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福島県内１４カ所のインキュベート施設及びアカデミア・コンソーシアム
ふくしま地域連携推進ネットワークが連携し、全県的な企業支援活動を展開します。

アカデミア・コンソーシアムふくしま
地域連携推進ネットワーク

■アカデミア・コンソーシアムふくしま

目　的

●所在地／〒960-1296　福島市金谷川１番地　国立大学法人福島大学地域連携課内 ●電話番号／024-548-5295 ●URL／http://acfukushima.net/ 
●E-mail／acf@adb.fukushima-u.ac.jp ●運営者／国立大学法人福島大学
●概要／福島県内の19の高等教育機関相互の連携や地域との連携，たとえば本県の産官学連携における“学”の窓口として機能する大学コンソーシアムです。
●月額使用料／各大学により異なりますので，ご相談ください。

■県北地区  福島大学・福島県立医科大学・福島学院大学・桜の聖母短期大学・福島学院大学短期大学部
■県中地区  奥羽大学・郡山女子大学・日本大学工学部・放送大学福島学習センター・郡山女子大学短期大学部・福島県立テクノアカデミー郡山
■会津地区  会津大学・会津大学短期大学部・福島県立テクノアカデミー会津
■相双・いわき地区  医療創生大学・東日本国際大学・いわき短期大学・福島工業高等専門学校・福島県立テクノアカデミー浜

正会員大学

主な活動

協議会データ

特　　長 P　　R
2010年３月に発足した、福島県内の19の高等教育機関と７つの行政、経済団
体等で構成された大学コンソーシアムです。2016年に定めた第３期中期ビジ
ョンに則り、県内各大学が一丸となって産官学連携の推進に取り組んでおり、
2018年からは大学が持つ研究シーズを活かした大学発ベンチャーの創出支援
も行っています。

本協議会は、インキュベーションシステムを全県的に展開するとともに、ビジネスインキュベーションの健全な発展を図るため、全員相互の連携を強化し、支
援人材の育成や支援者ネットワーク構築などの企業支援環境の整備を推進することにより、福島県の産業活動に寄与することを目的に、平成２０年１月１１日
に設立いたしました。

アカデミア・コンソーシアムふくしまの会員機関には２０００名を超える教員
（研究者）と、２０,０００名を超える学生がおります。これまでにはなかった
新たな産官学連携の切り口を見つけるために、是非、アカデミア・コンソー
シアムふくしまをご活用ください。

（１）起業支援に関する情報交換、情報発信に資する事業 会員間の情報交換、各施設等の情報及び起業支援情報の発信、U・Iターン者向けの情報発信
（２）起業支援に関する会員間、大学・他の支援機関との連携強化に資する事業 東北IM連携協議会との連携、会員間のセミナー等への講師相互派遣協力
（３）起業支援人材育成、知識・技術の向上に資する事業 支援事例勉強会、外部講師による勉強会
（４）創業意欲の喚起、起業風土の醸成に資する事業 起業に関する地域相談会、セミナー等の開催　

インキュベート施設や実施体制の新たな整備に関する相談窓口の設置及び対応
（５）その他、ビジネスインキュベーションの推進に関して必要な事業

（１）会員数 １５団体（インキュベート施設１４  支援団体１）
（２）事務局 福島駅西口インキュベールーム　

〒960-8053  福島市三河南町１番２０号 コラッセふくしま６階
TEL 024-525-4048　FAX 024-525-4069　E-mail／info@incu.jp　

詳しくは 福島インキュベート施設ネットワーク協議会 検　索

特　　長 P　　R

特　　長 P　　R

コミュニティステーションtecoincubate

13
起業者や移住希望者などが、 仕事、 イベント、 教室
などを開催できるフリースペース。

●所在地／〒965-0871　会津若松市栄町7-2　旧福島民友ビル2階 ●電話番号／080-6017-5959
●URL／Facebookのみ ●E-mail／info@naxia.jp ●設置者・運営者／特定非営利活動法人  環境地域文化エナジー
●設備概要／30坪のコワーキングスペース  小規模のイベントや教室開催も可能。
　                      （コワーキングスペースのため更新の制度はありません。 月額 応相談）

常時開館はしておりません。申し込みが入った場合
のみ開館するシステムで利用料を安価に抑えて
おります。

西会津町テレワークセンターincubate

14
当施設は、中山間過疎地域においてインターネット
等を活用し、地域ビジネスや起業家の育成を目的
に整備し、1号館、2号館合わせて７室設置されて
います。

●所在地／〒969-4406　（1号館）西会津町野沢字桜木前乙171の4　（2号館）西会津町野沢字諏訪西甲1023番地 
●電話番号／0241-45-2213 ●URL／https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/soshiki/6/799.html
●E-mail／syokou@town.nishiaizu.fukushima.jp ●設置者・運営者／西会津町商工観光課
●設備概要／個室７。(入居については初回は1年、以後、更新は3年単位、月額10,200円～24,650円（インターネット、光熱水費含む。））

西会津町は全域でCATVを利用した高速インターネット等
のICTを活用できます。西会津I.Cが近くにあり、会津若松市
まで20分、新潟市街まで1時間と交通の便も整っています。
テレワークセンターでは創業支援事業者と連携した窓口相
談、創業塾など入居者のビジネスの支援を行っています。
ぜひ西会津町で起業してみてはいかがですか。

～会員（インキュベート施設支援団体）
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会員施設及び支援団体紹介

福島駅西口インキュベートルームincubate
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福島のランドマークでもある「コラッセふくしま」に
存在し、実績・信用度ともに抜群の施設です。２４時間
いつでも使用可能（全館休業日を除く）。県が設置して
いる信頼性と、民間が運営する機動性を合わせた「硬軟
兼ね揃えた施設」です。平日は日中常時見学可能です。

●所在地／〒960-8053　福島市三河南町１－２０　コラッセふくしま６階 ●電話番号／024-525-4048 ●URL／http://incu.jp/　
●E-mail／info@incu.jp ●設置者・運営者／特定非営利活動法人　福島県ベンチャー・ＳＯＨＯ・テレワーカー共働機構
●設備概要／個室　5室（１年更新。最長期間は２年～５年。月額7,540円～51,540円　）

コラッセふくしまでは福島県観光物産館、福島商工
会議所、福島県中小企業団体中央会、福島県信用保証
協会など「産業支援の入口から出口まで」のワンスト
ップサービスが受けられます。

福島県大町起業支援館incubate

02
産業支援サービス業として大きな成長が期待される
カスタマーセンター業関連を対象とし、地元雇用の
創出などにより本県地域経済の活性化に資することを
目的としています。

