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富山県内のビジネスインキュベート施設一覧

※空室状況等については、各施設に直接お問い合わせください。

［令和３年４月時点］



富山市四方チャレンジ・ミニ企業団地

支援内容 入居企業の声

■経営講習会等の開催
■見本市への出展助成
■ホームページ等での入居
企業紹介
■巡回訪問等による定期的
な相談・指導ほか

富山市四方チャレンジ・ミニ企業団地に入居して２
年余りが経ち、市の方々や企業団地の方々のサポー
トがあり、自分の仕事に専念できる環境を整備して
いただいております。又、中小企業診断士の派遣や
二年に一度の企業診断もあり、経営に対してのサ
ポートも手厚く、こちらの団地に入居できスムーズに
軌道に乗ることができました。

■所在地／富山市四方荒屋497-8
■棟数・床面積／工場タイプ９棟。 S型4棟（92㎡）、M型5棟（144㎡）
■使用料金／S型55,000円、M型82,500円（消費税相当額含む）
■問合せ先／富山市商工労働部工業政策課 〒930-8510 富山市新桜町7-38

TEL 076-443-2166／FAX 076-443-2183 URL https://www.city.toyama.toyama.jp/
富山県中小企業団体中央会 〒930-0083 富山市総曲輪2-1-3
TEL 076-424-3686／FAX 076-422-0835 URL https://www.chuokai-toyama.or.jp/

（株）カワモト設備 代表 河本 剛弘

富山ビジネスインキュベート施設

支援内容 入居企業の声

■富山県総合情報センター
が実施する研修会が半額
で受講可能
■セミナー開催等に便利な
貸会議室を半額で利用可能
■富山県中小企業支援センタ
ーによる経営の相談・助言
サービス

サービスの開発・事業化を行っている段階ですが、
個人で使用するには十分な広さがあり、Wi-Fiなど
のインターネット環境も整っており助かっています。ま
た、２４時間の入退室が可能なので、会社員として働
きながら、夕方以降や休日に自身のプロジェクトを
進められる点も良かったです。これからサービスの開
発・事業化を進めていこうと考えている方には、設備、
広さ、費用面でも非常に良い施設かと思います。

■所在地／富山市高田527（情報ビル５階）
■室数・床面積／ブース：45㎡の部屋に6ブース（1ブース約5㎡）、ルーム：5室（10～15㎡）
■設備仕様／Wi-Fi使用料無料、電話は各自負担、セキュリティシステムカードにより

24時間入退室可能、共用商談室（10㎡：1室）あり
■使用料金／ブース：家賃8,250円、共益費2,750円

ルーム：家賃16,500円～24,750円、共益費5,500円～8,250円
■問合せ先／株式会社富山県総合情報センター 〒933-0866 富山市高田527

TEL 076-432-1116／FAX 076-433-5791 URL https://www.toyama.tic.co.jp/incubate/

喜田 耕介

とやまインキュベータ・オフィス

支援内容 入居企業の声

■経営講習会等の開催
■見本市への出展助成
■ホームページ等での入居
企業紹介
■巡回訪問等による定期的
な相談・指導ほか

当初は『安い事務所を借りたい』くらいのモチベーションで入居を
相談しましたが、入居してからはネットワーク・オフィス機器の充実、
受付の方の応対、セキュリティシステムなど、事業以外のことを何も
考えなくても良いくらい恵まれた環境で業務を推進できています。
また、中小企業診断士の経営相談・勉強会の開催など後方支援も
手厚く、まさにスタートアップを育成するための機関であると体感して
います。入居者も同じスタートアップということもあり、協業しつつ事
業を拡大していけるのも魅力の一つです。

■所在地／富山市中央通り2-3-22（中教院モルティ2階）
■室数・床面積／オフィスタイプ8室（8.3㎡～20.9㎡）
■使用料金／18,260円～45,980円
■問合せ先／富山市商工労働部工業政策課 〒930-8510 富山市新桜町7-38

