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つくば研究支援センターは、研究学園都市「つくば」で、
新事業の創出や事業革新を支援しています
Tsukuba Center Inc. is supporting the creation of new business ideas and  
business innovation in science city “Tsukuba”

　つくば研究支援センターは、茨城県、日本政策投資銀行及び民間企業等76社の出資により、1988年に設立さ

れました。

　当センターは、世界有数の研究開発機関が集積している「つくば」において、産学官の密接な交流や連携のも

とに、「つくば」発の革新的な先端技術を活用し、次世代の新たなビジネスを生み出すベンチャー企業や事業革

新を進める企業の創出と成長を支援することにより、地域経済の発展と社会課題の解決に貢献することを目指し

ています。

　そのため、企業の成長段階やニーズに応じた多彩なオフィスやラボの提供をはじめ、インキュベーションマ

ネージャーによる寄り添い型の伴走支援や資金調達、販路開拓支援、先端技術情報の提供など、アントレプレナー

本位の充実したサポートを行います。

 Tsukuba Center Inc. (TCI) was established in 1988 by 76 entities such as Ibaraki Prefecture, Development Bank of Japan 
and private enterprises.
 TCI is located in Tsukuba where one of the world leading R&D organizations is concentrated, and based on close exchange 
and cooperation between industry, academia and government. We aim to contribute to the development of the regional 
economy and solving social issues by supporting the creation and growth of such as start-up companies that create new 
next generation businesses utilizing innovative advanced technologies from Tsukuba, and enterprises that pursue business 
innovation.
 With this purpose, we offer complete support to satisfy entrepreneurs, not only by providing a variety of laboratories and 
office spaces tailored to the needs and current stage of growth of the enterprises, but also by providing information on leading-
edge technology, fund raising and market development support, and accompanying support from incubation managers.
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企業の創業・成長を支援する 
多彩なオフィスやラボを提供します
We provide a variety of laboratories and office spaces to support  
the founding and growth of enterprises

　つくば研究支援センターでは、24時間利用可能なコワーキングスペースをはじめ、小スペースの部屋や複数室の連結も可
能な個室、充実装備の研究室など、ベンチャー企業の成長段階に応じた最適なワーク環境を用意しています。特に、小スペー
スオフィスの利用料金は安価に設定しておりますので、ベンチャー企業の創業期のコスト低減に貢献します。
 Tsukuba Center Inc. (TCI) has prepared the perfect work environment tailored to each enterprise’s stage of growth, such as coworking 
spaces available 24 hours a day, small-sized rooms and connectable private spaces as well as fully-equipped laboratories. Especially, the 
small office spaces have a low utilization fee, helping to reduce expenses for start-up companies at its early stage.

創業を支援する施設
Facilities to support for starting enterprises

TCIコワーキング　TCI Coworking

　テクノロジー系ベンチャーのためのコワーキングスペース。
　365日24時間利用可能です。
　● 基本利用：月額9,350円（税込）
    住所利用の場合は＋月額5,500円（税込）
 Coworking space for technology-related ventures. Available for use 24/7.
 -  Basic utilization fee: 9,350 yen per month (including tax). 

Additional fee of 5,500 yen per month (including tax) in case using address.

TCI�Coworking-Ⅱ　TCI Coworking-II

　起業家や研究者、学生、テレワーカーが気軽に集い仕事や勉強ができる、
ドロップイン可能な静かな空間です。
　利用時間：平日9:00～19:00
　● １日利用990円（１ドリンク付き税込）※回数券あり
　● ３時間利用770円（税込）

 A quiet space where entrepreneurs, researchers, students and teleworkers may 
freely drop in and gather to work or study.
 Opening hours: Weekdays 9:00 - 19:00.
 -  Daily utilization fee: 990 yen (including tax; includes one drink)  

*Multiple-entry tickets are also available.
 - Utilization fee for 3 hours: 770 yen (including tax)

シェアードオフィス　Shared Office

　３～６m2の自席固定のオフィス。ビジネスの立ち上げやネットワークの拠点として最適です。
例． 創業前～創業後最長６ヶ月以内の方　面積３m2、期間 ６カ月、月額16,500円（税込） 
（その後は３m2　月額27,500円（税込）～）

 Fixed seat office, area between 3-6 m2. Perfect for starting up business or as a networking hub.
Utilization fee Ex.:  For those who have not yet established their business, or who have established it within 6 

months prior: 3 m2 area for 6 months at a monthly fee of 16,500 yen (including tax).
(Afterwards the monthly fee for 3 m2 area: starts from 27,500 yen, including tax.)
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施設  Facilities

TCIガレージ　TCI Garage

　アイデアを形にするための試作加工用の共同作業場。
　入居企業やTCIコワーキングを利用している方は、月額11,000円（税込）
でご利用いただけます。

 Coworking space for prototype processing in order to give shape to ideas.
 Facility Users and TCI Coworking users may use it for a monthly fee of 11,000 yen 
(including tax).