●所在地／〒960-8041　福島市大町４番１５号　チェンバおおまち５階 ●電話番号／024-522-5800 
●URL／http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/oomachi/ ●E-mail／incu@aioros.ocn.ne.jp ●設置者・運営者／福島県
●設備概要／個室　6室（1年毎に更新審査あり。最大8年。月額21,330円～82,410円）

カードキーによる入退館管理、受付職員の配置など
セキュリティが充実。会議室や給湯室を利用できる他、
カスタマーセンター業に必要な構内交換機（PBX）や
着信呼自動分配装置（ACD）、課金装置も備えています。

株式会社ゆめサポート南相馬incubate
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インキュベートルーム3室は、24時間365日利用な
施設です。専門の支援員を中心に各種課題に対する
一貫したサポートを行うなど、ハード・ソフトの両面
から支援を行います。

●所在地／〒975-0008　南相馬市原町区本町1丁目111番地 ●電話番号／0244-25-3310 ●URL／http://www.yumesupport.co.jp/ 
●E-mail／info@yumesupport.co.jp ●設置者・運営者／株式会社ゆめサポート南相馬 
●設備概要／インキュベートルーム　個室３室（1年毎に更新審査あり。最長3年以内。月額15,800円～19,700円）

南相馬市内で新たに事業を開始しようとする方や、
事業を始めて間もない方、市内事業所の経営相談
等は、気軽にご相談ください。産学官連携コーディ
ネート、ビジネスマッチングなど、地域でがんばる方々
を応援いたします。

相双ビジネスインキュベートセンターincubate
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南相馬市の中心市街地に位置し、ビジネス用事務機は
もちろん、各種 IT機材（Free Wi - F i、PC：windows/ 
mac、IPad等）の利用も可能なビジネスインキュベート
施設です。

●所在地／〒975-0006　南相馬市原町区橋本町1-52-5 
●電話番号／0244-22-8500 ●URL／http://yumesoso.jp/snc/ 
●E-mail／snc@joban.co.jp ●設置者・運営者／特定非営利活動法人　相双ＮＰＯセンター

起業セミナーの開催や各種相談対応を行っており
ます。新規にビジネスを始めたい方や、始めたばかり
の方は、ぜひ気軽にご相談下さい。地域でがんばる
方々を応援いたします。

白河市創業者支援施設らくりincubate
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コワーキングスペースとは、仕切りのないスペースで、創業者
が事務所を共有しながらも独立した仕事を行うことでの
コスト削減や利便性はもちろん、独立して働きつつ価値観を
共有する他の分野の人たちと交流しすることで、刺激し合い、
相乗効果が期待できるというメリットもあります。

●所在地／〒961-0951　白河市中町65番地楽蔵2階 ●電話番号／0248-29-8775 
●URL／http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page004041.html ●E-mail／shirakawacowork@gmail.com 
●設置者・運営者／白河商工会議所 
●設備概要／固定席：５席 自由席：８席 ミーティングスペース：5名まで利用可 Wi-Fi、コピー機 （利用期間 ４月１日から翌年の３月３１日まで。
　　　　　　　年度末に継続審査あり。最長３年。 月額指定席6,000円、固定席2,000円、商業登記4,000円、郵便受け利用1,000円) 

創業を希望する者に対し、自由に交流できる活動
拠点を提供することにより、特色ある産業及び新
たな雇用を創出し、地域産業の振興に寄与する
施設です。利用者には、白河市、白河商工会議所、
認定IMが伴走型で創業者の支援を行います。

郡山地域テクノポリスものづくりインキュベーションセンターincubate

10
当センターは、日本大学工学部キャンパス内に整備された、
24時間365日利用可能な施設です。新たに事業を開始しよ
うとする企業等を対象に、起業支援室の提供や試作セ
ンターの優先利用、インキュベーションマネージャー等に
よる技術面・経営面でのアドバイス等、研究開発から事業
化まで一貫した起業支援を行っています。

●所在地／〒963-0165　郡山市田村町徳定字中河原1番1（日本大学工学部キャンパス内） ●電話番号／024-926-0344
●URL／https://www.techno-media.net6.or.jp/incubation/ ●E-mail／monodukuri@nm.net6.or.jp 
●設置者・運営者／公益財団法人　郡山地域テクノポリス推進機構
●設備概要／起業支援室（実験室タイプ）：２室  起業支援室（事務室タイプ）：９室試作支援センター、会議室、展示コーナー
　                      （１年毎に更新審査あり。 ※最長５年  月額 1,580円/㎡）

インキュベーション・マネージャーが常駐して
おり、経営・技術面でのアドバイスに加え、専門
家・支援機関などの紹介をいたします。地場発の
「新事業創出」や「新製品開発」など「あなたの夢」
に取り組んでみませんか。

コワーキング&イベントスペース co-ba koriyamaincubate
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平日昼間はワーキングスペースとして活用され、夜間や
土日にはイベントが開催されます。住所利用が可能な
登記プランもございます。co-ba koriyamaでは、起業
家はもちろん、プチ起業を志す方、リモートワーカー、
将来の夢を持った学生など多様な人々のチャレンジを
応援しています。

●所在地／〒963-8023　郡山市緑町9-12 ●電話番号／024-922-1377  ●URL／https://co-ba.net/koriyama/
●E-mail／info.coba.koriyama＠gmail.com ●設置者・運営者／一般社団法人グロウイングクラウド 
●設備概要／会員さんや１DAY利用者さんはネスカフェバリスタを無料でお使いいただけます。駐車場有。
　                      （1年毎に自動更新。 月額8,000円～21,500円）

全国でコワーキングスペースを展開している「co-ba」
のフランチャイズチェーンなので、各地の起業家ネッ
トワークも活用できます。また、三部会計事務所の税理
士、中小企業診断士、社会保険労務士など各専門家に
気軽に相談できる場としてもご活用いただけます。

會津商人館（あいづあきんどかん）incubate
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館内には買い物客らが利用できる交流スペースや創業
希望者などを対象にした低価格の貸店舗などが設けら
れています。振興組合では入居者を独立開業できる
人材として育成し、商店街の空き店舗などの再活用に
つなげて参ります。

●所在地／〒965-0871　会津若松市栄町1-20 ●電話番号／0242-27-0729 ●URL／http://aizu-shinmei.com/
●E-mail／上記ＨＰより問い合わせフォームにて ●設置者・運営者／神明通り商店街振興組合
●設備概要／商店街の中に創られた、創業支援施設。事務所４ブース、小売り等８ブース、飲食等３ブース。
                          （１年更新。最長期間の定め無し。（起業後５年以内程度を想定）月額35,000円～65,000円）

