
食品・化粧品・化成品関連産業の振興、
食を中心とするヘルスケアの促進を目指す

フーズ・ヘルスケア
オープンイノベーションプロジェクト

　静岡県では、食品やライフサイエンス分野で優れた研究実績を持つ大学、研究機関などの地域資源を活用し
て、食品関連産業の振興と集積を目指す「フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト」を平成14年度（2002年度）に
立ち上げ、産学官金が連携し、研究開発から事業化、販路開拓、人材育成など各種支援に取り組んできました。
　こうした中、AI（人工知能）やIoT、ビッグデータなど、「第４次産業革命」と呼ばれる技術革新が世界的に進展
しており、データ駆動型の研究・製品開発が社会的課題の解決に向けた重要な鍵とされています。
　また本県では、AOIプロジェクト（先端農業）、MaOIプロジェクト（マリンバイオ）やChaOIプロジェクト（お茶）
など、新たな先端産業創出プロジェクトがスタートしました。
「フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションプロジェクト」では、これまでの「フーズ・サイエンスプロジェクト」の
取組を発展させ、機能性表示食品や化粧品の開発などを更に推進するとともに、食を中心とするヘルスケア対策
を促進し、県民の健康長寿の延伸につなげます。

食品・化粧品・健康食の分野に精通したコーディネーター・アドバイザーを
設置し、製品開発から販路開拓にわたる支援を行っています。

②化粧品等研究開発推進事業助成金

農林水産品・県内天然素材を活用した化粧品もし
くは製品又はこれらを製造する加工機械の開発

対象事業

対象経費の１/２以内助成率

２年間で750万円上限
単年度最大500万円上限

助成限度額

③機能性表示食品等研究開発推進事業

機能性表示食品等の製品化を目的とした機能性素材の開発や試作品の開発、ヒト
試験、遺伝子解析などによる科学的根拠の調査・研究

対象事業

対象経費の２/３以内助成率

１年間で1,000万円以内助成限度額

④加工食品輸出スタートアップ支援事業

加工食品の海外向け商品開発及び海外販路開拓・拡大を目的とした、海外で開催
される展示会や商談会等への出展又は参加

対象事業

対象経費の２/３以内　助成率

1年間で200万円以内助成限度額

コーディネーター・
アドバイザーの設置

フーズ・ヘルスケア オープンイノベーション
プロジェクトの助成制度

成果品

株式会社 白形傳四郎商店
「茶ノ実スキンオイル」

成果品

株式会社増田採種場
「ソフトケールGABA」

①食品等開発助成事業

食品・化成品（食品素材を使用した場合のみ）にお
いて、機能性食品等の製品化に向けた試作品開
発、機能性評価を行う事業

対象事業

対象経費の１/２以内助成率

１年間で200万円以内助成限度額 機能性表示食品の相談から届出、新製
品の開発や食品関連助成事業の有効
活用の支援等を行います。

食品関連

健康状態に応じた食事、健康機能情報
を付加したメニューの開発や健康食関
連助成事業の有効活用の支援等を行い
ます。

健康食関連

成果品の販路開拓や展示
会出展の案内など、販売
までの支援を行います。

販路開拓

県産農林水産物を活用した素材開発や
機能の研究、製品化、化粧品関連助成
事業の有効活用の支援等を行います。

化粧品関連

〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町44-1         
TEL　054-254-4513                               
FAX　054-253-0019                               
E-mail　newfoods@ric-shizuoka.or.jp             
HP　 http://www.fsc-shizuoka.com 
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科学的根拠に基づく製品開発

食品の新たな機能性表示制度に対応するため、静岡県立大学等と連携し科学的根拠を立証するヒ
ト試験やシステマティックレビューを実施する体制を整備します。既存商品のブラッシュアップから
新商品開発に至るまで、科学的根拠を基にした商品開発を支援します。