企業の創業期を支える施設
Facilities to support enterprises upon their establishment stage

つくば創業プラザ　Tsukuba Start Up Plaza

25m2事務室×16室・50m2研究室×８室���茨城県指定管理施設
25 m2 office rooms x16, 50 m2 laboratories x8,  

Ibaraki Prefecture facilities with designated management 

　茨城県がつくば研究支援センターの敷地内に設置し、つくば研究支援センター
が運営するインキュベーション施設。25m2の事務室が88,000円、50m2の研究
室が176,000円（いずれも税込、月額・共益費込み）です。
 Incubation facility established by Ibaraki Prefecture within the site of, and operated by 
TCI. The monthly rental fees, including common service expenses and tax, are as follows; 
88,000 yen for the 25 m2 office rooms and 176,000 yen for the 50 m2 laboratories.

つくば創業プラザ�Start�Up�Office　Tsukuba Start Up Plaza - Start Up Office

30m2×６室���茨城県指定管理施設
30 m2 rooms x6, Ibaraki Prefecture facilities with designated management 

　つくば駅から徒歩８分の好立地にあるスタートアップのためのオフィス。30m2の事務室が104,500円（税込、月額・共
益費込み）です。
 The Tsukuba Start-Up Office is the well-located office for start-up companies, an 8-minute walk from Tsukuba Station. The monthly 
rental fee, including common service expenses 
and tax, is 104,500 yen for the 30 m2 office 
rooms.
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便利な共用空間
Convenient common areas

企業の成長を支える施設
Facilities to support the growth of enterprises

TCIレンタルオフィス　TCI rental offices

Ａ棟30m2×41室・Ｃ棟20～50m2×23室
41 rooms with 30 m2 in Bldg. A, 23 rooms with 20–50 m2 in Bldg. C 

　コンパクトなオフィスですが、成長に応じて部屋を連結し、大きなオフィスとして
利用することもできます。成長期のベンチャー企業の拠点として、あるいは、つくば
の研究機関や大学との連携拠点としてご利用いただけます。
 Though each office is compact, rooms can be linked together and made into a larger office 
according to growth level. The offices may be used as a base for growing start-up companies, or 
as a base for cooperation with public research institutes and universities in Tsukuba.

お弁当やお菓子から文具、切手まで扱う売店
Shop (handling meals and snacks, stationery,  
postage stamps etc.)

居心地のよい共用スペース
Comfortable common area

入居者専用のミーティングルーム（５室）
Meeting rooms exclusive for Facility  
Uses only (5 rooms)

当センター受付
TCI reception desk

商談やミーティングなど自由に使えるロビー 
Free lobby for meetings or business discussions
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施設  Facilities

● 入居者は敷地内駐車場（有料・月極）をご利用いただけます。
- Facility Users may also use the on-site parking lot (at monthly fee).

TCIレンタルラボ　TCI rental laboratories

Ｄ棟50m2×40室・Ｇ棟25～96m2×12室
40 rooms with 50 m2 in Bldg. D, 12 rooms with 25–96 m2 in Bldg. G 

　化学やバイオ系の研究にも対応した本格的な実験室です。
　最先端技術が集積するつくばの中心で、公的研究機関や大学との共同研究の場とし
てもご利用いただけます。
 Laboratories which can also accommodate Chemistry and Biosciences research.
 At the heart of Tsukuba, a high concentration place of state-of-the-art technology, these can 
also be used for collaborative research with public research institutes and universities.

明るいレストラン
Open restaurant

図書スペース
Reading space
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アントレプレナー本位の 
充実したサポートを行います
We offer complete support to fully satisfy entrepreneurs

