
■福島県内の企業情報と産業支援機関のリンク集

●企業情報データベース

【全県】 

公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部(テクノ・コム)データベース 

福島県ものづくり企業データベース 

【県北】 

福島市企業情報(製造業)データベースものづくりふくしまウェブ 

福島商工会議所会員名簿 

【県中】 

福島県県中地方企業データベース 

公益財団法人郡山地域テクノポリス推進機構 会員情報データベース 

【県南】 

一般財団法人産業サポート白河 会員情報データベース 

【会津】 

会津みらい産業☆はやわかりサイト 

【南会津】 

会津みらい産業☆はやわかりサイト 

【相双】 

株式会社ゆめサポート南相馬 企業情報 

【いわき】 

●企業立地案内

福島県企業立地ガイド 

●公設試験研究機関

福島県ハイテクプラザ 

福島県農業総合センター 

●知的財産

一般社団法人福島県発明協会 

公益社団法人発明協会 

特許庁 

特許電子図書館 

http://www.utsukushima.net/db/
http://www4.pref.fukushima.jp/maker/
http://www.plaza.city.fukushima.fukushima.jp/
http://www.b-mall.ne.jp/fukushima/companysearch.aspx
http://www4.pref.fukushima.jp/maker/
http://www.techno-media.net6.or.jp/member_db/index.php
http://www.techno-media.net6.or.jp/member_db/index.php
http://sangyo-support.jp/index.aspx
http://sangyo-support.jp/index.aspx
http://www.aizu-mirai.com/company.html
http://www.aizu-mirai.com/company.html
http://yume-support.minami-soma.com/modules/xfsection/index.php?category=6
http://www4.pref.fukushima.jp/investment/02danti/list.php?area=0
http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/
http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/
http://www4.pref.fukushima.jp/nougyou-centre/
http://www.fukushima-i.org/
http://koueki.jiii.or.jp/index.html
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl


日本弁理士会 

 

●各種団体 

【全県】 

福島県  

公益財団法人福島県産業振興センター 

福島県中小企業団体中央会 

福島県中小企業家同友会 

【県北】 

県北地方振興局 

福島市産業交流プラザ 

【県中】 

県中地方振興局 

公益財団法人郡山地域テクノポリス推進機構 

【県南】 

県南地方振興局 

一般社団法人産業サポート白河 

【会津】 

会津地方振興局 

会津産業ネットワークフォーラム（ANF） 

【南会津】 

南会津地方振興局 

会津産業ネットワークフォーラム（ANF） 

【相双】 

相双地方振興局 

株式会社ゆめサポート南相馬 

【いわき】 

いわき地方振興局 

社団法人いわき産学官ネットワーク協会 

【国、東北】 

経済産業省 

経済産業省東北経済産業局 

独立行政法人産業技術総合研究所 

独立行政法人産業技術総合研究所東北センター 

TOHOKUものづくりコリドー 

産業技術連携推進会議 

http://www.jpaa.or.jp/
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/
http://www.utsukushima.net/
http://www.chuokai-fukushima.or.jp/
http://www.fdoyu.or.jp/
http://www.pref.fukushima.jp/kenpoku/shinko/
http://www.pref.fukushima.jp/kenpoku/shinko/
http://www.corasse.com/guide/2f/56.html
http://www.pref.fukushima.jp/kenchu/shinko/
http://www.pref.fukushima.jp/kenchu/shinko/
http://www.techno-media.net6.or.jp/techno_p/index.html
http://www.pref.fukushima.jp/ken-nan/shinko/index/index.html
http://sangyo-support.jp/
http://www.pref.fukushima.jp/aizu/shinko/
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2010032400042/
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=14625
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2010032400042/
http://www.pref.fukushima.jp/soso/shinko/
http://yume-support.minami-soma.com/
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=29076
http://www.iwaki-sangakukan.com/
http://www.meti.go.jp/index.html
http://www.tohoku.meti.go.jp/
http://www.aist.go.jp/
http://unit.aist.go.jp/tohoku/
http://san-cluster.icr-eq.co.jp/index.html
http://unit.aist.go.jp/col/sgr/index.html


 

●大学、短大、高専 

国立大学法人福島大学 

国立大学法人福島大学 産学連携について 

国立大学法人福島大学うつくしまふくしま未来支援センター 

公立大学法人福島県立医科大学 

公立大学法人福島県立医科大学 ふくしま医療 - 産業リエゾン支援拠点 

公立大学法人会津大学 

公立大学法人会津大学産学イノベーションセンター 

日本大学工学部 

日本大学工学部工学研究所 NUBIC郡山サテライト 

いわき明星大学 

いわき明星大学産学連携研究センター 

奥羽大学 

郡山女子大学 

東日本国際大学 

福島学院大学 

公立大学法人会津大学会津大学短期大学部 

いわき短期大学 

郡山女子大学短期大学部 

桜の聖母短期大学 

福島学院大学短期大学部 

独立行政法人国立高等専門学校機構福島工業高等専門学校 

福島県立テクノアカデミー郡山 

福島県立テクノアカデミー浜 

福島県立テクノアカデミー会津 

福島県農業総合センター農業短期大学校 

 