アーケード完備の商店街の中心部に存在し、雨や雪に
濡れずに、仕事、打ち合わせ、必要なモノの購入、食事
などが可能な便利な施設です。商店街のベテラン経営者
が経営に関してのアドバイスをしてくれるのも魅力です。

いわき産業創造館 創業者支援室incubate

05
いわき市の中心市街地であるいわき駅前ＬＡＴＯＶ６階に設置
された２４時間３６５日利用可能なインキュベート施設です。
中小企業診断士、ＩＴコーディネータ、社会保険労務士などの専門
的資格を有するインキュベーションマネージャーを中心に、一貫
  した事業化支援、面談・指導、セミナーなどを受けることが出来ます。

●所在地／〒970-8026　いわき市平字田町１２０　ＬＡＴＯＶ６階 ●電話番号／0246-21-7570
●URL／http://www.iwaki-sangakukan.com ●E-mail／iwaki-sangakukan@bz01.plala.or.jp 
●設置者／いわき市 ●運営者／公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会 ●設備概要／個室（ポストインキュベートルーム）：４室 
　               半個室（メインインキュベートルーム）：７室 （１年毎に更新審査あり。最長６年 月額13,930円～32,220円）

いわき市で新たに事業を始めようとする方、
新たに事業展開を考えている方はお気軽に
ご連絡ください。あなたの夢の実現を応援
いたします！

いわきインキュベーションルーム(ⅡR)incubate
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机やフリースペース中心で、オープンな雰囲気で気楽
に利用できます。起業家やNPOスタッフなどが利用し
たり訪れることが多く、交流をもてます。コピー機やプ
ロジェクタなどの機器も廉価で利用可能。

様々な組織の事務局運営などしているので、単なる場
所貸しではなく地域の企業や団体などとの交流を持て
ます。駐車場も利用でき、市内各所へのアクセスもよく、
活動の拠点として魅力的です。いわきビジネスプラン
コンテストを運営するスタッフが起業家の悩みに気軽
にお応えしてくれるなどサポートが充実しています。

TATAKIAGE BASEincubate

07
TATAKIAGE BASEはNPO法人TATAKIAGE Japanの
会員向けのコワーキングスペースです。初めての方は
お試しで無料にてご利用いただけますので、事前に
ご希望の日時をお知らせください。2回目以降のご利
用は会員登録をお願いしております。4つのサービス
プランをご用意しています。ご自身の利用にあった
プランをお選びください。

この地域で何かやりたいという思いを持った人の次の一歩を
サポートするためにこの場所を作りました。仲間やキーマンと
の出会いの場として、アクションを始める拠点として、仲間とアクシ
ョンを進めていく基地として、この場所での出会いとつながりがあ
なたの次の一歩を後押しします。

白河市産業プラザ産業支援センター起業支援室incubate

08
白河市立図書館内に併設された産業支援センター内の
インキュベートルームです。白河駅前、そして白河中央
スマートICより車で約7分という、アクセスの良さも
魅力です。24時間365日利用可能であり、会議室も自由
に利用できます。

●所在地／〒961-0957　白河市道場小路96-5 ●電話番号／0248-21-7361 
●URL／http://sangyo-support.jp/ ●E-mail／sunport@train.ocn.ne.jp 
●設置者／白河市 ●運営者／一般社団法人産業サポート白河 ●設備概要／個室2部屋（約19平米） 会議室・給湯室（共用）
                    （1年ごとの更新あり。最長3年。月額26,450円（駐車場1台分込、電気代別）※2019年10月1日現在）

新たに起業される方、これから起業をしたいと考えて
いる方のご相談をお待ちしております。産業サポート
白河のインキュベーションマネージャーが起業に必要
なノウハウ、経営相談、各種支援制度等情報提供など
起業者を全力で支援します。

●所在地／〒970-8026　いわき市平字作町2丁目1-9 エスビル2階 ●電話番号／0246-35-1430
●URL／http://www.iwaki-liaison.co.jp ●E-mail／info@iwaki-liaison.co.jp
●設置者・運営者／いわきリエゾンオフィス企業組合 
●設備概要／フリースペース２ 個室１、共同利用スペース１ (1年毎に更新あり。月額20,000円)

●所在地／〒970-8026　いわき市平字白銀町2-10 ●電話番号／070-6952-6994 ●URL／https://tatakiage.jp 
●E-mail／info@tatakiage.jp ●設置者・運営者／NPO法人TATAKIAGE Japan 
●設備概要／・FAX・ロッカー（有料）／・インターネット無線LAN・電源・プリンター・プロジェクター・ホワイトボード・文具・冷蔵庫
　　　　　　・電子レンジ・ウォーターサーバー（無料）・コーヒー、お茶など（カンパ歓迎） （月額3,300円～11,000円※オプションあり）
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会員施設及び支援団体紹介

福島駅西口インキュベートルームincubate

01
福島のランドマークでもある「コラッセふくしま」に
存在し、実績・信用度ともに抜群の施設です。２４時間
いつでも使用可能（全館休業日を除く）。県が設置して
いる信頼性と、民間が運営する機動性を合わせた「硬軟
兼ね揃えた施設」です。平日は日中常時見学可能です。

●所在地／〒960-8053　福島市三河南町１－２０　コラッセふくしま６階 ●電話番号／024-525-4048 ●URL／http://incu.jp/　
●E-mail／info@incu.jp ●設置者・運営者／特定非営利活動法人　福島県ベンチャー・ＳＯＨＯ・テレワーカー共働機構
●設備概要／個室　5室（１年更新。最長期間は２年～５年。月額7,540円～51,540円　）

コラッセふくしまでは福島県観光物産館、福島商工
会議所、福島県中小企業団体中央会、福島県信用保証
協会など「産業支援の入口から出口まで」のワンスト
ップサービスが受けられます。

福島県大町起業支援館incubate

02
産業支援サービス業として大きな成長が期待される
カスタマーセンター業関連を対象とし、地元雇用の
創出などにより本県地域経済の活性化に資することを
目的としています。

●所在地／〒960-8041　福島市大町４番１５号　チェンバおおまち５階 ●電話番号／024-522-5800 
●URL／http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/oomachi/ ●E-mail／incu@aioros.ocn.ne.jp ●設置者・運営者／福島県
●設備概要／個室　6室（1年毎に更新審査あり。最大8年。月額21,330円～82,410円）