　つくば研究支援センターでは、ベンチャー企業向けに、事業や会社の立上げ期から成長期に至るまですべてのステップに、
経験豊富なインキュベーションマネージャー（IM）が伴走するとともに、会計・税務・労務・法務・知財などの専門家や、
資金提供、販路開拓を支援するTCIサポートパートナーと連携することで、質の高い一気通貫の支援をワンストップで実現
しています。さらに、自ら起業し企業を成功に導いた経験のあるメンターが、成長の加速化を行います。また、中小企業向
けには、産学官ネットワークを活用した最新の研究開発情報の提供や研究資金の獲得支援、個別相談などを行い、事業革新
を支援しています。
 Tsukuba Center Inc. (TCI) actualizes a seamless, high quality, one-stop support service. We provide start-up companies with an 
experienced Incubation Managers (IMs) who assist at every step of the way from the period of establishing the business or company until 
its growth stage, TCI Support Partners who offer their aid in funding and market development, and specialists in areas such as accounting, 
taxation, labor, legal, and intellectual property affairs. Further, ventures can accelerate their growth by getting help from Mentors who have 
started and lead their own enterprises to success. We also support business innovation by providing small-to-medium-sized enterprises 
with individual consultation, R&D funding support, as well as the latest R&D information by making use of our industry-academia-
government network.

創業支援
Start up support

TCIプレ・アントレ・クラブ　 
TCI Pre-Entrepreneur Club

　これから起業をしてみたいという方々に有用な関連情報の提供や相談等を
無料で実施しています。どなたでもネット上で簡単に会員登録ができます。
 TCI provides free consultation and useful related materials for those who are 
considering starting up a business. Anyone may easily register online as a member.

TCI創業スクール　TCI Start-up School

　ベンチャー企業の創業を支援するスクール。企業経営の基本に知財や資本政策なども
加え、つくば発の先輩ベンチャーから体験談や戦略が聞けるなど、新たな技術やアイデ
アで事業化を目指す方向けの講座が充実しています。スクールで構築される起業家間の
ネットワークは貴重な財産となるほか、スクール終了後もIMや専門家による伴走支援
が継続します。
 The TCI Start-up School supports starting a business. TCI implements a thorough course 
targeted at those who wish to convert new technologies or ideas into businesses. Participants can 
learn the basic way to founding, other topics such as intellectual property and capital policies, 
and also listen to the experiences and strategies of senior entrepreneurs from Tsukuba. After the 
course, graduates can gain valuable assets such as an entrepreneurs’ network created at the school, 
and continue to receive follow-up support from IMs and Specialists.
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支援  Support

オープンイノベーションの推進
Promotion of open innovation

つくばイノベーションマッチングサイト（TiiMs）　 
Tsukuba Innovation Matching Site (TiiMs)

　つくば発ベンチャーを中心に最先端の技術やアイデアを持って革新的な
ビジネスに挑戦している企業と、新製品や新事業を協創したい企業やVC
等との出会いの場を提供するオープンイノベーションのためのマッチングサイトです。
　業種やフリーワードで企業の検索が行えるほか、会員登録すると会員間でメッセージのやり取りが可能となります。
 An online matching site for open innovation focused mainly on start-up companies originating from Tsukuba, is providing a meeting 
place between enterprises wishing to collaborate in the creation of new products or new business activities and other enterprises currently 
undertaking revolutionary businesses equipped with state-of-the-art technologies and ideas.
 Anyone can find enterprises by industry category, field of activity or free word search, and registered members are also allowed to 
exchange messages between themselves.

産学官ネットワークの活用　Making use of the industry-academia-government network

　つくば及び周辺地域の企業に、つくばの公的研究機関や大学で開発された先端技術情報を提供しています。また、当セン
ターのコーディネータが、新技術に関心を持つ企業と公的研究機関や大学との橋渡しを行い、産学官連携のもとで企業の新
規事業への参入を支援しています。
 TCI provides information on the leading-edge technology developed by public research institutes and universities in Tsukuba to 
enterprises also based therein and in the surrounding areas. Also, our relationship Coordinators support enterprises that are entering 
new business activities, under industry-academia-government cooperation, by becoming a bridge between enterprises interested in new 
technologies and public research institutes and universities.

TCIベンチャーアワード　TCI Venture Award

　高い技術力と独自の事業プランをもって、社会への貢献を果たそうとする「つ
くば発ベンチャー」に対し、広く事業プランのプレゼン機会を提供し、優秀な
ベンチャー企業を表彰することにより、つくば発ベンチャーの成長を促進する
とともに、本アワードが若い世代の起業意欲を喚起し、新たな事業の創出につ
ながることを目的に開催しています。
 The TCI Venture Award honors potential start-up companies launched to 
commercialize the technologies in Tsukuba, which are trying to contribute to society 
with excellent capabilities of technology and unique business plans, and provides an 
opportunity to present a business plan. This award aims to promote the growth of start-up 
companies and to lead the creation of new businesses by promoting the entrepreneurship 
of young generations.
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つくばビジネスマッチング会（東京開催）　Tsukuba Business Matching Event (held in Tokyo)

　三井物産、産業技術総合研究所と共催で、つくばの研究シーズとベンチャー
企業の技術や製品を大手企業に紹介します。
　ショートプレゼンに加え、個別ブースでの展示・デモンストレーションによ
り、共同研究や協業への発展を目指します。
 At the event, which is held in conjunction with Mitsui & Co. and the National Institute 
of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), TCI introduces products 
and technologies from start-up companies and research seeds from Tsukuba to large 
corporations.
 Participating companies aim to develop into joint research and collaboration through 
exhibitions and demonstrations at individual booths in addition to short presentations.

