		関心テーマ カンシン

				建設業 ケンセツギョウ				三和興産株式会社 サンワ コウサン カブシキ カイシャ		愛知県 アイチケン								【官民属性】 カンミン ゾクセイ

		1		製造業 セイゾウギョウ		食料品		株式会社鵜舞屋 カブシキガイシャ ウ マイ ヤ		岐阜県 ギフケン		38		イノベーション
国際関係
環境・エネルギー コクサイ カンケイ カンキョウ				民間 ミンカン		26

		12				繊維工業 センイ コウギョウ		船橋株式会社 フナハシ カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン		31		人材、教育
健康、医療
イノベーション ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ				行政 ギョウセイ		1

						化学工業（医薬品）		株式会社日本点眼薬研究所 カブシキガイシャ ニホン テンガンヤク ケンキュウショ		愛知県 アイチケン								合計 ゴウケイ		27

								万協製薬株式会社		三重県 ミエケン

						プラスチック製品 セイヒン		サン樹脂株式会社 ジュシ カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン								【企業規模別属性】 キギョウ キボベツ ゾクセイ

						生産用機器 キキ		株式会社光機械製作所 カブシキ カイシャ ヒカリ キカイ セイサクショ		三重県 ミエケン								大企業 ダイキギョウ		11

		6				電子部品等 デンシ ブヒン トウ		キオクシア株式会社 カブシキガイシャ		三重県 ミエケン		46		国際関係
イノベーション
地方創生 コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				中小企業 チュウショウ キギョウ		15

						電気機器 キキ		ブラザー工業株式会社		愛知県								合計 ゴウケイ		26

		4				輸送用機器 ユソウヨウ キキ		株式会社デンソー カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン		38		健康、医療
国際関係
地方創生 ケンコウ イリョウ コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				　

		15						株式会社アイシン カブシキガイシャ		愛知県		30		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ				【企業地域別属性】 キギョウ チイキ ベツ ゾクセイ

		10						トヨタ車体株式会社		愛知県 アイチケン		41		国際関係
イノベーション
人材、教育 コクサイ カンケイ ジンザイ キョウイク				※勤務地ベース キンムチ

		21						小島プレス工業株式会社 コジマ コウギョウ カブシキ カイシャ		愛知県 アイチケン		48		人材、教育
防災、インフラ
イノベーション ジンザイ キョウイク ボウサイ				愛知県 アイチケン		17

		3						株式会社東海理化電機製作所 カブシキ カイシャ トウカイ リカ デンキ セイサクショ		愛知県 アイチケン		50		国際関係
健康、医療
人材、教育 ケンコウ イリョウ ジンザイ キョウイク				岐阜県 ギフケン		4

		18						株式会社マツバラ カブシキガイシャ		岐阜県 ギフケン		41		人材、教育
健康、医療
防災、インフラ ボウサイ				三重県 ミエケン		4

				電気・ガス業 デンキ ギョウ				中部電力パワーグリッド株式会社		愛知県 アイチケン								富山県 トヤマケン		1

				情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ				ひまわりネットワーク株式会社 カブシキガイシャ		愛知県								合計 ゴウケイ		26

				運輸業 ウンユギョウ				大橋運輸株式会社		愛知県 アイチケン

		16						長良通運株式会社		三重県 ミエケン		34		人材、教育
健康、医療
防災、インフラ ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ ボウサイ

		2		金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ				第一生命保険株式会社　岐阜支社 ダイイチ セイメイ ホケン カブシキガイシャ ギフ シシャ		岐阜県 ギフケン		44		人材、教育
健康、医療
イノベーション ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ

				娯楽業 ゴラクギョウ				中日本興業株式会社 ナカニホン コウギョウ カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン

		22		医療・福祉 イリョウ フクシ				株式会社リリフル カブシキガイシャ		岐阜県 ギフケン		45		人材、教育
健康、医療
環境・エネルギー ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ カンキョウ

				サービス業				一般社団法人日本自動車連盟中部本部愛知支部 イッパン シャダンホウジン ニホン ジドウシャ レンメイ チュウブ ホンブ アイチ シブ		愛知県 アイチケン

								株式会社中部シイアイシイ研究所 カブシキ カイシャ チュウブ ケンキュウジョ		愛知県 アイチケン		44		地方創生
防災、インフラ
健康、医療 チホウ ソウセイ ボウサイ ケンコウ イリョウ

								NPO法人あいちかすがいっこ ホウジン		愛知県		50		人材、教育
地方創生
防災、インフラ ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ ボウサイ