カードキーによる入退館管理、受付職員の配置など
セキュリティが充実。会議室や給湯室を利用できる他、
カスタマーセンター業に必要な構内交換機（PBX）や
着信呼自動分配装置（ACD）、課金装置も備えています。

株式会社ゆめサポート南相馬incubate

03
インキュベートルーム3室は、24時間365日利用な
施設です。専門の支援員を中心に各種課題に対する
一貫したサポートを行うなど、ハード・ソフトの両面
から支援を行います。

●所在地／〒975-0008　南相馬市原町区本町1丁目111番地 ●電話番号／0244-25-3310 ●URL／http://www.yumesupport.co.jp/ 
●E-mail／info@yumesupport.co.jp ●設置者・運営者／株式会社ゆめサポート南相馬 
●設備概要／インキュベートルーム　個室３室（1年毎に更新審査あり。最長3年以内。月額15,800円～19,700円）

南相馬市内で新たに事業を開始しようとする方や、
事業を始めて間もない方、市内事業所の経営相談
等は、気軽にご相談ください。産学官連携コーディ
ネート、ビジネスマッチングなど、地域でがんばる方々
を応援いたします。

相双ビジネスインキュベートセンターincubate

04
南相馬市の中心市街地に位置し、ビジネス用事務機は
もちろん、各種 IT機材（Free Wi - F i、PC：windows/ 
mac、IPad等）の利用も可能なビジネスインキュベート
施設です。

●所在地／〒975-0006　南相馬市原町区橋本町1-52-5 
●電話番号／0244-22-8500 ●URL／http://yumesoso.jp/snc/ 
●E-mail／snc@joban.co.jp ●設置者・運営者／特定非営利活動法人　相双ＮＰＯセンター

起業セミナーの開催や各種相談対応を行っており
ます。新規にビジネスを始めたい方や、始めたばかり
の方は、ぜひ気軽にご相談下さい。地域でがんばる
方々を応援いたします。

白河市創業者支援施設らくりincubate

09
コワーキングスペースとは、仕切りのないスペースで、創業者
が事務所を共有しながらも独立した仕事を行うことでの
コスト削減や利便性はもちろん、独立して働きつつ価値観を
共有する他の分野の人たちと交流しすることで、刺激し合い、
相乗効果が期待できるというメリットもあります。

●所在地／〒961-0951　白河市中町65番地楽蔵2階 ●電話番号／0248-29-8775 
●URL／http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page004041.html ●E-mail／shirakawacowork@gmail.com 
●設置者・運営者／白河商工会議所 
●設備概要／固定席：５席 自由席：８席 ミーティングスペース：5名まで利用可 Wi-Fi、コピー機 （利用期間 ４月１日から翌年の３月３１日まで。
　　　　　　　年度末に継続審査あり。最長３年。 月額指定席6,000円、固定席2,000円、商業登記4,000円、郵便受け利用1,000円) 

創業を希望する者に対し、自由に交流できる活動
拠点を提供することにより、特色ある産業及び新
たな雇用を創出し、地域産業の振興に寄与する
施設です。利用者には、白河市、白河商工会議所、
認定IMが伴走型で創業者の支援を行います。

郡山地域テクノポリスものづくりインキュベーションセンターincubate

10
当センターは、日本大学工学部キャンパス内に整備された、
24時間365日利用可能な施設です。新たに事業を開始しよ
うとする企業等を対象に、起業支援室の提供や試作セ
ンターの優先利用、インキュベーションマネージャー等に
よる技術面・経営面でのアドバイス等、研究開発から事業
化まで一貫した起業支援を行っています。

●所在地／〒963-0165　郡山市田村町徳定字中河原1番1（日本大学工学部キャンパス内） ●電話番号／024-926-0344
●URL／https://www.techno-media.net6.or.jp/incubation/ ●E-mail／monodukuri@nm.net6.or.jp 
●設置者・運営者／公益財団法人　郡山地域テクノポリス推進機構
●設備概要／起業支援室（実験室タイプ）：２室  起業支援室（事務室タイプ）：９室試作支援センター、会議室、展示コーナー
　                      （１年毎に更新審査あり。 ※最長５年  月額 1,580円/㎡）

インキュベーション・マネージャーが常駐して
おり、経営・技術面でのアドバイスに加え、専門
家・支援機関などの紹介をいたします。地場発の
「新事業創出」や「新製品開発」など「あなたの夢」
に取り組んでみませんか。

コワーキング&イベントスペース co-ba koriyamaincubate

11
平日昼間はワーキングスペースとして活用され、夜間や
土日にはイベントが開催されます。住所利用が可能な
登記プランもございます。co-ba koriyamaでは、起業
家はもちろん、プチ起業を志す方、リモートワーカー、
将来の夢を持った学生など多様な人々のチャレンジを
応援しています。

●所在地／〒963-8023　郡山市緑町9-12 ●電話番号／024-922-1377  ●URL／https://co-ba.net/koriyama/
●E-mail／info.coba.koriyama＠gmail.com ●設置者・運営者／一般社団法人グロウイングクラウド 
●設備概要／会員さんや１DAY利用者さんはネスカフェバリスタを無料でお使いいただけます。駐車場有。
　                      （1年毎に自動更新。 月額8,000円～21,500円）

全国でコワーキングスペースを展開している「co-ba」
のフランチャイズチェーンなので、各地の起業家ネッ
トワークも活用できます。また、三部会計事務所の税理
士、中小企業診断士、社会保険労務士など各専門家に
気軽に相談できる場としてもご活用いただけます。

會津商人館（あいづあきんどかん）incubate

12
館内には買い物客らが利用できる交流スペースや創業
希望者などを対象にした低価格の貸店舗などが設けら
れています。振興組合では入居者を独立開業できる
人材として育成し、商店街の空き店舗などの再活用に
つなげて参ります。

●所在地／〒965-0871　会津若松市栄町1-20 ●電話番号／0242-27-0729 ●URL／http://aizu-shinmei.com/
●E-mail／上記ＨＰより問い合わせフォームにて ●設置者・運営者／神明通り商店街振興組合
●設備概要／商店街の中に創られた、創業支援施設。事務所４ブース、小売り等８ブース、飲食等３ブース。
                          （１年更新。最長期間の定め無し。（起業後５年以内程度を想定）月額35,000円～65,000円）

アーケード完備の商店街の中心部に存在し、雨や雪に
濡れずに、仕事、打ち合わせ、必要なモノの購入、食事
などが可能な便利な施設です。商店街のベテラン経営者
が経営に関してのアドバイスをしてくれるのも魅力です。