AIST・筑波大・TCIベンチャー技術発表会（つくば開催）　 
AIST / Tsukuba University / TCI Business Ventures Technology Presentation Conference (held in Tsukuba)

　つくば発ベンチャー企業の技術や製品・サービスを地域のコーディネータや企
業に紹介し、販路等の可能性を探るとともに、地域企業間の協業、研究機関との
共同研究を目指します。また、事前にプレスへの積極的な案内を行うなど、製品
やサービスのプレスリリースを支援します。
 At the presentation, TCI will introduce the technologies, products and services of the 
start-up companies originating from Tsukuba to regional coordinators and enterprises, 
explore the possibility of commercialization etc., also, aim for collaboration between local 
enterprises and joint research with research institutions. Prior to the presentation, TCI will support the press release of products and 
services by actively providing the press with information.

製品開発・販路開拓支援事業（TCIサポートパートナーと連携した支援）　 
Product and Market Development Support Business (support provided via cooperation with TCI Support Partners)

　蔵前工業会（東工大同窓会組織）と連携し、企業からのヒアリングにより、製品評価から販売先のターゲティングを行う
ほか、紹介先への同行支援を実施しています。また、セールスレップなどの登録専門家とIMが協力し、製品開発から、マー
ケティング、企業間交渉まで、幅広い支援を実施しています。
 In cooperation with the Tokyo Tech Alumni Association, TCI can conduct activities ranging from product evaluation to customer 
targeting, based on interviews with tenants. In addition, when matching the company introduced by the association with a tenant, IM will 
accompany to provide on-site support. Also, through the assistance of IMs and registered professionals such as sales reps, TCI implements 
a comprehensive support covering areas from product development to marketing, and even negotiations between enterprises.

資金調達支援
Funding raising support

つくば発!�研究開発型ベンチャー企業ミートアップ（東京開催）　 
From Tsukuba! R&D Venture Companies Meet-up (held in Tokyo)

　関東経済産業局と共催で、つくばのテック系ベンチャー企業をVC等へ紹介し、資金調達を支援します。
 At the event cohosted by the Kanto Bureau of Economy, Trade and Industry, TCI supports fund raising by introducing technology start-
up companies originating from Tsukuba to VCs etc.
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VC・金融機関の紹介や公的融資制度の紹介、助成金・補助金の獲得支援　 
Introduction of VCs and financial institutions, introduction of public funding systems,  
support for obtaining grants and subsidies

　つくば発ベンチャーに対し、TCIサポートパートナーであるVCや金融機関を個
別に紹介しています。また、公的資金（補助金等）を獲得できるよう、申請書類
の作成の助言やグループ申請の連携先の紹介・橋渡しなど、様々なご相談に対応
しています。
 TCI introduces VCs and financial institutions who are TCI Support Partners to start-
up companies originating from Tsukuba on an individual basis. We also offer several 
consultation services to assist ventures in obtaining public funding (subsidies etc.), such 
as advice on drawing up application documents, or introducing collaborators for group 
applications.

ネットワークの形成
Forming a network

ベンチャー企業とサポーター等との交流イベント　 
Exchange events between start-up companies and supporters, etc.

　ビジネスに繋がる情報交換とネットワーク作りを目的に、つくば発のベンチャー
企業同士やベンチャー企業とサポーター、ベンチャー企業とものづくり企業の交
流の場として開催しています。
 TCI holds the events as an opportunity for exchange between start-up companies 
originating from Tsukuba, between the venture companies and supporters, and between 
the venture companies and manufacturers, with the purpose of promotion for exchanging 
information that may lead to business and for building their network.

０（ゼロ）のお茶会　Tea Party ‘Zero no Ocha-kai’

　毎月10日・20日・30日に開催する入居者交流の場です。ロビーにお茶・お菓子
を用意し、入居者同士がお互いを知る場として開催しています。
 TCI offers an opportunity for exchange between Facility Users on the 10th, 20th, and 30th 
of every month. The event is held so that Facility Users may know each other, while tea and 
sweets are served at the lobby.

