


つくば研究支援センターは、「つくば」の
中心で、産学官の連携のもとに、新事業
創出を推進しています。
Tsukuba Center Inc. is promoting the establishment of new business based on cooperation 
between governmental, academic, and industrial sectors in the center of ‘Tsukuba Science 
City’.

　つくば研究支援センターは、世界有数の研究開発機関が集積している「つくば」に、茨城県、日本政
策投資銀行及び民間等76社の出資により、1988年に設立されました。

　当センターは、「つくば」に立地するという特長を最大限に活かし、産学官の研究者の交流・連携の
もとに、地域の活性化に役立つセンターとなることを運営の基本としています。

　多彩なレンタルラボやオフィスの提供、ベンチャー企業の育成、公的研究機関や大学と企業との連携
の促進、つくばで開発された技術情報の提供などを行っています。

Tsukuba Center Inc (TCI) was established in Tsukuba Science City in 1988, with investment from the Ibaraki 
Prefectural Government, the Development Bank of Japan and 76 private companies.

Taking full advantage of its location at the heart of the Science City, TCI is providing services that benefit 
regional development in Tsukuba and surrounding areas by supporting exchanges and cooperation between 
researchers from governmental, academic, and industrial sectors.

TCI is acting as a base for support for the establishment of startup companies and is promoting cooperation 
between R&D development teams from governmental, academic, and industrial institutions. TCI also provides 
information on R&D in Tsukuba through the internet and various journals.



産学官連携による新事業の創出を促進しています。
Promotion of cooperation between governmental, academic, and industrial sectors

産学官ネットワークの形成
Formation of Network between Governmental, Academic, and Industrial Sectors

競争的研究資金獲得の支援
Support for Winning Competitive Research Funding

　産業の活性化やベンチャー企業の育成をめざし、つくば
の公的研究機関や大学で開発された技術をつくば及び周辺
地域の企業に提供するため、ネットワークの形成を推進し
ています。当センターのコーディネータが、これらの技術
に関心のある企業と公的研究機関や大学とのマッチングを
行っています。
　In order to promote the activities of the industrial sector 
and the establishment of startup companies, TCI is developing 
a network for providing information from universities and 
governmental and public organizations in Tsukuba to private 
enterprises in Tsukuba and surrounding areas. TCI coordinators 
are connecting industries with potential research organizations.

　経済産業省や文部科学省などが、新事業創出や産業化を目指したプロ
ジェクトを助成するために様々な補助金・委託事業等の制度を整備して
います。中小企業が、公的資金（補助金・委託費等）を獲得して、リスク
を伴う研究開発を推進し、さらに事業化を目指すお手伝いを致します。
　最適な競争的研究資金制度の選択、申請書類作成の助言、産学官連携
先のコーディネーションや管理法人業務など、様々なご相談に対応して
います。
　The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) and Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) provide a number 
of programs consisting of various subsidies and commission expenses, to 
support projects aiming at new business creation and industrialization. TCI 
supports small to medium-sized enterprises in attempting to win competitive 
research funding on their behalf, thereby promoting R&D projects and 
industrialization.
　TCI is providing support in various ways, such as by choosing the best 
competitive research fund, improving application forms, coordinating industry-
academia collaboration partners, and offering project management services.



「つくば」の研究開発・イベント情報の提供
Provision of Information on the Research Activities and Events of Universities and 
Governmental and Public Organizations

Sotaku フロア
Sotaku Floor

　ますます多様化・高度化する科学技術に対応するため、つくばで開発された最先端科学技術を紹介するセ
ミナーの開催や、研究機関等が行うセミナーや講演会などの情報提供を行っています。その他、つくばの研
究開発情報などをインターネットを通して提供しています。
　In order to keep pace with the rapid progress and diversification of science and technology, TCI has created a series 
of seminars through which to introduce the newest technologies. TCI also provides news on symposia and workshops 
to be held in Tsukuba and other places. In addition, TCI provides information on research and development in 
Tsukuba through the internet.

　公的研究機関や茨城県の支援機関、当社のコーディネータが連携し、企業の相談に応じています。
　TCI is cooperating with coordinators at public research institutes and Ibaraki Prefectural Government organizations 
to promote activities in response to demands from industries.



充実した通信インフラ、24時間対応のセキュリティーシステム、
無料で利用できるミーティングルームをご用意しています。
TCI provides all tenants with a cutting-edge communication infrastructure, a comprehensive 
security system allowing 24-hour use of facilities, and free meeting rooms.