								ハリタ金属株式会社		富山県 トヤマケン

				行政 ギョウセイ				東海財務局 トウカイ ザイムキョク		愛知県		40

												40





















































































































































































































































※勤務地ベース	愛知県	岐阜県	三重県	17	4	4	



グループ分けセット版（行政入り・配布用）

				第３期中部WIN参加者の属性 ダイ キ チュウブ サンカシャ ゾクセイ



				業種 ギョウシュ				社名 シャメイ		所在地 ショザイチ		年齢 ネンレイ		関心テーマ カンシン

		1		製造業 セイゾウギョウ		食料品 ショクリョウヒン		太陽化学株式会社		三重県 ミエケン		38		イノベーション
国際関係
環境・エネルギー コクサイ カンケイ カンキョウ				【官民属性】 カンミン ゾクセイ

		20						山忠食品工業株式会社		三重県 ミエケン		37		国際関係
健康、医療
地方創生 コクサイ カンケイ ケンコウ イリョウ チホウ ソウセイ				民間 ミンカン		23

						化学工業（医薬品） イヤクヒン		万協製薬株式会社		三重県 ミエケン								行政 ギョウセイ		4

		17				窯業・土石製品		日本特殊陶業株式会社		愛知県		36		人材、教育
健康、医療
国際関係 ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ コクサイカンケイ				合計 ゴウケイ		27

						生産用機器 セイサンヨウ キキ		リコーエレメックス株式会社		岐阜県 ギフケン

		12				電気機器 デンキ キキ		株式会社LIXIL		愛知県 アイチケン		31		人材、教育
健康、医療
イノベーション ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ				【企業規模別属性】 キギョウ キボベツ ゾクセイ

		8						ブラザー工業株式会社		愛知県		42		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ				大企業 ダイキギョウ		18

		6						株式会社中藤電機産業		愛知県		46		国際関係
イノベーション
地方創生 コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				中小企業 チュウショウ キギョウ		5

		4				輸送用機器 ユソウヨウ キキ		トヨタ自動車株式会社		愛知県		38		健康、医療
国際関係
地方創生 ケンコウ イリョウ コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				合計 ゴウケイ		23

		15						ｱｲｼﾝ･ｴｨ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭ株式会社		愛知県 アイチケン		30		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ

		10						三菱自動車工業株式会社		愛知県 アイチケン		41		国際関係
イノベーション
人材、教育 コクサイ カンケイ ジンザイ キョウイク				【企業地域別属性】 キギョウ チイキ ベツ ゾクセイ

		21						光洋メタルテック株式会社		三重県 ミエケン		48		人材、教育
防災、インフラ
イノベーション ジンザイ キョウイク ボウサイ				※勤務地ベース キンムチ

				電気・ガス業 デンキ ギョウ				中部電力株式会社		愛知県 アイチケン								愛知県 アイチケン		16

								東邦ガス株式会社		愛知県								三重県 ミエケン		4

				卸・小売業 オロシ コウリギョウ				株式会社アルペン		愛知県 アイチケン								富山県 トヤマケン		1

								株式会社ファミリーマート		愛知県 アイチケン								合計 ゴウケイ		21

				金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ				株式会社三菱UFJ銀行		愛知県 アイチケン

		5						東京海上日動火災保険株式会社		愛知県 アイチケン		44		地方創生
健康、医療
イノベーション チホウ ソウセイ ケンコウ イリョウ

		7		サービス業 ギョウ				株式会社エスケイワード		愛知県		36		人材、教育
イノベーション
健康、医療 ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ

		11						EY新日本有限責任監査法人		愛知県		33		国際関係
イノベーション
地方創生 チホウ ソウセイ

								株式会社日建設計		愛知県		44		地方創生
防災、インフラ
健康、医療 チホウ ソウセイ ボウサイ ケンコウ イリョウ

								株式会社テクノ中部		愛知県

								ハリタ金属株式会社		富山県 トヤマケン		50		人材、教育
地方創生
防災、インフラ ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ ボウサイ

				行政 ギョウセイ				東海財務局 トウカイ ザイムキョク		愛知県		40

								東海農政局 トウカイ ノウセイキョク		愛知県		47

								中部経済産業局 チュウブ ケイザイ サンギョウキョク		愛知県 アイチケン



												40

				第２期中部WIN参加者の属性 ダイ キ チュウブ サンカシャ ゾクセイ



				業種 ギョウシュ				社名 シャメイ		所在地 ショザイチ

		1		製造業 セイゾウギョウ		食料品		株式会社サンクレール		愛知県 アイチケン		38		イノベーション
国際関係
環境・エネルギー コクサイ カンケイ カンキョウ				【官民属性】 カンミン ゾクセイ

								アピ株式会社 カブシキガイシャ		岐阜県								民間 ミンカン		22

		20						わかば農園株式会社		岐阜県 ギフケン		37		国際関係
健康、医療
地方創生 コクサイ カンケイ ケンコウ イリョウ チホウ ソウセイ				行政 ギョウセイ		6