素材開発支援

静岡県立大学、静岡県工業技術研究所と連携して、県内農林水産品の新たな活用を目的とした化
粧品原料素材開発の支援を行っています。

セミナーの開催

製品開発に役立つセミナーや地元企業の取り組み事例などプロジェクトの成果発表を行います。

展示会への出展支援

首都圏や県内で行われる展示会への出展を支援し、
プロジェクトで生まれた製品の販路開拓を支援します。（令和元年度実績）

インフォメーションバザール in Tokyo、スーパーマーケットトレードショー　等
北洋銀行ものづくりテクノフェア（北海道）　等
ふじのくに総合食品開発展　等

首都圏

県　外

県　内

総合食品学講座　実習

総合食品学講座

安全・安心な食品製造と国際競争力のある商品を開発する
人材育成を目的として、食品原料から消費者対応まで、企
業が必要とする知識を講義・実習を通じて総合的に学びま
す。各分野に精通した大学の教授や民間企業の方を講師
としてお招きし、本講座を開講しています。

健康食関連産業支援
令和元年度から令和３年度までの３年間、「健康食」をテーマとするイノベーションに基づく食品
産業の高付加価値化を推進するため、静岡県・静岡県立大学と連携して健康食イノベーション推
進事業を行っています。

健康食に関する各種セミナーや情報交換会を開催することで、県内の健康食関連企業の商品開
発・販路開拓を支援します。

各種セミナー・情報交換会の開催等

首都圏で行われる展示会・商談会への出展を支援し、県内企業の機能性表示食品や加工食品を
PRし、国内・海外への新たな販路開拓を支援します。

展示会への出展支援

プロジェクト成果品や県産加工食品等の海外展開支援強化
を図るため、香港での自動販売機によるテスト販売、現地バイ
ヤーとの商談会を行います。

香港における食品テストマーケティング＆現地バイヤーとの商談会

香港での自動販売機
によるテスト販売

食品産業の需要創造と販路開拓の取組２

化粧品関連産業支援
化粧品や付加価値の高い化成品等の事業化を図るため、新製品開発の支援や企業からの各種相談
対応、助成事業の有効活用、ビジネスマッチングに関するコーディネートなどを行っています。

食品関連産業支援
食品関連産業の活性化を図るため、科学的根拠に基づく高付加価値の製品開発、企業の販路
開拓、産業を担う人材育成や関連情報・成果の情報発信などを行っています。

人材育成

化粧品関連産業の更なる振興を図るため、国内外で活
躍する専門家を招いた最新の化粧品関連業界の動向
を紹介します。

コスメティックフォーラム

化粧品の製品開発に必要な人材を育成するセミ
ナーを開催します。

スキルアップセミナー

コスメティックフォーラム

国内外展示会への出展支援

化粧品関連の展示会等に出展し、販路開拓を支援し
ます。
また日本の化粧品輸出先であり、インバウンド需要も
高まる地域において、静岡県産化粧品をＰＲします。

静岡県化粧品展（中国上海）

(一社）日本医食促進協会（メディシェフ）と連携し、県内企業
による健康食メニューの開発と販売促進を行います。

メディシェフと連携した健康食メニュー・商品の開発

令和元年度メディシェフ
キックオフセミナー

静岡県・静岡県立大学・産業財団が取り組む健康食イノベー
ション推進事業に参画する産学官金の皆様とのフォーラムを
設置、運営します。
その一環として、事業の進捗状況等を紹介するとともに、健康
食に関する外部有識者を招いた講演会等を行います。

健康食イノベーションフォーラムの運営・開催１

成果品を使った創作メニュー

食品等開発研究会

食品関連企業等で構成する「食品等開発研究会」を立ち上
げ、企業同士の連携を基盤に新商品の開発を目指します。
研究会は、以下の２種類があります。
育成型企業研究会では、新商品の企画手法の習得を目的
とした研究会活動を行います。
機能性素材活用研究会では、機能性素材を活用して高付
加価値型食品の開発を目的とした研究会活動を行います。