いわき産業創造館 創業者支援室incubate

05
いわき市の中心市街地であるいわき駅前ＬＡＴＯＶ６階に設置
された２４時間３６５日利用可能なインキュベート施設です。
中小企業診断士、ＩＴコーディネータ、社会保険労務士などの専門
的資格を有するインキュベーションマネージャーを中心に、一貫
  した事業化支援、面談・指導、セミナーなどを受けることが出来ます。

●所在地／〒970-8026　いわき市平字田町１２０　ＬＡＴＯＶ６階 ●電話番号／0246-21-7570
●URL／http://www.iwaki-sangakukan.com ●E-mail／iwaki-sangakukan@bz01.plala.or.jp 
●設置者／いわき市 ●運営者／公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会 ●設備概要／個室（ポストインキュベートルーム）：４室 
　               半個室（メインインキュベートルーム）：７室 （１年毎に更新審査あり。最長６年 月額13,930円～32,220円）

いわき市で新たに事業を始めようとする方、
新たに事業展開を考えている方はお気軽に
ご連絡ください。あなたの夢の実現を応援
いたします！

いわきインキュベーションルーム(ⅡR)incubate

06
机やフリースペース中心で、オープンな雰囲気で気楽
に利用できます。起業家やNPOスタッフなどが利用し
たり訪れることが多く、交流をもてます。コピー機やプ
ロジェクタなどの機器も廉価で利用可能。

様々な組織の事務局運営などしているので、単なる場
所貸しではなく地域の企業や団体などとの交流を持て
ます。駐車場も利用でき、市内各所へのアクセスもよく、
活動の拠点として魅力的です。いわきビジネスプラン
コンテストを運営するスタッフが起業家の悩みに気軽
にお応えしてくれるなどサポートが充実しています。

TATAKIAGE BASEincubate

07
TATAKIAGE BASEはNPO法人TATAKIAGE Japanの
会員向けのコワーキングスペースです。初めての方は
お試しで無料にてご利用いただけますので、事前に
ご希望の日時をお知らせください。2回目以降のご利
用は会員登録をお願いしております。4つのサービス
プランをご用意しています。ご自身の利用にあった
プランをお選びください。

この地域で何かやりたいという思いを持った人の次の一歩を
サポートするためにこの場所を作りました。仲間やキーマンと
の出会いの場として、アクションを始める拠点として、仲間とアクシ
ョンを進めていく基地として、この場所での出会いとつながりがあ
なたの次の一歩を後押しします。

白河市産業プラザ産業支援センター起業支援室incubate

08
白河市立図書館内に併設された産業支援センター内の
インキュベートルームです。白河駅前、そして白河中央
スマートICより車で約7分という、アクセスの良さも
魅力です。24時間365日利用可能であり、会議室も自由
に利用できます。

●所在地／〒961-0957　白河市道場小路96-5 ●電話番号／0248-21-7361 
●URL／http://sangyo-support.jp/ ●E-mail／sunport@train.ocn.ne.jp 
●設置者／白河市 ●運営者／一般社団法人産業サポート白河 ●設備概要／個室2部屋（約19平米） 会議室・給湯室（共用）
                    （1年ごとの更新あり。最長3年。月額26,450円（駐車場1台分込、電気代別）※2019年10月1日現在）

新たに起業される方、これから起業をしたいと考えて
いる方のご相談をお待ちしております。産業サポート
白河のインキュベーションマネージャーが起業に必要
なノウハウ、経営相談、各種支援制度等情報提供など
起業者を全力で支援します。

●所在地／〒970-8026　いわき市平字作町2丁目1-9 エスビル2階 ●電話番号／0246-35-1430
●URL／http://www.iwaki-liaison.co.jp ●E-mail／info@iwaki-liaison.co.jp
●設置者・運営者／いわきリエゾンオフィス企業組合 
●設備概要／フリースペース２ 個室１、共同利用スペース１ (1年毎に更新あり。月額20,000円)

●所在地／〒970-8026　いわき市平字白銀町2-10 ●電話番号／070-6952-6994 ●URL／https://tatakiage.jp 
●E-mail／info@tatakiage.jp ●設置者・運営者／NPO法人TATAKIAGE Japan 
●設備概要／・FAX・ロッカー（有料）／・インターネット無線LAN・電源・プリンター・プロジェクター・ホワイトボード・文具・冷蔵庫
　　　　　　・電子レンジ・ウォーターサーバー（無料）・コーヒー、お茶など（カンパ歓迎） （月額3,300円～11,000円※オプションあり）
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会員施設及び支援団体紹介

福島駅西口インキュベートルームincubate

01
福島のランドマークでもある「コラッセふくしま」に
存在し、実績・信用度ともに抜群の施設です。２４時間
いつでも使用可能（全館休業日を除く）。県が設置して
いる信頼性と、民間が運営する機動性を合わせた「硬軟
兼ね揃えた施設」です。平日は日中常時見学可能です。

●所在地／〒960-8053　福島市三河南町１－２０　コラッセふくしま６階 ●電話番号／024-525-4048 ●URL／http://incu.jp/　
●E-mail／info@incu.jp ●設置者・運営者／特定非営利活動法人　福島県ベンチャー・ＳＯＨＯ・テレワーカー共働機構
●設備概要／個室　5室（１年更新。最長期間は２年～５年。月額7,540円～51,540円　）

コラッセふくしまでは福島県観光物産館、福島商工
会議所、福島県中小企業団体中央会、福島県信用保証
協会など「産業支援の入口から出口まで」のワンスト
ップサービスが受けられます。

福島県大町起業支援館incubate

02
産業支援サービス業として大きな成長が期待される
カスタマーセンター業関連を対象とし、地元雇用の
創出などにより本県地域経済の活性化に資することを
目的としています。

●所在地／〒960-8041　福島市大町４番１５号　チェンバおおまち５階 ●電話番号／024-522-5800 
●URL／http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/oomachi/ ●E-mail／incu@aioros.ocn.ne.jp ●設置者・運営者／福島県
●設備概要／個室　6室（1年毎に更新審査あり。最大8年。月額21,330円～82,410円）

カードキーによる入退館管理、受付職員の配置など
セキュリティが充実。会議室や給湯室を利用できる他、
カスタマーセンター業に必要な構内交換機（PBX）や
着信呼自動分配装置（ACD）、課金装置も備えています。

