
 JANBO（日本新事業支援機関協議会）事業 

 開催日 会議名 会  場 

 H13/05/18- JANBO 第 1 回 IM 合同ワークショップ かながわサイエンスパーク西棟７０９会議室 

 H13/10/25- JANBO 第 2 回 IM 合同ワークショップ 東京都中小企業振興公社第 1 会議室 

 H14/07/31-08/01 第 1 回 IM ﾈｯﾄﾜｰｸ形成ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ／第２回 ＪＡＮＢＯセミナー 青森国際ホテル 

 H15/8/28- JANBO  ＩＭ交流連携事業（岩手開催） ホテルグランシェール花巻 

    

 東北ブロックインキュベーションマネージャ交流研究会（東北 IM 研究会） 

 開催日 会議名 会  場 

1 H15/12/18-19 第 1 回（設立） 東北ブロックインキュベーションマネージャ交流研究会（東北 IM 研究会） ホテル仙台プラザ 

2 H16/06/04- 第 2 回東北 IM 研究会 IN AKITA サンパル秋田（秋田市中央公民館） 

3 H16/12/02- 第 3 回東北 IM 研究会 米沢 米沢市すこやかセンター 

4 H17/05/26- 第 4 回東北 IM 研究会 福島 コラッセふくしま ５階研修室 

5 H17/12/01- 第 5 回東北 IM 研究会 弘前 シティ弘前ホテル 

6 H18/06/06- 平成１８年度 全国ＩＭワークショップ 花巻開催 

  (花巻起業化支援センター１０周年記念行事) 花巻温泉 ホテル千秋閣 

7 H18/11/30- 第７回東北 IM 研究会 仙台 仙台商工会議所 大会議室 

8 H19/07/05-06 第 8 回東北 IM 研究会 南相馬 ロイヤルホテル丸屋 

9 H19/10/18-19 第 9 回東北 IM 研究会 横手 横手セントラルホテル 



 東北ＩＭ連携協議会（TAIM） 

 開催日 会議名 会  場 

0 H20/02/07-08 東北ＩＭ連携協議会設立総会 仙台 小田急仙台ビル ４階会議室 

1 H20/06/26-27 東北ＩＭ連携協議会総会兼ワークショップ in 八戸 八戸市商工会議所３F 会議室 

2 H20/10/03-04 東北ＩＭ連携協議会ワークショップ in 酒田 酒田商工会議所３F 会議室「鳥海」 

3 H21/06/25-26 東北ＩＭ連携協議会総会兼ワークショップ in 釜石 陸中海岸グランドホテル 

4 H21/10/15-16 東北ＩＭ連携協議会ワークショップ in 白河 鹿島ガーデンヴィラ 

5 H22/07/08-09 東北ＩＭ連携協議会総会兼ワークショップ in 石巻 石巻市役所 市民ホール 

6 H22/10/14-15 東北ＩＭ連携協議会ワークショップ in 大館 大館市立中央公民館 視聴覚ホール 

7 H23/06/27-28 東北ＩＭ連携協議会総会兼ワークショップ in 上山 仙渓園 月岡ホテル 

8 H23/10/31- JBIA シンポジウム in 東北 兼 

   東北ＩＭ連携協議会シンポジウム in 仙台 仙台商工会議所 大会議室 

9 H24/07/05-06 東北ＩＭ連携協議会総会及びワークショップ in 弘前 弘前大学 八甲田ホール 

10 H24/10/17-18 ＪＢＩＡシンポジウム兼東北ＩＭ連携協議会ワークショップ in 奥州 

   ＆ 第９回みちのく奥州イブニングサロン 水沢グランドホテル 

11 H25/06/27-28 ＪＢＩＡシンポジウム兼東北ＩＭ連携協議会ワークショップ in 会津若松 

   ＆ 会津若松歴史を訪ねる旅 ルネッサンス中の島  

12 H25/10/31-11/01 東北ＩＭ連携協議会アワード兼ワークショップ in 横手 横手セントラルホテル 

13 H26/07/05-06 東北ＩＭ連携協議会総会兼ワークショップ in 登米 ホテル サンシャイ佐沼 

14 H26/10/23-24 東北ＩＭ連携協議会ワークショップ兼 JBIA シンポジウム in 米沢 アクティー米沢/小野川温泉 河鹿荘 

15 H27/07/07-08 東北ＩＭ連携協議会ワークショップ兼 JBIA シンポジウムｉｎ青森 アラスカ 

16 H27/11/11-12 東北ＩＭ連携協議会ワークショップ in 一関 ベリーノホテル一関 

17 H28/07/06-07 東北ＩＭ連携協議会総会兼ワークショップ in にかほ  ホテルエクセルキクスイ 



 東北ＩＭ連携協議会（TAIM） 

 開催日 会議名 会  場 

18 H28/10/13-14 東北ＩＭ連携協議会ワークショップｉｎ いわき  いわき産業創造館 企画展示ホール 

19 H29/07/06-07 東北ＩＭ連携協議会ワークショップｉｎ 大崎 芙蓉閣 

20 H29/10/17-18 東北ＩＭ連携協議会ワークショップｉｎ 山形 ホテルキャッスル 

21 H30/06/28-29 東北ＩＭ連携協議会ワークショップｉｎ 釜石 釜石情報交流センター 釜石ＰＩＴ 

22 H30/10/18-19 東北ＩＭ連携協議会ワークショップｉｎ 八戸 八戸グランドホテル 

23 R01/06/06-07 東北ＩＭ連携協議会ワークショップｉｎ 能代 プラザ都 

24 R01/10/17-18 東北ＩＭ連携協議会ワークショップｉｎ 南相馬 ホテルラフィーヌ 

     令和 2 年度のワークショップは、コロナウィルス感染症拡大防止のため、中止（凍結） 

25  R03/07/02 東北ＩＭ連携協議会オンラインワークショップ オンライン 

   （配信会場：INTILAQ 東北イノベーションセンター） 

26 R03/12/02-03 東北ＩＭ連携協議会ワークショップｉｎ 大船渡 大船渡市民文化会館リアスホール 

   今後の候補地：青森県青森市・山形県 

 

 