成果品

株式会社 高柳製茶
「お茶つぶダックワーズ（アソート）」

県民を対象とした取組

本県が全国有数の化粧品産業の集積地であることを
静岡県民にＰＲするイベント等を行います。

しずおかコスメマルシェ
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コスメティックフォーラム
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静岡県民にＰＲするイベント等を行います。

しずおかコスメマルシェ



食品・化粧品・化成品関連産業の振興、
食を中心とするヘルスケアの促進を目指す

フーズ・ヘルスケア
オープンイノベーションプロジェクト

　静岡県では、食品やライフサイエンス分野で優れた研究実績を持つ大学、研究機関などの地域資源を活用し
て、食品関連産業の振興と集積を目指す「フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト」を平成14年度（2002年度）に
立ち上げ、産学官金が連携し、研究開発から事業化、販路開拓、人材育成など各種支援に取り組んできました。
　こうした中、AI（人工知能）やIoT、ビッグデータなど、「第４次産業革命」と呼ばれる技術革新が世界的に進展
しており、データ駆動型の研究・製品開発が社会的課題の解決に向けた重要な鍵とされています。
　また本県では、AOIプロジェクト（先端農業）、MaOIプロジェクト（マリンバイオ）やChaOIプロジェクト（お茶）
など、新たな先端産業創出プロジェクトがスタートしました。
「フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションプロジェクト」では、これまでの「フーズ・サイエンスプロジェクト」の
取組を発展させ、機能性表示食品や化粧品の開発などを更に推進するとともに、食を中心とするヘルスケア対策
を促進し、県民の健康長寿の延伸につなげます。

食品・化粧品・健康食の分野に精通したコーディネーター・アドバイザーを
設置し、製品開発から販路開拓にわたる支援を行っています。

②化粧品等研究開発推進事業助成金

農林水産品・県内天然素材を活用した化粧品もし
くは製品又はこれらを製造する加工機械の開発

対象事業

対象経費の１/２以内助成率

２年間で750万円上限
単年度最大500万円上限

助成限度額

③機能性表示食品等研究開発推進事業

機能性表示食品等の製品化を目的とした機能性素材の開発や試作品の開発、ヒト
試験、遺伝子解析などによる科学的根拠の調査・研究

対象事業

対象経費の２/３以内助成率

１年間で1,000万円以内助成限度額

④加工食品輸出スタートアップ支援事業

加工食品の海外向け商品開発及び海外販路開拓・拡大を目的とした、海外で開催
される展示会や商談会等への出展又は参加

対象事業

対象経費の２/３以内　助成率

1年間で200万円以内助成限度額

コーディネーター・
アドバイザーの設置

フーズ・ヘルスケア オープンイノベーション
プロジェクトの助成制度

成果品

株式会社 白形傳四郎商店
「茶ノ実スキンオイル」

成果品

株式会社増田採種場
「ソフトケールGABA」

①食品等開発助成事業

食品・化成品（食品素材を使用した場合のみ）にお
いて、機能性食品等の製品化に向けた試作品開
発、機能性評価を行う事業

対象事業

対象経費の１/２以内助成率

１年間で200万円以内助成限度額 機能性表示食品の相談から届出、新製
品の開発や食品関連助成事業の有効
活用の支援等を行います。

食品関連

健康状態に応じた食事、健康機能情報
を付加したメニューの開発や健康食関
連助成事業の有効活用の支援等を行い
ます。

健康食関連

成果品の販路開拓や展示
会出展の案内など、販売
までの支援を行います。

販路開拓

県産農林水産物を活用した素材開発や
機能の研究、製品化、化粧品関連助成
事業の有効活用の支援等を行います。

化粧品関連

〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町44-1         
TEL　054-254-4513                               
FAX　054-253-0019                               
E-mail　newfoods@ric-shizuoka.or.jp             
HP　 http://www.fsc-shizuoka.com 