●ハローワーク職業訓練校/ポリテクセンター 

財団法人産業雇用安定センター 

福島県職業能力開発協会 

ポリテクセンター福島 

ポリテクセンター会津 

ポリテクセンターいわき 

 

●県内組合 

http://www.fukushima-u.ac.jp/
http://www.fukushima-u.ac.jp/renkei/index.html
http://fure.net.fukushima-u.ac.jp/
http://www.fmu.ac.jp/
http://www.fmu.ac.jp/univ/sangaku/jrc.html
http://www.u-aizu.ac.jp/
http://www.u-aizu.ac.jp/intro/faculty/ubic.html
http://www.ce.nihon-u.ac.jp/
http://www.ce.nihon-u.ac.jp/ResearchCenter/outline/sangakukan/nubic_koriyama.html
http://www.iwakimu.ac.jp/
http://www.iwakimu.ac.jp/sangaku/index.html
http://www.ohu-u.ac.jp/
http://www.koriyama-kgc.ac.jp/homepage.html
http://www.shk-ac.jp/
http://www.fukushima-college.ac.jp/
http://www.jc.u-aizu.ac.jp/
http://www.shk-ac.jp/ijc/
http://www.koriyama-kgc.ac.jp/homepage.html
http://www.sakuranoseibo.jp/
http://www.fukushima-college.ac.jp/
http://www.fukushima-nct.ac.jp/
http://www.tck.ac.jp/index.php
http://www.tc-hama.ac.jp/
http://www.tc-aizu.ac.jp/
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet;jsessionid=A1919D7F0CC6B6C5ED536FDA10197183?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=10795
http://www.sangyokoyo.or.jp/location/04.html
http://business2.plala.or.jp/fuvada/
http://www3.jeed.or.jp/fukushima/poly/index.html
http://www3.jeed.or.jp/fukushima/poly/aizu/index.html
http://www3.jeed.or.jp/fukushima/poly/iwaki/index.html


福島県絹人繊織物構造改善工業組合 

グンダスト事業協同組合 

福島県鉄構工業組合 

福島県石材事業協同組合 

福島県木造技術開発協同組合 

いわきリエゾンオフィス企業組合 

福島県木材協同組合連合会 

福島県鉄工機械工業協同組合 

いわき金属工業協同組合 

福島県通信情報設備協同組合 

福島県酒造協同組合 

大堀相馬焼協同組合 

会津本郷焼事業協同組合 

会津漆器協同組合 

会津漆器職人の会 

 

●市町村の産業振興担当課 

【県北】 

福島市 商工観光部 

二本松市 しごと・産業 

伊達市 産業・ビジネス 

本宮市 商工観光課 

桑折町 産業振興課 

国見町 産業振興課 

川俣町 産業課 

大玉村 村の産業 

浪江町（二本松事務所） 

飯舘村（飯野出張所） 

【県中】 

郡山市 商工観光部 

須賀川市 商工労政課 

田村市 商工観光課 

鏡石町  

天栄村 産業振興課 

石川町 産業振興課 

玉川村 企画産業課 

http://www.chuokai-fukushima.or.jp/fukuori/
http://www.gundust.com/
http://www.fuku-tekko.or.jp/
http://fukusekikyou.com/
http://www.fukumoku.jp/
http://www.iwaki-liaison.co.jp/
http://www.fmokuren.jp/
http://www.tekkou.or.jp/
http://www015.upp.so-net.ne.jp/iwakikinzoku/
http://www.chuokai-fukushima.or.jp/fcc/
http://www.sake-fukushima.jp/
http://www.somayaki.or.jp/
http://www.hongoyaki.or.jp/
http://www.chuokai-fukushima.or.jp/aizushikkikumiai/
http://www.chuokai-fukushima.or.jp/urushi/
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/6.html
http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/
http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/life/2/
http://www.city.date.fukushima.jp/index.html
http://www.city.date.fukushima.jp/kurashi/index-sangyo.html
http://www.city.motomiya.lg.jp/
http://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/15/
http://www.town.koori.fukushima.jp/
http://www.town.koori.fukushima.jp/soshiki/5/
http://www.town.kunimi.fukushima.jp/
http://www.town.kunimi.fukushima.jp/cbhome/home/sangyo/index.html
http://www.town.kawamata.lg.jp/
http://www.town.kawamata.lg.jp/soshiki/5/
http://www.vill.otama.fukushima.jp/
http://www.vill.otama.fukushima.jp/profile/sangyou.html
http://www.town.namie.fukushima.jp/
http://www.vill.iitate.fukushima.jp/saigai/
http://www.city.koriyama.fukushima.jp/index.html
http://www.city.koriyama.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=10373
http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/
http://gyousei1.city.sukagawa.fukushima.jp/cb/hpc/Category-24503.html
http://www.city.tamura.lg.jp/
http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/18/
http://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/
http://www.vill.tenei.fukushima.jp/index.asp
http://www.vill.tenei.fukushima.jp/ka-syoukai/kikaku/kikaku-top.asp
http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/index.php
http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/industry/
http://tamakawa-vill.nk-tech.jp/
http://www.vill.tamakawa.fukushima.jp/guide/project/index.php