TEL 076-443-2166／FAX 076-443-2183 URL https://www.city.toyama.toyama.jp/
富山県中小企業団体中央会 〒930-0083 富山市総曲輪2-1-3
TEL 076-424-3686／FAX 076-422-0835 URL https://www.chuokai-toyama.or.jp/

dotC 代表 高野 扶之



富山市新産業支援センター

支援内容 入居企業の声

■インキュベーション・コーディ
ネーターによる経営相談・
指導
■経営講習会等の開催
■見本市への出展助成
■県内外企業とのビジネス
マッチング、販路拡大支援
ほか

弊社は針のない注射器を開発し、医療感染事故の
防止や快適な治療の実現に貢献すべくスタートしま
した。新産業支援センターでは各種の充実した研修
や、商談室の利用、分析機器の利用など幅広い支
援を受けることができます。また、富山大学工学部の
構内に位置するため、駐車場の利用ができることも
魅力です。スタートアップの企業として、世界の医療
に貢献できるよう頑張って参ります。

■所在地／富山市下野16（富山大学五福キャンパス工学部敷地内）
■棟数・床面積／レンタルラボ16室（32.7㎡～65.5㎡）、クリーンルーム1室（88.9㎡）
■使用料金／レンタルラボ：71,940円～144,100円、クリーンルーム：195,580円
■問合せ先／富山市新産業支援センター 〒930-0871 富山市下野16

TEL   076-411-6131／FAX 076-411-7397 URL https://www.toyama-sinsangyo.jp/
富山市商工労働部工業政策課 〒930-8510 富山市新桜町7-38
TEL 076-443-2166／FAX 076-443-2183 URL https://www.city.toyama.toyama.jp/

（一財）富山県産業創造センター

支援内容 入居企業の声

■各種情報の提供、企業間交
流の促進を実施
■商品開発室やミーティングル
ーム、交流サロンの開放
■中小企業診断士の巡回訪問
による経営相談・指導の実施
■ホームページによる入居企業
の紹介

センター内の充実した設備や、静かで清潔な環境、広い駐車場、研
究開発への色々なご支援等に、とても感謝しております。
また、新高岡駅にも近く、新幹線の開通により首都圏へのアクセス向
上に期待しています。

■所在地／高岡市二塚322－5
■室数・床面積／オフィスタイプ10室（48㎡～51㎡）
■設備仕様／各室すべてインターネット対応。商品開発室やミーティングルーム、交流サロンが利用可能。

駐車場利用可能。来客用に約1,000台収容可能な無料駐車場あり
■使用料金／86,700円（51㎡、税抜）
■問合せ先／一般財団法人富山県産業創造センター（高岡テクノドーム）

〒933-0816 高岡市二塚322-5 TEL 0766-26-5151／FAX 0766-26-5161
URL:http://www.technodome.or.jp/ 

高岡市SOHO事業者支援オフィス

支援内容 入居企業の声

■賃貸オフィスの提供、共同
会議室の提供
■創業から新事業展開、販路
開拓に至る各段階のニー
ズに応じ、高岡市産業企画
課が総合窓口となり支援を
行っています。

2018年4月にSOHO事業者支援オフィスに入居い
たしました。入口には電子ロックがついており、セキュ
リティ面でも安心して落ち着いた空間で仕事ができ
ます。 また、いつでも利用できる共同会議室は来客
時や社内会議の際に重宝しております。一般のオ
フィスであれば自分たちで準備をしなければならな
い環境がすでに整えられており、様々な面でサポート
があるのも嬉しい一面です。

■所在地／高岡市御旅屋町1222-2 エルパセオ地階スペース
■室数・床面積／業務室A,B（20㎡）、業務室C,D,E,F,G（18㎡）
■設備仕様／完全個室。電話・インターネット回線利用可。冷暖房完備。セキュリティ対策としてエントラ