情報提供
Provision of information

つくばの研究成果やイベント情報の提供　 
Provision of information on events and research results from Tsukuba

　つくばの多くの研究機関から産み出されている最先端の科学技術の研究成果について、各研究機関が発表する講演会など
の情報を地域企業に提供しています。また、つくば発の研究開発情報の中から地域企業の課題解決に役立ちそうな情報を当
社のコーディネータが平易に解説し、インターネット上に提供しています。
 TCI provides local enterprises with information regarding the results of leading-edge science and technology research, produced by 
many research institutes in Tsukuba, and presented by each of them at seminars etc. Also, our relationship Coordinators explain in plain 
words and provide online any Tsukuba originated R&D information that may prove useful in solving issues faced by local enterprises.
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企業相談対応
Dealing in consultation from enterprises

　ベンチャー・中小企業が抱える様々な課題について、当社のIMやコーディネータが、TCIサポートパートナーの各種専
門家、公的研究機関・大学、茨城県の支援機関とも連携をとりながら、個別の相談に応じています。
 In-house IMs and our relationship Coordinators, while cooperating with specialists of each field from the TCI Support Partners, with 
public research institutes and universities, and with Ibaraki Prefecture support institutions, attend to the several issues that business 
startups and small-to-medium-sized enterprises may be facing by offering individual consultation services.

支援人材
Support personnel

インキュベーションマネージャー（IM）　Incubation Manager (IM)

　メンターやTCIサポートパートナーと連携し、企業の立ち上げから成長まですべてのステップに伴走します。
 IM provides side-by-side support at every step from the enterprise’s start-up to its growth stage in cooperates with Mentors and TCI 
Support Partners.

TCIサポートパートナー　TCI Support Partner

　会計・税務・労務・法務・知財などの専門家や、VC・金融機関等がTCIサポートパートナーとして、経営支援、資金調
達支援、販路開拓支援を行います。
 As TCI Support Partner, specialists in areas such as accounting, taxation, labor, legal, and intellectual property affairs, as well as VCs 
and financial institutions, provide support regarding management, fund raising, and market development.

メンター　Mentor

　自ら起業し企業を成長させた経験のあるメンターによるメンタリングで、成長の加速化を行います。
 Ventures can accelerate their growth by getting coached by Mentors who have started and lead their own enterprises to success.

コーディネータ　Coordinator

　研究開発や市場開拓等の分野で貴重な事業経験をもつエキスパートが、つくばの公的研究機関や大学等の先端技術に関
心をもつ企業のサポートを行います。
 As Coordinator, experts possessing valuable business experience in fields such as R&D and market development provide support for 
enterprises interested in the leading-edge technologies from Tsukuba’s public research institutes, universities, etc.

  成長

個別支援

   連携・橋渡し

  個別支援

 橋渡

インキュベーションマネージャー
（ＩＭ）

コーディネータ

ｔｃｉサポートパートナー

メンター
ベンチャー企業

↑

プレ・アントレ

大 学

研究機関

茨城県の支援機関

公的機関

民間企業

中小企業

し

支援  Support



貸会議室（研修室・ホール）のご案内
Information on rental meeting rooms (training rooms, halls)

　入居者以外の方でもお使いいただける、18人～100人が利用できる６タイプの研修室と、大小２つのホールをご用意し

ております。新型コロナウイルス対応期間中は、収容人数を1/2としております。

　無料Wi-Fiや駐車場も備えており、会議・セミナー・パーティー等イベントにご利用いただけます。また、WEBカメラ

やスピーカー等も用意していますのでWEB会議やWEBセミナーにもご利用いただけます。

 Tsukuba Center Inc. (TCI) offers 6 meeting rooms and large/small 2 halls with an occupancy between 18 and 100 people for each, 
available as well for those who are not Facility Users. Maximum capacity will be half of the occupancy to prevent the spread of COVID-19 
for a while.
 Also prepared free Wi-Fi and parking lot, these may be used for events such as meetings, seminars, parties, etc. In addition, we have web 
cameras and speakers etc., so available for web meetings and web seminars.

研修室・ホール 広さ 収容人数

研修室Ａ 190m2 99人

研修室Ｂ   97m2 54人

研修室Ｃ   50m2 24人

研修室１   70m2 36人

研修室２   35m2 18人

研修室３   35m2 18人

大ホール 145m2 36人※1

小ホール   86m2 20人※2

※1 立食パーティーの場合は100人
※2 立食パーティーの場合は30人

研修室 A

小ホール研修室２
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