公益財団法人静岡県産業振興財団                  
フーズ・ヘルスケア
オープンイノベーションセンター

公益財団法人
静岡県産業振興財団 フーズ・ヘルスケア オープンイノベーションセンター



食品・化粧品・化成品関連産業の振興、
食を中心とするヘルスケアの促進を目指す

フーズ・ヘルスケア
オープンイノベーションプロジェクト

　静岡県では、食品やライフサイエンス分野で優れた研究実績を持つ大学、研究機関などの地域資源を活用し
て、食品関連産業の振興と集積を目指す「フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト」を平成14年度（2002年度）に
立ち上げ、産学官金が連携し、研究開発から事業化、販路開拓、人材育成など各種支援に取り組んできました。
　こうした中、AI（人工知能）やIoT、ビッグデータなど、「第４次産業革命」と呼ばれる技術革新が世界的に進展
しており、データ駆動型の研究・製品開発が社会的課題の解決に向けた重要な鍵とされています。
　また本県では、AOIプロジェクト（先端農業）、MaOIプロジェクト（マリンバイオ）やChaOIプロジェクト（お茶）
など、新たな先端産業創出プロジェクトがスタートしました。
「フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションプロジェクト」では、これまでの「フーズ・サイエンスプロジェクト」の
取組を発展させ、機能性表示食品や化粧品の開発などを更に推進するとともに、食を中心とするヘルスケア対策
を促進し、県民の健康長寿の延伸につなげます。

食品・化粧品・健康食の分野に精通したコーディネーター・アドバイザーを
設置し、製品開発から販路開拓にわたる支援を行っています。

②化粧品等研究開発推進事業助成金

農林水産品・県内天然素材を活用した化粧品もし
くは製品又はこれらを製造する加工機械の開発

対象事業

対象経費の１/２以内助成率

２年間で750万円上限
単年度最大500万円上限

助成限度額

③機能性表示食品等研究開発推進事業

機能性表示食品等の製品化を目的とした機能性素材の開発や試作品の開発、ヒト
試験、遺伝子解析などによる科学的根拠の調査・研究

対象事業

対象経費の２/３以内助成率

１年間で1,000万円以内助成限度額

④加工食品輸出スタートアップ支援事業

加工食品の海外向け商品開発及び海外販路開拓・拡大を目的とした、海外で開催
される展示会や商談会等への出展又は参加

対象事業

対象経費の２/３以内　助成率

1年間で200万円以内助成限度額

コーディネーター・
アドバイザーの設置

フーズ・ヘルスケア オープンイノベーション
プロジェクトの助成制度

成果品

株式会社 白形傳四郎商店
「茶ノ実スキンオイル」

成果品

株式会社増田採種場
「ソフトケールGABA」

①食品等開発助成事業

食品・化成品（食品素材を使用した場合のみ）にお
いて、機能性食品等の製品化に向けた試作品開
発、機能性評価を行う事業

対象事業

対象経費の１/２以内助成率

１年間で200万円以内助成限度額 機能性表示食品の相談から届出、新製
品の開発や食品関連助成事業の有効
活用の支援等を行います。

食品関連

健康状態に応じた食事、健康機能情報
を付加したメニューの開発や健康食関
連助成事業の有効活用の支援等を行い
ます。

健康食関連

成果品の販路開拓や展示
会出展の案内など、販売
までの支援を行います。

販路開拓

県産農林水産物を活用した素材開発や
機能の研究、製品化、化粧品関連助成
事業の有効活用の支援等を行います。

化粧品関連

〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町44-1         
TEL　054-254-4513                               
FAX　054-253-0019                               
E-mail　newfoods@ric-shizuoka.or.jp             
HP　 http://www.fsc-shizuoka.com 

公益財団法人静岡県産業振興財団                  
フーズ・ヘルスケア
オープンイノベーションセンター

公益財団法人
静岡県産業振興財団 フーズ・ヘルスケア オープンイノベーションセンター