ンスの出入は電子キーで行います。24時間出入可能。商談室を2室整備。
■使用料金／業務室A,B 44,000円、業務室C,D,E,F,G 39,600円
■問合せ先／高岡市産業振興部産業企画課 〒933-8601 高岡市広小路7-50

TEL 0766-20-1395／FAX 0766-20-1287

アイジェックス・ファーマインター
ナショナル（株） 代表取締役 福島 正義

㈱明工 開発研究室

㈱ASITAS 主任 柳澤慎恭



㈱富山県産業高度化センター

支援内容 入居企業の声

■業務活動支援：賃貸オフィ
ス・インキュベータ室の提供、
研修室・会議室の提供

■情報化支援：LANサービス
■デザイン支援：展示室の提供

民間のデザイン団体として業務を行っていくに当た
り、富山県総合デザインセンターや高岡市デザイン・
工芸センターと隣接していることは、デザイン行政と
連携がとり易く非常に好都合です。また、イベントを
開催できる展示室や会議室が有り、合わせて無料
の大きな駐車場が完備されていますので、これらを
とても有効に活用させていただいています。

■所在地／高岡市オフィスパーク5番地
■棟数・床面積／インキュベータ室６室（35㎡）、プライベートスタジオ６室（12㎡）
■使用料金／インキュベータ室77,000円（共益費含）、プライベートスタジオ33,000円（共益費含）
■設備仕様／放送設備、プロジェクター、研修用パソコン（インターネット接続済）
■問合せ先／株式会社富山県産業高度化センター 〒939-1119 高岡市オフィスパーク5番地

TEL 0766-62-0500／FAX 0766-62-0501
URL http://www.suncenter.co.jp/tskc/newyear2008

ベンチャースペース氷見

支援内容 入居企業の声

■新技術や新製品の開発等に
対する支援。
■巡回訪問による定期的な
相談、指導の実施。
■ホームページ、パンフレット等、
入居企業の紹介やPR。
■経営・技術研修会の開催。

能越自動車道氷見ICから約１０分という大変便利な場所に立地し、
取引先との移動がスムーズであること、また、施設の大きさは約１６５
㎡で、製品を製造する上で使い勝手が良く、当社にとって非常に良
い施設だと考えており、新規創業者・中小企業者にもちょうど良い大
きさであると思います。

■所在地／氷見市上田字上野10-22
■棟数・床面積／工場棟（165.24㎡）12棟、事務所棟（69.24㎡）4棟、研修室1棟
■使用料金／工場棟62,000円 事務所棟49,000円（新規創業者等は軽減あり。）
■問合せ先／氷見市役所 産業振興部 商工振興課 〒935-8686 氷見市鞍川1060

TEL 0766-74-8105／FAX 0766-74-8104

滑川市SOHOセンター

支援内容 入居企業の声

■低価格で入居
■各種情報提供

富山市より東の地域では唯一のインキュベーション
施設であり入居できた事は、とてもラッキーでした。
一般施設だと、物理的なセキュリティ設備、駐車場の
確保、インターネットの回線などなど全部、自分達で
用意をしていかなければなりませんがすべて整ってお
り、起業当初の時間の無いなかでも仕事に集中でき
たのは、とてもありがたかったです。春になると敷地
内に咲く一面の桜に癒やされます。

■所在地／滑川市開676
■室数・床面積／10室（24.15㎡～193.72㎡）
■設備仕様／サロンスペース、別途契約により、ＣＡＴＶインターネット利用可。
■使用料金／16,000円～154,000円 その他、光熱水道等として共益費あり。
■問合せ先／滑川市 産業民生部 商工水産課 〒936-8601 滑川市寺家町104

