
福井県産業情報センター 坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16

入居施設（インキュベートルーム、共同研究室）

情報産業の育成と中小企業の情報化支援を目的とした施設です。イベントホールや会議室の

ほか、ＩＴ研修用のパソコン実習室、ＩＴ関係の創業間もない企業を対象としたインキュ

ベートルームなどの貸出施設があり、企業の情報化の促進やＩＴを使ったビジネス展開等に

ご利用いただけます。

７階にコワーキングスペースおよび創業を目指す方に安価で利用していただけるスタート

アップエリアを整備するとともに、入居施設の小割化を実施し、小さな規模でスタートする

ＩＴベンチャーの方に一層利用しやすくなりました。

ＩＴを活用した創業や新規事業に取り組む方に事務所スペースを提供します。

入居施設（技術開発室）

※インキュベートルームの場合対 象

・情報通信関連産業分野の企業および個人で立ち上がり期（事業計画開始からおおむね５年以内）の方で、支援を要する方

◎ 空き室がある場合は、当センターホームページ等でお知らせします。 ※入居に際しては審査があります。

◎ 入居期間は1年（最長3年まで入居期間の延長が認められる場合があります）

・情報通信関連産業分野へ進出または研究開発に取り組もうとする中小企業（部門の新設）で、支援を要する方

・情報通信関連産業分野の立ち上がり期にある者の支援のために活動する者であって、特に認めた方

◆インキュベートルーム ８室 ※ 単価820円／㎡

ＩＴを活用して事業を行う企業向けに、高度なネットワーク環境を持つ事務所スペースを提供します。

＜タイプＡ＞ ７室 広さ27.13㎡ ＜タイプＢ＞ １室 広さ26.60㎡

◆共同研究室 ２室 ※ 単価820円／㎡

＜タイプＡ＞ １室 広さ36.47㎡ ＜タイプＢ＞ １室 広さ59.74㎡

対 象

・情報通信関連産業分野の事業を行う者

・情報技術者の育成を目的として情報処理関連の教育を行う者

・福井県産業情報センターの情報通信設備を利用し、情報通信機器を高度に活用した事業を行う者
◎ 空き室がある場合は、当センターホームページ等でお知らせします。 ※入居に際しては審査があります。

◎ 入居期間は3年（入居期間の延長が可能です）

◆技術開発室 １8室

問い合わせ先
ふるさと産業育成部 ベンチャー・Ｅビジネス支援グループ

ＴＥＬ 0776-67-7416 ＦＡＸ 0776-67-7439

コワーキングスペース＆スタートアップエリア
◯コワーキングスペース
wifi環境が完備したコワーキングスペースを無料で
利用できます。個人やグループでの利用、ミニ勉強
会などで利用できます。

［開設日時］

月曜日から金曜日

（祝日、年末年始を除く）

午前９時～午後９時

※事前予約で、ミニ勉強会

や交流会を行うことも可

能です。

◯スタートアップエリア
ＩＴを活用した創業を考えている方や事業計画を作成中の

方が気軽に利用できるシェアオフィス型の入居施設です。
［部屋のタイプ］ ※㎡単価820円

＜マイクロ＞4室 ＜Ａタイプ＞13.95㎡ ＜Ｂタイプ＞15.45㎡

＜スモール＞4室 ＜Ａタイプ＞19.95㎡ ＜Ｂタイプ＞22.11㎡

◎入居に際しては審査があります。

◎入居期間6カ月（最長1年まで入居期間延長が認められる場合があります）

※ 部屋面積は26.69㎡～109.16㎡のタイプから選べます。

※㎡単価2,030円(使用面積、創業年数による割引制度もあります)

◯学生ベンチャー・チャレンジ応援事業
学生等の創業を後押しするため、情報センタービルに入居して創業を目

指す学生等に対して、起業にかかる経費や初期段階における活動経費を

支援します。（P7参照）
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産業情報センターでは、企業に向けたＩＴ人材育成の研修も
行っています。 詳しくはＰ３１をご覧ください。