株式会社ゆめサポート南相馬incubate

03
インキュベートルーム3室は、24時間365日利用な
施設です。専門の支援員を中心に各種課題に対する
一貫したサポートを行うなど、ハード・ソフトの両面
から支援を行います。

●所在地／〒975-0008　南相馬市原町区本町1丁目111番地 ●電話番号／0244-25-3310 ●URL／http://www.yumesupport.co.jp/ 
●E-mail／info@yumesupport.co.jp ●設置者・運営者／株式会社ゆめサポート南相馬 
●設備概要／インキュベートルーム　個室３室（1年毎に更新審査あり。最長3年以内。月額15,800円～19,700円）

南相馬市内で新たに事業を開始しようとする方や、
事業を始めて間もない方、市内事業所の経営相談
等は、気軽にご相談ください。産学官連携コーディ
ネート、ビジネスマッチングなど、地域でがんばる方々
を応援いたします。

相双ビジネスインキュベートセンターincubate

04
南相馬市の中心市街地に位置し、ビジネス用事務機は
もちろん、各種 IT機材（Free Wi - F i、PC：windows/ 
mac、IPad等）の利用も可能なビジネスインキュベート
施設です。

●所在地／〒975-0006　南相馬市原町区橋本町1-52-5 
●電話番号／0244-22-8500 ●URL／http://yumesoso.jp/snc/ 
●E-mail／snc@joban.co.jp ●設置者・運営者／特定非営利活動法人　相双ＮＰＯセンター

起業セミナーの開催や各種相談対応を行っており
ます。新規にビジネスを始めたい方や、始めたばかり
の方は、ぜひ気軽にご相談下さい。地域でがんばる
方々を応援いたします。

白河市創業者支援施設らくりincubate

09
コワーキングスペースとは、仕切りのないスペースで、創業者
が事務所を共有しながらも独立した仕事を行うことでの
コスト削減や利便性はもちろん、独立して働きつつ価値観を
共有する他の分野の人たちと交流しすることで、刺激し合い、
相乗効果が期待できるというメリットもあります。

●所在地／〒961-0951　白河市中町65番地楽蔵2階 ●電話番号／0248-29-8775 
●URL／http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page004041.html ●E-mail／shirakawacowork@gmail.com 
●設置者・運営者／白河商工会議所 
●設備概要／固定席：５席 自由席：８席 ミーティングスペース：5名まで利用可 Wi-Fi、コピー機 （利用期間 ４月１日から翌年の３月３１日まで。
　　　　　　　年度末に継続審査あり。最長３年。 月額指定席6,000円、固定席2,000円、商業登記4,000円、郵便受け利用1,000円) 

創業を希望する者に対し、自由に交流できる活動
拠点を提供することにより、特色ある産業及び新
たな雇用を創出し、地域産業の振興に寄与する
施設です。利用者には、白河市、白河商工会議所、
認定IMが伴走型で創業者の支援を行います。

郡山地域テクノポリスものづくりインキュベーションセンターincubate

10
当センターは、日本大学工学部キャンパス内に整備された、
24時間365日利用可能な施設です。新たに事業を開始しよ
うとする企業等を対象に、起業支援室の提供や試作セ
ンターの優先利用、インキュベーションマネージャー等に
よる技術面・経営面でのアドバイス等、研究開発から事業
化まで一貫した起業支援を行っています。

●所在地／〒963-0165　郡山市田村町徳定字中河原1番1（日本大学工学部キャンパス内） ●電話番号／024-926-0344
●URL／https://www.techno-media.net6.or.jp/incubation/ ●E-mail／monodukuri@nm.net6.or.jp 
●設置者・運営者／公益財団法人　郡山地域テクノポリス推進機構
●設備概要／起業支援室（実験室タイプ）：２室  起業支援室（事務室タイプ）：９室試作支援センター、会議室、展示コーナー
　                      （１年毎に更新審査あり。 ※最長５年  月額 1,580円/㎡）

インキュベーション・マネージャーが常駐して
おり、経営・技術面でのアドバイスに加え、専門
家・支援機関などの紹介をいたします。地場発の
「新事業創出」や「新製品開発」など「あなたの夢」
に取り組んでみませんか。

コワーキング&イベントスペース co-ba koriyamaincubate

11
平日昼間はワーキングスペースとして活用され、夜間や
土日にはイベントが開催されます。住所利用が可能な
登記プランもございます。co-ba koriyamaでは、起業
家はもちろん、プチ起業を志す方、リモートワーカー、
将来の夢を持った学生など多様な人々のチャレンジを
応援しています。

●所在地／〒963-8023　郡山市緑町9-12 ●電話番号／024-922-1377  ●URL／https://co-ba.net/koriyama/
●E-mail／info.coba.koriyama＠gmail.com ●設置者・運営者／一般社団法人グロウイングクラウド 
●設備概要／会員さんや１DAY利用者さんはネスカフェバリスタを無料でお使いいただけます。駐車場有。
　                      （1年毎に自動更新。 月額8,000円～21,500円）

全国でコワーキングスペースを展開している「co-ba」
のフランチャイズチェーンなので、各地の起業家ネッ
トワークも活用できます。また、三部会計事務所の税理
士、中小企業診断士、社会保険労務士など各専門家に
気軽に相談できる場としてもご活用いただけます。

會津商人館（あいづあきんどかん）incubate

12
館内には買い物客らが利用できる交流スペースや創業
希望者などを対象にした低価格の貸店舗などが設けら
れています。振興組合では入居者を独立開業できる
人材として育成し、商店街の空き店舗などの再活用に
つなげて参ります。

●所在地／〒965-0871　会津若松市栄町1-20 ●電話番号／0242-27-0729 ●URL／http://aizu-shinmei.com/
●E-mail／上記ＨＰより問い合わせフォームにて ●設置者・運営者／神明通り商店街振興組合
●設備概要／商店街の中に創られた、創業支援施設。事務所４ブース、小売り等８ブース、飲食等３ブース。
                          （１年更新。最長期間の定め無し。（起業後５年以内程度を想定）月額35,000円～65,000円）

アーケード完備の商店街の中心部に存在し、雨や雪に
濡れずに、仕事、打ち合わせ、必要なモノの購入、食事
などが可能な便利な施設です。商店街のベテラン経営者
が経営に関してのアドバイスをしてくれるのも魅力です。

いわき産業創造館 創業者支援室incubate

05
いわき市の中心市街地であるいわき駅前ＬＡＴＯＶ６階に設置
された２４時間３６５日利用可能なインキュベート施設です。
中小企業診断士、ＩＴコーディネータ、社会保険労務士などの専門
的資格を有するインキュベーションマネージャーを中心に、一貫
  した事業化支援、面談・指導、セミナーなどを受けることが出来ます。