創業準備ルームでは机とキャビネット、無料のインターネット接続サービスをご用意しています。
Incubation rooms are equipped with desks, chairs and free internet access.

多彩なレンタルラボ・オフィスを提供し、新事業創出を支援しています。
Provision of various types of rental laboratories and offices

レンタルラボ（50㎡×36 rooms）
大型実験室（360㎡×1 rooms・25～120㎡×6 rooms）
Rental Laboratories

レンタルオフィス（30㎡×40rooms・50㎡×9 rooms）
Rental Offices

インキュベーションルーム（25㎡×14 rooms・3～6㎡）
Incubation Rooms

　つくばの中心で、先端技術の研究開発基地としてご利用いた
だける本格的実験室です。つくばに立地する公的研究機関や大
学との共同研究の場としても最適です。
　Rental laboratories are suitable for jo int research with 
governmental and public research organizations and universities.

　小規模な部屋から複数連結可能な部屋まで幅広くご用意して
います。企業の情報戦略拠点として、また研究機関への営業拠
点としてご利用ください。
　Rental offices are equipped to satisfy the needs of private 
corporations. They are ideal for use as a base for information 
gathering or business promotion activities with governmental and 
public research organizations.

　創業間もない企業には約３㎡と約６㎡の２種類のシェアード
オフィス「創業準備ルーム」をご用意しています。
　さらに優秀なビジネスプランをもつベンチャー企業には家賃
の特別割引制度を適用し、成長を支援します。
　Small booths with two different spaces - roughly 3㎡ and 6㎡ 
- are provided for private corporations that have launched new 
businesses. TCI will offer special discounts to corporations with 
innovative business plans, and will assist their development.



施設に常駐するインキュベーションマネージャーが、各種支援機関や専門家との連携のもと、会社設立
から事業計画策定、研究開発、販路開拓まで幅広く支援します。

TCI's incubation managers will help companies to initiate their business, to develop a business plan, to 
conduct research, and to market their product.

ベンチャー企業の創出と成長を支援します。
Supporting the establishment and growth of startup companies

専門家による無料相談会
Free Consultation with Experts

公認会計士・税理士・社会保険労務士等の専門家があなたの会
社をサポートします。
Experts including a certified public accountant, a licensed tax 
accountant, and a certified social insurance labor consultant are 
available to help tenants.

耳よりセミナー
Seminar for Startup Companies

毎月、ベンチャービジネスに役立つ情報セミナーを開催していま
す。
TCI tenants are able to obtain business information through the 
monthly seminar for startup companies.

ゼロのお茶会
Informal Meetings for Information Exchange

毎月ゼロの付く日（10日、20日、30日）の午後３時に開催。
交流の輪が広がります。
Informal meetings with tea are held at 15:00 on the 10th, 20th and 30th 
each month.

販路開拓支援事業
Support for Market Development

ビジネスマッチング会の開催や展示会への共同出展等を行い、
ベンチャー企業の販路開拓を支援しています。
TCI helps startup companies to participate in business matching 
meetings and joint exhibitions, and encourages them to develop their 
markets.



　茨城県が設置したインキュベーション施設「つくば
創業プラザ」の指定管理者として、施設の運営及び入
居企業の支援を行っています。

　TCI manages and operates the Plaza as part of its Ibaraki 
Prefecture-designated role of administrator of the Plaza. TCI also 
supports all businesses that are using the facilities.

18人～100人収容の５タイプの研修室と大小２つのホールを用意しています。
会議・セミナー・講演会・展示会・各種イベントにご利用頂けます。

Seven conference rooms in five different layouts, with seating capacities ranging from 18 to 
100 persons, are available for meetings and seminars. There are also two multi-purpose halls of 
different sizes, which can be used for functions such as banquets and exhibitions.

研修室・ホール 広さ 収容人数
研修室Ａ 190㎡ 99人
研修室Ｂ 97㎡ 54人
研修室Ｃ 50㎡ 24人
研修室１＋２ 70㎡ 36人
研修室３ 35㎡ 18人
テクノホール大 145㎡ 36人（立食パーティーの場合は100人）
テクノホール小 86㎡ 20人（立食パーティーの場合は 30人）

１階 研究室50㎡× 8室
２階 事務室25㎡×16室

▲研修室Ａ テクノホール小▶

各種研修室・コンベンションホールの提供
Conference rooms and halls

つくば創業プラザ運営  Management and Operation of Tsukuba Incubation Plaza