TEL 076-475-2111／FAX 076-475-6670

(公財)富山県デザイン協会
理事長 能作 克治

アイアップサービス 代表 井上 利一

㈱エイプラス 代表取締役 佐々木浩和



砺波市ハイテク・ミニ企業団地

支援内容 入居企業の声

■県・市・商工会議所・企業が一
体となり、開業時・営業時の指
導、助言を行います
■商工会議所の経営指導員が
様々な経営相談をお受けします
■設備資金や運営資金の融資と
あっせんを行います

丁度独立をする頃に、ハイテクミニ企業団地のことを知り、入居させて
いただきました。
商工会議所が運営されていることもあり、融資あっせん等の経営相談
や入居企業向けのセミナー等の研修会も受けることができ、経営そし
て自身の資質向上に役立っております。また団地内に同業種の方もあ
り、仕事のやりとりもするようになりました。
他の入居各事業所の頑張っておられる姿を見ながら、自分も更に頑
張ろうと奮起しております。

■所在地／砺波市狐島215-1
■棟数・床面積／賃貸棟：工場棟（クレーン付）149.43㎡ 3棟、工場棟（クレーン無）149.43㎡ 3棟

情報デザイン棟 54.33㎡ 3棟
■使用料金／工場棟（クレーン付）68,000円、工場棟（クレーン無）63,000円、

情報デザイン棟58,000円
■問合せ先／砺波商工会議所 〒936-1332 砺波市永福町6-28

TEL 0763-33-2109／FAX 0763-33-4422

小矢部市商業インキュベータ

支援内容 入居企業の声

■インキュベータ入居企業が
入居の際、改装に要する経費
に対して50万円を補助
（補助率1/2）します。

インキュベータ施設を活用することで、施設を探す手間が省け、また
家賃も安く創業がしやすかったです。また月１回の経営指導も創業
者には心強いです。
小矢部市商業インキュベータには現在３店舗入居しており、いずれも
美容サロンを経営しています。入居者同士、何かあれば相談しあい、
情報交換ができるので、入居できてよかったと思っています。

■所在地／小矢部市清水369-1
■棟数・床面積／ショップタイプ3店舗（24.73㎡～27.75㎡）
■設備仕様／機械警備設備、冷暖房、自動火災報知機、給排水、共同トイレ、相談室、駐車場各企業1台
■使用料金／13,970円～15,730円（その他、光熱水費は入居者負担）
■問合せ先／小矢部市 商工観光課 〒932-8611 小矢部市本町1-1

TEL 0766-67-1760／FAX 0766-67-1567

南砺市起業家支援センター

支援内容 入居企業の声

■施設利用者及び施設利用
者の事業活動を様々な面
から支援します。

■地域事業者との交流の場
の提供を行います。

事業内容は、電動ベッドや車いすなどの福祉用具
のレンタル・販売、手すりの取り付けなどの住宅改修
を行っております。入居のメリット1. 設立当初は実績
もないため、取引先を獲得することに苦労しましたが、
公的施設に入居しているという信用により商談を進
める助けとなりました。2.商談室や休憩スペースがあ
り、とても便利です。また、セキュリティも充実していて
不在時も安心です。3.創業支援の情報提供や定期
的に事業相談ができるのも大変有効です。

■所在地／南砺市城端4316-1
■室数・床面積／オフィスタイプ15室（14.26㎡～）、研究室2室（45.54㎡～86.10㎡）
■設備仕様／電話回線（ADSL利用可能）CATVインターネット専用回線（光ケーブル）、24時間入退

可、会議室（商談室）2室、サロンスペース、休憩コーナー、隣接の無料駐車場18台あり
■使用料金／オフィスタイプ7,470円～、研究室23,850円～45,100円
■問合せ先／南砺市 商工企業立地課 〒939-1692 南砺市荒木1550

TEL 0763-23-2018／FAX 0763-52-6348

フジセイミツ 代表 長久昌弘

Beauty Design M& 店主 水上 繭美

㈱エムアンドティ 代表取締役 松原 正和