●所在地／〒970-8026　いわき市平字田町１２０　ＬＡＴＯＶ６階 ●電話番号／0246-21-7570
●URL／http://www.iwaki-sangakukan.com ●E-mail／iwaki-sangakukan@bz01.plala.or.jp 
●設置者／いわき市 ●運営者／公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会 ●設備概要／個室（ポストインキュベートルーム）：４室 
　               半個室（メインインキュベートルーム）：７室 （１年毎に更新審査あり。最長６年 月額13,930円～32,220円）

いわき市で新たに事業を始めようとする方、
新たに事業展開を考えている方はお気軽に
ご連絡ください。あなたの夢の実現を応援
いたします！

いわきインキュベーションルーム(ⅡR)incubate

06
机やフリースペース中心で、オープンな雰囲気で気楽
に利用できます。起業家やNPOスタッフなどが利用し
たり訪れることが多く、交流をもてます。コピー機やプ
ロジェクタなどの機器も廉価で利用可能。

様々な組織の事務局運営などしているので、単なる場
所貸しではなく地域の企業や団体などとの交流を持て
ます。駐車場も利用でき、市内各所へのアクセスもよく、
活動の拠点として魅力的です。いわきビジネスプラン
コンテストを運営するスタッフが起業家の悩みに気軽
にお応えしてくれるなどサポートが充実しています。

TATAKIAGE BASEincubate

07
TATAKIAGE BASEはNPO法人TATAKIAGE Japanの
会員向けのコワーキングスペースです。初めての方は
お試しで無料にてご利用いただけますので、事前に
ご希望の日時をお知らせください。2回目以降のご利
用は会員登録をお願いしております。4つのサービス
プランをご用意しています。ご自身の利用にあった
プランをお選びください。

この地域で何かやりたいという思いを持った人の次の一歩を
サポートするためにこの場所を作りました。仲間やキーマンと
の出会いの場として、アクションを始める拠点として、仲間とアクシ
ョンを進めていく基地として、この場所での出会いとつながりがあ
なたの次の一歩を後押しします。

白河市産業プラザ産業支援センター起業支援室incubate

08
白河市立図書館内に併設された産業支援センター内の
インキュベートルームです。白河駅前、そして白河中央
スマートICより車で約7分という、アクセスの良さも
魅力です。24時間365日利用可能であり、会議室も自由
に利用できます。

●所在地／〒961-0957　白河市道場小路96-5 ●電話番号／0248-21-7361 
●URL／http://sangyo-support.jp/ ●E-mail／sunport@train.ocn.ne.jp 
●設置者／白河市 ●運営者／一般社団法人産業サポート白河 ●設備概要／個室2部屋（約19平米） 会議室・給湯室（共用）
                    （1年ごとの更新あり。最長3年。月額26,450円（駐車場1台分込、電気代別）※2019年10月1日現在）

新たに起業される方、これから起業をしたいと考えて
いる方のご相談をお待ちしております。産業サポート
白河のインキュベーションマネージャーが起業に必要
なノウハウ、経営相談、各種支援制度等情報提供など
起業者を全力で支援します。

●所在地／〒970-8026　いわき市平字作町2丁目1-9 エスビル2階 ●電話番号／0246-35-1430
●URL／http://www.iwaki-liaison.co.jp ●E-mail／info@iwaki-liaison.co.jp
●設置者・運営者／いわきリエゾンオフィス企業組合 
●設備概要／フリースペース２ 個室１、共同利用スペース１ (1年毎に更新あり。月額20,000円)

●所在地／〒970-8026　いわき市平字白銀町2-10 ●電話番号／070-6952-6994 ●URL／https://tatakiage.jp 
●E-mail／info@tatakiage.jp ●設置者・運営者／NPO法人TATAKIAGE Japan 
●設備概要／・FAX・ロッカー（有料）／・インターネット無線LAN・電源・プリンター・プロジェクター・ホワイトボード・文具・冷蔵庫
　　　　　　・電子レンジ・ウォーターサーバー（無料）・コーヒー、お茶など（カンパ歓迎） （月額3,300円～11,000円※オプションあり）
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福島県内１４カ所のインキュベート施設及びアカデミア・コンソーシアム
ふくしま地域連携推進ネットワークが連携し、全県的な企業支援活動を展開します。

アカデミア・コンソーシアムふくしま
地域連携推進ネットワーク

■アカデミア・コンソーシアムふくしま

目　的

●所在地／〒960-1296　福島市金谷川１番地　国立大学法人福島大学地域連携課内 ●電話番号／024-548-5295 ●URL／http://acfukushima.net/ 
●E-mail／acf@adb.fukushima-u.ac.jp ●運営者／国立大学法人福島大学
●概要／福島県内の19の高等教育機関相互の連携や地域との連携，たとえば本県の産官学連携における“学”の窓口として機能する大学コンソーシアムです。
●月額使用料／各大学により異なりますので，ご相談ください。

■県北地区  福島大学・福島県立医科大学・福島学院大学・桜の聖母短期大学・福島学院大学短期大学部
■県中地区  奥羽大学・郡山女子大学・日本大学工学部・放送大学福島学習センター・郡山女子大学短期大学部・福島県立テクノアカデミー郡山
■会津地区  会津大学・会津大学短期大学部・福島県立テクノアカデミー会津
■相双・いわき地区  医療創生大学・東日本国際大学・いわき短期大学・福島工業高等専門学校・福島県立テクノアカデミー浜

正会員大学

主な活動

協議会データ

特　　長 P　　R
2010年３月に発足した、福島県内の19の高等教育機関と７つの行政、経済団
体等で構成された大学コンソーシアムです。2016年に定めた第３期中期ビジ
ョンに則り、県内各大学が一丸となって産官学連携の推進に取り組んでおり、
2018年からは大学が持つ研究シーズを活かした大学発ベンチャーの創出支援
も行っています。

本協議会は、インキュベーションシステムを全県的に展開するとともに、ビジネスインキュベーションの健全な発展を図るため、全員相互の連携を強化し、支
援人材の育成や支援者ネットワーク構築などの企業支援環境の整備を推進することにより、福島県の産業活動に寄与することを目的に、平成２０年１月１１日
に設立いたしました。

アカデミア・コンソーシアムふくしまの会員機関には２０００名を超える教員
（研究者）と、２０,０００名を超える学生がおります。これまでにはなかった
新たな産官学連携の切り口を見つけるために、是非、アカデミア・コンソー
シアムふくしまをご活用ください。

