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滝沢市IPU(Iwate Prefectural University:

岩手県立大学)イノベーションパークは、岩

手県立大学の IT 技術者を養成する学部「ソ

フトウェア情報学部」の側に「産学官連携

と、IT 産業の集積」を目的に整備された産

業用地です。この用地内には、市町村が公立

大学施設内に整備し、全国初となる産学官

連携施設のアパート型企業入居スペース

「滝沢市 IPU イノベーションセンター」が

２棟あり、県立大学や入居企業との人材交

流だけでなく、施設を利用したセミナー等

が実施され、他の分野との交流を図ること

ができます。 

滝沢第二中学校 

川前保育園 

滝沢市 IPU ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

滝沢市 

IPU 第 2 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

岩手県立大学地域連携棟 

(ものづくり･ｿﾌﾄｳｪｱ融合ｾﾝﾀｰ) 

現在ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ・同ﾊﾟｰｸには様々な IT 企業

が入居し、約 190 人の方々が働いています。 
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お問合せ･･･滝沢市 IPU 第 2 イノベーションセンター 
              〒020-0611 岩手県滝沢市巣子 152-409 

㈱ｱﾙﾁｻﾞﾈｯﾄﾜｰｸｽ 

【企業】 
大学との共同研究 

大学の研究成果活用 

優秀な人材の確保 

【岩手県立大学】 
企業との共同研究 

研究成果の活用 

実践教育を通した 

人材育成 

学生の地元定着 

【岩手県滝沢市】 
地域産業の発展 

雇用の確保 

   

◆交通案内（盛岡駅起点） 

【電車】 約12 分  ＩＧＲ銀河鉄道 

  （盛岡駅-滝沢駅） 

【徒歩】 約 12 分 

  滝沢駅-ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ・ﾊﾟｰｸ 

【バス】 約 30 分  岩手県北ﾊﾞｽ 

  （盛岡駅-県立大前） 

               岩手県交通 

  （盛岡駅-県立大前） 

TEL 019-681-1037 

    (平日 8:30～17:15) 

Web Site 

http://www.tiic.jp 

E-mai kigyo@city.takizawa.iwate.jp 

分譲区画（９区画/残３区画） 
A: 1199.56 ㎡、B：1245.46 ㎡、E: 2197.76 ㎡ 

価格:売買 7,150 円／㎡ 
所在地:岩手県滝沢市巣子地内  
事業主体：滝沢市 
面積:総面積 約 30,000 ㎡（3ha） 
用途地域等:準工業地域  平成 24 年 8 月分譲開始 
その他:滝沢市上下水道接続・光通信対応 

㈱ﾃﾑﾃｯｸ研究所 

企業立地区画(A～F)5 区画 

約 1,200 ㎡～約 2,400 ㎡ 

価格 販売 7,150 円/㎡ 

㈱ｺﾞｰｲﾝｸﾞ・ﾄﾞｯﾄｺﾑ 

滝沢市 IPU イノベーションパーク 企業立地区画分譲中 

㈱東北制御設計 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○研究室      

区分 面積(㎡) 使用料(月額) 空き 

研究室 2-1 103.84 232,620 － 

研究室 2-2 69.22 155,010 － 

研究室 2-3 69.22 155,010 － 

研究室 2-4 124.18 278,150 － 

研究室 2-5 119.22 267,050 － 

研究室 2-6 78.94 176,810 － 

研究室 2-7 78.94 176,810 － 

研究室 2-8 39.47 88,400 － 

研究室 2-9 39.47 88,400 － 

○貸デスク(空き 1 ﾃﾞｽｸ／8 ﾃﾞｽｸ) 20,370 円/月（電気料込） 

開所：平成 21 年 5 月 
構造：鉄筋 2 階建 延床面積 1,075.16 ㎡  
研究室：12 室（3２.15 ㎡～68.25 ㎡） 
その他施設：会議室 2 室（約 43 ㎡･約 16 ㎡） 

談話室、ﾘﾌﾚｯｼｭｺｰﾅｰ 
事業費：241,000 千円（電源地域産業関連施設等整備費補助金） 

区分 面積(㎡) 使用料(月額) 空き 

研究室 101 32.15 65,490 － 

研究室 102 32.64 66,400 － 

研究室 103 32.40 66,000 － 

研究室 104 32.40 66,000 － 

研究室 105 32.40 66,000 － 

研究室 106 32.40 66,000 － 

研究室 201 68.25 139,020 〇 

研究室 202 52.65 107,250 － 

研究室 203 35.88 73,020 － 

研究室 204 53.21 108,370 － 

研究室 205 52.65 107,250 － 

研究室 206 68.25 139,020 － 

 

滝沢市ＩＰＵ（Iwate Prefectural University：岩手県立大学）イノベーションセンターは、研究開発支援、
企業の抱える技術的課題の解決、新事業の創出などを促進し、滝沢市の経済振興に資するため、岩手県立大学地
域連携棟に隣接して整備した施設です。 
 この施設の目的は、「産学連携の促進」、「実学実践の場の提供」、「地域産業の振興」です。 

開 所：平成 26 年 5 月 
構 造：鉄骨造平屋 延床面積 1,269.85 ㎡ 
研究室：9 室（39.47 ㎡～124.18 ㎡） 
貸ﾃﾞｽｸ：8 デスク（各 1 坪程度） 
その他：ホール、会議室４室（１３.３５ ㎡～46.85 ㎡） 
    休憩室、ｼｬﾜｰﾙｰﾑ、入居企業ｻﾎﾟｰﾄ室兼事務室 
事業費：400,000 千円（地域の元気交付金） 
 
お問い合わせ 
◆滝沢市ＩＰＵ第 2 イノベーションセンター 
〒020-0611 岩手県滝沢市巣子 152-409 
TEL 019-681-1037 
E-Mail   kigyo@city.takizawa.iwate.jp 
Facebook  www.facebook.com/ipu.inove 
HP http://www.tiic.jp 
◆滝沢市経済産業部企業振興課 
〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼 55 
TEL 019-656-6536   FAX 019-684-5479 

研究室 貸デスク 

岩手県内最大規模のＩＴ関連産業の集積を目指して！ 

Innovation Center2 

Innovation Center１ 

【５つの特徴】    ①セキュリティの強化 

          ②自家発電完備 ③広いオフィス 

         ④会議室、ホールの充実 ⑤貸しデスク 