						化学工業（医薬品） イヤクヒン		万協製薬株式会社 マン キョウ セイヤク カブシキガイシャ		三重県 ミエケン								合計 ゴウケイ		28

						化学工業		名古屋エアゾール株式会社 ナゴヤ カブシキ カイシャ		愛知県

		19				金属製品 キンゾク セイヒン		鍋屋バイテック株式会社		岐阜県 ギフケン		28		人材、教育
地方創生
健康、医療 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ ケンコウ イリョウ				【企業規模別属性】 キギョウ キボベツ ゾクセイ

						電気機器 キキ		ブラザー工業株式会社		愛知県								大企業 ダイキギョウ		10

		12				輸送用機器 キキ		トヨタ自動車株式会社		愛知県		31		人材、教育
健康、医療
イノベーション ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ				中小企業 チュウショウ キギョウ		12

		8						株式会社デンソー		愛知県		42		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ				合計 ゴウケイ		22

		6						アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 カブシキガイシャ		愛知県		46		国際関係
イノベーション
地方創生 コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ

		4						株式会社東海理化		愛知県		38		健康、医療
国際関係
地方創生 ケンコウ イリョウ コクサイ カンケイ チホウ ソウセイ				【企業地域別属性】 キギョウ チイキ ベツ ゾクセイ

		15						トヨタケ工業株式会社		愛知県		30		イノベーション
人材、教育
地方創生 ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ				※勤務地ベース キンムチ

		21				その他の製造業 タ セイゾウギョウ		小林クリエイト株式会社		愛知県		48		人材、教育
防災、インフラ
イノベーション ジンザイ キョウイク ボウサイ				愛知県 アイチケン		15

		3						中島産業株式会社		岐阜県		50		国際関係
健康、医療
人材、教育 ケンコウ イリョウ ジンザイ キョウイク				岐阜県 ギフケン		5

		18		電気・ガス業 デンキ ギョウ				中部電力株式会社		愛知県		41		人材、教育
健康、医療
防災、インフラ ボウサイ				三重県 ミエケン		1

		14		卸・小売業 オロシ コウリギョウ バイ ギョウ				豊田通商株式会社		愛知県		35		人材、教育
イノベーション
国際関係
その他（ダイバーシティ&インクルージョン、SDGs） ジンザイ キョウイク コクサイ カンケイ タ				富山県 トヤマケン		1

		9						株式会社アルペン		愛知県		33		人材、教育
国際関係
イノベーション ジンザイ キョウイク コクサイ カンケイ				合計 ゴウケイ		22

		16						株式会社寿屋		愛知県 アイチケン		34		人材、教育
健康、医療
防災、インフラ ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ ボウサイ

		7						株式会社八幡ねじ		愛知県		36		人材、教育
イノベーション
健康、医療 ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ

				金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ				東海東京証券株式会社		岐阜県 ギフケン

				サービス業 ギョウ				株式会社エスケイワード		愛知県 アイチケン

								ハリタ金属株式会社		富山県

		22		行政 ギョウセイ				東海財務局 トウカイ ザイムキョク		愛知県		45		人材、教育
健康、医療
環境・エネルギー ジンザイ キョウイク ケンコウ イリョウ カンキョウ

								東海農政局 トウカイノウセイキョク		愛知県 アイチケン		44		地方創生
防災、インフラ
健康、医療 チホウ ソウセイ ボウサイ ケンコウ イリョウ

								中部経済産業局 チュウブケイザイサンギョウキョク		愛知県		50		人材、教育
地方創生
防災、インフラ ジンザイ キョウイク チホウ ソウセイ ボウサイ

												40

				第１期中部WIN参加者の属性 ダイ キ チュウブ サンカシャ ゾクセイ



				業種 ギョウシュ				社名 シャメイ		所在地 ショザイチ

				建設業 ケンセツギョウ				大和リース株式会社 ダイワ カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン		年齢 ネンレイ		関心テーマ カンシン				【官民属性】 カンミン ゾクセイ

				製造業 セイゾウギョウ		食料品 ショクリョウヒン		アピ株式会社 カブシキガイシャ		岐阜県 ギフケン								民間 ミンカン		22

								井村屋グループ株式会社 イムラ ヤ カブ シキ ガイシャ		三重県 ミエケン								行政 ギョウセイ		14

						化学工業（医薬品） イヤクヒン		万協製薬株式会社		三重県								合計 ゴウケイ		36

						窯業・土石製品 ヨウギョウ ドセキ セイヒン		日本特殊陶業株式会社 ニホン トクシュ トウギョウ カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン

						生産用機器 セイサンヨウ キキ		株式会社光機械製作所		三重県 ミエケン								【企業規模別属性】 キギョウ キボベツ ゾクセイ

						電気機器 デンキ キキ		ブラザー工業株式会社 コウギョウ カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン								大企業 ダイキギョウ		16

						輸送用機器 ユソウヨウ キキ		株式会社デンソー		愛知県 アイチケン								中小企業 チュウショウ キギョウ		6

								アイシン・エィ・ダブリュ株式会社		愛知県 アイチケン								合計 ゴウケイ		22

								三菱自動車工業株式会社		愛知県 アイチケン

								エイベックス株式会社		愛知県 アイチケン								【企業地域別属性】 キギョウ チイキ ベツ ゾクセイ

						その他の製造業 タ セイゾウギョウ		東海アヅミテクノ株式会社		三重県								※勤務地ベース キンムチ

								東海光学株式会社		愛知県								愛知県 アイチケン		14

								菊水化学工業株式会社		愛知県								岐阜県 ギフケン		4

				電気・ガス業 デンキ ギョウ				中部電力株式会社 チュウブ デンリョク カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン								三重県 ミエケン		4

				卸・小売業 オロシ コウリギョウ				株式会社アルペン カブ		愛知県 アイチケン								合計 ゴウケイ		22

								マックスバリュ中部株式会社		愛知県 アイチケン

								ユニー株式会社 カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン

				金融・保険業				東京海上日動火災保険株式会社　		岐阜県 ギフケン

								東濃信用金庫 トウノウ シンヨウ キンコ		岐阜県 ギフケン

				サービス業 ギョウ				株式会社トーカイ カブシキガイシャ		岐阜県 ギフケン

								リゾートトラスト株式会社 カブシキガイシャ		愛知県 アイチケン

				行政 ギョウセイ				東海財務局 トウカイ ザイムキョク		愛知県 アイチケン

								東海農政局 トウカイ ノウセイキョク		愛知県 アイチケン

								中部経済産業局 チュウブケイザイサンギョウキョク		愛知県 アイチケン









































































































































































愛知県	三重県	富山県	16	4	1	





第４期中部WINプログラム
日時 講義（13:30～14:40） グループワーク

14:40～16:30

第１回
７月５日（月）

【キックオフ】13:00～14:00
主催者挨拶 中部経済産業局長

★講演【女性のキャリア形成】
大和ハウス工業株式会社名古屋支社 中部法人営業推進室専任課長 谷口 禮子 氏

【オリエンテーション】
14:00～14:20 全体プログラム説明、グループワークサポート体制紹介
14:20～15:10 グループワーク導入講演「イノベーションの社会実装」

文化庁審議官（前経済産業省経済産業政策局
大臣官房審議官（経済社会政策担当）） 中原 裕彦 氏

15:10～17:00 グループワーク

第２回
８月４日（水）

◆【イノベーションへの挑戦】
株式会社能作 専務取締役 能作 千春 氏

グループワーク
経過報告あり

第３回
９月６日（月） ★中部WIN卒業生のミニ講話＆トークセッション グループワーク

第４回
１０月６日（水）

◆【地域経済産業政策】
中部経済産業局長 田中 耕太郎

グループワーク
経過報告あり

第５回
１１月２日（火） ★中部WIN卒業生のミニ講話＆トークセッション グループワーク

成果報告会
１２月２日（木）

◆13:３0～14:３0 講演【ダイバーシティ経営戦略】
株式会社光機械製作所 代表取締役社長 西岡 慶子 氏

14:30～16:00 成果報告会（受講生の所属企業経営層・人事等も参加）
16:00～16:30 修了式

各回13:30-16:30（第１回のみ13:00-17:00）

【場所】 第1回及び成果報告会：安保ホール301号室（名古屋市中村区名駅3-15-9）
第２回～５回：中部経済産業局会議室（名古屋市中区三の丸2-5-2）

オンライン
公開

オンライン
公開
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グループ
（４グループ）

6~７名/グループで構成
・リーダー１名
・サブリーダー１名

中部ＷＩＮグループワーク運営体制

アドバイザー
〇中部経済産業局各部部長
（総務企画部長、地域経済部長、

産業部長、資源エネルギー環境部長）

〇役割：施策的見地からのアドバイス、
ヒアリング先の紹介、
進捗管理対応

サポーター
〇中部WIN卒業生 数名

〇役割：グループワークの活性化、
進捗相談対応、
グループのメンター的な役割

相互協力

担当グループの伴走支援
（主としてマネジメント）

担当グループの伴走支援
（主として経験を踏まえた支援）

事務局（グループワークの全体運営サポート）
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