（１）起業支援に関する情報交換、情報発信に資する事業 会員間の情報交換、各施設等の情報及び起業支援情報の発信、U・Iターン者向けの情報発信
（２）起業支援に関する会員間、大学・他の支援機関との連携強化に資する事業 東北IM連携協議会との連携、会員間のセミナー等への講師相互派遣協力
（３）起業支援人材育成、知識・技術の向上に資する事業 支援事例勉強会、外部講師による勉強会
（４）創業意欲の喚起、起業風土の醸成に資する事業 起業に関する地域相談会、セミナー等の開催　

インキュベート施設や実施体制の新たな整備に関する相談窓口の設置及び対応
（５）その他、ビジネスインキュベーションの推進に関して必要な事業

（１）会員数 １５団体（インキュベート施設１４  支援団体１）
（２）事務局 福島駅西口インキュベールーム　

〒960-8053  福島市三河南町１番２０号 コラッセふくしま６階
TEL 024-525-4048　FAX 024-525-4069　E-mail／info@incu.jp　

詳しくは 福島インキュベート施設ネットワーク協議会 検　索

特　　長 P　　R

特　　長 P　　R

コミュニティステーションtecoincubate

13
起業者や移住希望者などが、 仕事、 イベント、 教室
などを開催できるフリースペース。

●所在地／〒965-0871　会津若松市栄町7-2　旧福島民友ビル2階 ●電話番号／080-6017-5959
●URL／Facebookのみ ●E-mail／info@naxia.jp ●設置者・運営者／特定非営利活動法人  環境地域文化エナジー
●設備概要／30坪のコワーキングスペース  小規模のイベントや教室開催も可能。
　                      （コワーキングスペースのため更新の制度はありません。 月額 応相談）

常時開館はしておりません。申し込みが入った場合
のみ開館するシステムで利用料を安価に抑えて
おります。

西会津町テレワークセンターincubate

14
当施設は、中山間過疎地域においてインターネット
等を活用し、地域ビジネスや起業家の育成を目的
に整備し、1号館、2号館合わせて７室設置されて
います。

●所在地／〒969-4406　（1号館）西会津町野沢字桜木前乙171の4　（2号館）西会津町野沢字諏訪西甲1023番地 
●電話番号／0241-45-2213 ●URL／https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/soshiki/6/799.html
●E-mail／syokou@town.nishiaizu.fukushima.jp ●設置者・運営者／西会津町商工観光課
●設備概要／個室７。(入居については初回は1年、以後、更新は3年単位、月額10,200円～24,650円（インターネット、光熱水費含む。））

西会津町は全域でCATVを利用した高速インターネット等
のICTを活用できます。西会津I.Cが近くにあり、会津若松市
まで20分、新潟市街まで1時間と交通の便も整っています。
テレワークセンターでは創業支援事業者と連携した窓口相
談、創業塾など入居者のビジネスの支援を行っています。
ぜひ西会津町で起業してみてはいかがですか。

～会員（インキュベート施設支援団体）
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福島県内１４カ所のインキュベート施設及びアカデミア・コンソーシアム
ふくしま地域連携推進ネットワークが連携し、全県的な企業支援活動を展開します。

アカデミア・コンソーシアムふくしま
地域連携推進ネットワーク

■アカデミア・コンソーシアムふくしま

目　的

●所在地／〒960-1296　福島市金谷川１番地　国立大学法人福島大学地域連携課内 ●電話番号／024-548-5295 ●URL／http://acfukushima.net/ 
●E-mail／acf@adb.fukushima-u.ac.jp ●運営者／国立大学法人福島大学
●概要／福島県内の19の高等教育機関相互の連携や地域との連携，たとえば本県の産官学連携における“学”の窓口として機能する大学コンソーシアムです。
●月額使用料／各大学により異なりますので，ご相談ください。

■県北地区  福島大学・福島県立医科大学・福島学院大学・桜の聖母短期大学・福島学院大学短期大学部
■県中地区  奥羽大学・郡山女子大学・日本大学工学部・放送大学福島学習センター・郡山女子大学短期大学部・福島県立テクノアカデミー郡山
■会津地区  会津大学・会津大学短期大学部・福島県立テクノアカデミー会津
■相双・いわき地区  医療創生大学・東日本国際大学・いわき短期大学・福島工業高等専門学校・福島県立テクノアカデミー浜

正会員大学

主な活動

協議会データ

特　　長 P　　R
2010年３月に発足した、福島県内の19の高等教育機関と７つの行政、経済団
体等で構成された大学コンソーシアムです。2016年に定めた第３期中期ビジ
ョンに則り、県内各大学が一丸となって産官学連携の推進に取り組んでおり、
2018年からは大学が持つ研究シーズを活かした大学発ベンチャーの創出支援
も行っています。

本協議会は、インキュベーションシステムを全県的に展開するとともに、ビジネスインキュベーションの健全な発展を図るため、全員相互の連携を強化し、支
援人材の育成や支援者ネットワーク構築などの企業支援環境の整備を推進することにより、福島県の産業活動に寄与することを目的に、平成２０年１月１１日
に設立いたしました。

アカデミア・コンソーシアムふくしまの会員機関には２０００名を超える教員
（研究者）と、２０,０００名を超える学生がおります。これまでにはなかった
新たな産官学連携の切り口を見つけるために、是非、アカデミア・コンソー
シアムふくしまをご活用ください。

（１）起業支援に関する情報交換、情報発信に資する事業 会員間の情報交換、各施設等の情報及び起業支援情報の発信、U・Iターン者向けの情報発信
（２）起業支援に関する会員間、大学・他の支援機関との連携強化に資する事業 東北IM連携協議会との連携、会員間のセミナー等への講師相互派遣協力
（３）起業支援人材育成、知識・技術の向上に資する事業 支援事例勉強会、外部講師による勉強会
（４）創業意欲の喚起、起業風土の醸成に資する事業 起業に関する地域相談会、セミナー等の開催　

インキュベート施設や実施体制の新たな整備に関する相談窓口の設置及び対応
（５）その他、ビジネスインキュベーションの推進に関して必要な事業

（１）会員数 １５団体（インキュベート施設１４  支援団体１）
（２）事務局 福島駅西口インキュベールーム　

〒960-8053  福島市三河南町１番２０号 コラッセふくしま６階
TEL 024-525-4048　FAX 024-525-4069　E-mail／info@incu.jp　

詳しくは 福島インキュベート施設ネットワーク協議会 検　索
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