午前９時から午後９時利 用 時 間

※お電話または窓口での口頭によるお申込は、正式な申込に

なりませんのでご注意ください。

申 込 方 法

12月29日から翌年の1月3日休 館 日

利用希望日の１年前

（土日祝日・休館日の場合はその翌平日）

午前８時３０分から、利用希望日の２日前まで。

申込受付期間

福井県産業情報センター施設利用、申し込みについて

施設によって変わりますので

ホームページをご確認ください。

料 金

空き状況の確認、施設利用料金・申込書の

ダウンロード等はホームページをご覧ください。

http://www.fukui-iic.or.jp/

「福井県産業情報センター利用申込書」に必要事項を
ご記入の上、FAX・郵送・またはメールにてご提出ください。

申込書については、郵送・FAXでの送付もしていますので、

ご希望の方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

貸出施設（マルチホール、会議室）

総務部
ＴＥＬ 0776-67-7414 ＦＡＸ 0776-67-7419
※福井県産業情報センターは、福井県が設置し、指定管理者として指定を受けた

当センターが管理運営しています。

◆マルチメディア制作コーナー（４Ｋカメラ、編集機）
福井県マルチメディアサポートセンターに４Ｋ映像を撮影す

る専用カメラと編集機を新たに導入し、貸出しをしています。

専門家が撮影をサポートする他、スタジオ内ではライブ配信

をすることも可能です。

◆会議室

４室（24人収容可能2室(54人収容なら1室)、18人1室、24人1室）

◆マルチホール １室（300人まで収容可能）

◆パソコン実習室 2室（２１人収容可能）

生徒２０台＋講師用１台設置

独自ソフトによる研修にもご利用いただけます。

※ Windows7,10に対応

貸出施設（パソコン実習室、マルチメディア制作）

観覧席、教室形式と目的や規模（６０～３００人）

に応じて使用することが可能です。

＜料金の例＞ ※午前利用の場合

教室形式 13,330円／観覧席形式：21,390円

会議室ＡＢの収容人数は各24人で、パーテーションを撤去し2室を1室に

して使用すると最大54人まで利用可能になります。少人数の打ち合わせ

から、中規模のセミナーまで、幅広い用途にご利用いただけます。

◆ 全室wi-fi完備で様々な情報を共有することも可能です。

問い合わせ先
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◆ＩＴの活用方法について、いつでも相談できます

・ご来所の際は、開館中は相談員が常時対応

・電話での相談にも対応

・嶺北地域の方のご相談にも対応

◆こんなご相談に対応させていただきます

・パソコンの操作について

・全般的な相談

・インターネットに関する相談

・トラブル解決の相談

パソコン研修に利用できる施設です。

受講者用10台と講師用１台の機器を設置。

◆初心者の方に、無料でミニセミナーを開催

パソコンの操作や活用方法は、ちょっとしたコツが分かれば

案外簡単。そんな、ちょっとしたノウハウをお教えします。

・パソコン初歩の初歩
・ホームページ作成入門
・Ｅｘｃｅｌ＆Ｗｏｒｄ体験/便利わざ/年賀状・見積書作成
・ブログ入門
・ネットの危険からＰＣを守る（ウィルス駆除他）
・デジカメ撮影速効テクニック

お問合せ・お申し込みは電話または
メール（E-mail：reinan@fisc.jp）にて

講座時間 ： 10：00～12：00（1日1講座）
定 員 ： 2名（お1人でも受講可）
※希望日の３営業日前までにお申し込みください。

福井県産業情報センター 嶺 南 支 所 小浜市小浜白鬚112

無料でご利用いただけます

問い合わせ先

パソコン実習室

嶺南支所は、嶺南地域の中小企業の経営者・従業員、個人

事業者等のＩＴ活用を支援するために、福井県が整備した

施設です。

開館中いつご来所いただいても、お悩みにお答えします。

また、無料でご利用できるミニセミナーや体験コーナーも

設置しておりますので、お気軽にご来所ください。

相談コーナー

◆ＩＴ関連の雑誌や書籍を備えています。

・日経パソコン（初心者～中級者向）

・ＭａｃＦａｎ（初心者～中級者向）

・日経ＰＣ２１（初心者～中級者向）

ミニセミナー

◆光ファイバー高速インターネットがいつでも使用可能

・パソコン4台設置

・Microsoft Internet 2010（インターネット）

・Microsoft Office2003 ProfessionalEdition（オフィス）

・HeTeMuLu Creator（ホームページ作成）

・Nero７ Essential（CD作成） など

他にも便利なソフトがたくさん入っています。

パソコン体験コーナー

図書閲覧コーナー

利用時間 ： 9：00～12：00
13：00～17：00

月～金曜、第２・４の土・日曜
※ただし、祝日・年末年始は除く

パソコン実習室利用料金（税込）
： 午前1,540円 午後2,060円

パソコン利用料金（税込）
： 1時間につき210円／１台

嶺南支所アドレス http://www.fisc.jp/reinan/

収容人数 ：11人

福井県産業情報センター 嶺南支所
ＴＥＬ 0770-52-1500 ＦＡＸ 0770-52-1510

ふるさと産業育成部 ベンチャー・Ｅビジネス支援グループ
ＴＥＬ 0776-67-7411 ＦＡＸ 0776-67-7439
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福井県産業情報センター 嶺 南 支 所 小浜市小浜白鬚112

無料でご利用いただけます

問い合わせ先

パソコン実習室

嶺南支所は、嶺南地域の中小企業の経営者・従業員、個人

事業者等のＩＴ活用を支援するために、福井県が整備した

施設です。

開館中いつご来所いただいても、お悩みにお答えします。

また、無料でご利用できるミニセミナーや体験コーナーも

設置しておりますので、お気軽にご来所ください。

相談コーナー

◆ＩＴ関連の雑誌や書籍を備えています。

・日経パソコン（初心者～中級者向）

・ＭａｃＦａｎ（初心者～中級者向）

・日経ＰＣ２１（初心者～中級者向）

ミニセミナー

◆光ファイバー高速インターネットがいつでも使用可能

・パソコン4台設置

・Microsoft Internet 2010（インターネット）

・Microsoft Office2003 ProfessionalEdition（オフィス）

・HeTeMuLu Creator（ホームページ作成）
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利用時間 ： 9：00～12：00
13：00～17：00
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パソコン実習室利用料金（税込）
： 午前1,540円 午後2,060円

パソコン利用料金（税込）
： 1時間につき210円／１台

嶺南支所アドレス http://www.fisc.jp/reinan/

収容人数 ：11人

福井県産業情報センター 嶺南支所
ＴＥＬ 0770-52-1500 ＦＡＸ 0770-52-1510

ふるさと産業育成部 ベンチャー・Ｅビジネス支援グループ
ＴＥＬ 0776-67-7411 ＦＡＸ 0776-67-7439

福井県中小企業産業大学校 福井市下六条町１６－１５

問い合わせ先

中小企業の人材育成を行うことを目的とした施設です。大学校主催の人材育成研修
だけでなく、企業や団体が行う研修、社内会議・ミーティングの場としてもご利用
いただけます。
また、宿泊施設や体育館、テニスコートも併設していますので、長時間・長期の研
修やスポーツ・レクリエーションなど、様々な用途での催事開催が可能です。

～快適な環境でご利用いただけます～

■108名から少人数（2～6名）まで多種類の会場を用意
・教室、会議室の机は、全て可動式のタイプですので、初期レイアウトからの
変更が自由に行えます

■宿泊施設・体育館を併設、目的に応じた幅広い活用が可能
・宿泊型の長時間研修が開催可能です

・60名収容のお食事スペース完備。研修後の懇談会やレクリエーションでの
校外への移動も不要です

・宿泊室Ａ（ツイン２２室）と宿泊室Ｂ（シングル１室）のほか、和室タイプの
第２会議室のご利用を合わせて、最大５１名までご宿泊 いただけます

■無線ＬＡＮインターネット環境を整備
・教室・宿泊室・体育館など、館内でのインターネットが無料で利用できます

※無線ＬＡＮ対応のコンピュータをご持参ください

■共用駐車場を含む最大４３０台分の無料駐車場を完備

企業内研修・社内会議・宿泊研修の場を提供します

午前８時から午後１０時まで
（宿泊施設は午後５時から翌日の午前９時まで）

利 用 時 間 申 込 方 法

施設の空き状況確認からお申し込みまでの一連の手続きが、インターネットで

できるようになりました。ぜひご利用ください。

【福井県中小企業産業大学校施設予約システム】 https://fiib.jp/

１２月２８日から翌年１月４日まで
毎月 第３日曜日

休 校 日

利用希望日が属する１８ヶ月前の月の
１日から、希望日の３日前まで

申込受付期間

福井県中小企業産業大学校施設利用について

教室によって異なりますのでＷＥＢサイトでご確認ください

料 金

※営利目的でのご利用は通常料金の２倍

スポーツ目的以外での体育館利用は通常の３倍
準備・後片付け等でのご利用時間帯は通常の半額となります。

WEBサイト「福井県中小企業産業大学校施設予約システム」

もしくは「福井県中小企業産業大学校利用申込書」

にてお申し込みください。

人材育成部 (中小企業産業大学校）
ＴＥＬ 0776-41-3775 ＦＡＸ 0776-41-3729

※福井県中小企業産業大学校は、福井県が設置し、指定管理者の指定を受けた当センターが
管理運営を行っています。

ホームページ

中小企業産業大学校では、人材育成の研

修も行っています。 詳しくは P30をご覧

ください。

http://www.fisc.jp/fiib/shisetsu_top.html

- 38 -