平田村 しごと・産業 

浅川町  

古殿町 産業振興課 

三春町 産業課 

小野町 企画商工課 

双葉町（埼玉支所） 

富岡町（郡山事務所） 

葛尾村（三春出張所） 

【県南】 

白河市 産業・雇用・観光 

西郷村 産業・ビジネス 

泉崎村 観光・産業・農林 

中島村  

矢吹町 観光・産業・雇用 

棚倉町 商工業・農業 

矢祭町 農業・林業・商業・工業 

塙町  

鮫川村 しごとと産業 

【会津】 

会津若松市 商工業 

喜多方市 産業振興・企業誘致 

北塩原村 産業・しごと 

西会津町 商工観光課 

磐梯町  

猪苗代町 各課のページ ／ 商工観光課 ／ 商工観光業務 

会津坂下町 産業部 商工観光班 

湯川村 観光・産業 

柳津町  

三島町  

金山町 企業・事業者 

昭和村  

会津美里町 商工観光課 

大熊町（会津若松出張所）  

【南会津】 

下郷町  

檜枝岐村 産業建設課 

http://www.vill.hirata.fukushima.jp/index.html
http://www.vill.hirata.fukushima.jp/shigoto/index.html
http://www.town.asakawa.fukushima.jp/
http://www.town.furudono.fukushima.jp/
http://www.town.furudono.fukushima.jp/taxonomy/term/37
http://www.town.miharu.fukushima.jp/
http://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/7/
http://www.town.ono.fukushima.jp/
http://www.town.ono.fukushima.jp/soshiki/3/
http://www.town.futaba.fukushima.jp/
http://www.tomioka-town.jp/
http://www.katsurao.org/forms/div/divinfolist.aspx?div_id=1032
http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/index.rbz
http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/info.rbz?nd=309&ik=1
http://www.vill.nishigo.fukushima.jp/index.rbz
http://www.vill.nishigo.fukushima.jp/info.rbz?ik=1&nd=117
http://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/
http://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/category/kankousangyounourin/
http://www.vill-nakajima.jp/forms/top/top.aspx
http://www.town.yabuki.fukushima.jp/index.rbz
http://www.town.yabuki.fukushima.jp/info.rbz?nd=154&ik=1
http://www.town.tanagura.fukushima.jp/
http://www.town.tanagura.fukushima.jp/info.rbz?nd=285&ik=1
http://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/index.rbz
http://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/info.rbz?ik=1&nd=192
http://www.town.hanawa.fukushima.jp/
http://www.vill.samegawa.fukushima.jp/
http://www.vill.samegawa.fukushima.jp/dir.php?code=4
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/bunya/shokogyo/
http://www.city.kitakata.fukushima.jp/
http://www.city.kitakata.fukushima.jp/syoukou/index.html
http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/
http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/bunya/sangyoshigoto/
http://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/
http://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/2010/09/post-188.html
http://www1.town.bandai.fukushima.jp/
http://www.town.inawashiro.fukushima.jp/index.html
http://www.town.inawashiro.fukushima.jp/cb/hpc/Category-25.html
http://www.town.aizubange.fukushima.jp/index.html
http://www.town.aizubange.fukushima.jp/Members/syoukoukankou/contents/index.htm
http://www.vill.yugawa.fukushima.jp/
http://www.vill.yugawa.fukushima.jp/soumu/kankou_top.html
http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/
http://www.town.mishima.fukushima.jp/
http://www.town.kaneyama.fukushima.jp/
http://www.town.kaneyama.fukushima.jp/life/2/
http://www.vill.showa.fukushima.jp/
http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/1.html
http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/sections/66.html
http://www.town.okuma.fukushima.jp/
http://www.town.shimogo.fukushima.jp/
http://www.hinoemata.com/index.php
http://www.hinoemata.com/sangyo/index.html


只見町  

南会津町 まちづくり 

【相馬】 

相馬市  

南相馬市 事業者向け情報  

新地町 企業情報 

【双葉・いわき】 

いわき市 産業・しごと 

広野町  

川内村  

楢葉町（いわき出張所）  

 

●商工会議所 

福島商工会議所 

二本松商工会議所 

郡山商工会議所 

須賀川商工会議所 

白河商工会議所 

会津若松商工会議所 

会津喜多方商工会議所 

相馬商工会議所 

原町商工会議所 

いわき商工会議所 

 

●商工会 

福島県商工会連合会 

飯坂町商工会、松川町商工会、桑折町商工会、伊達市(伊達支所）、国見町商工会、伊達市商

工会(本所）、保原町商工会、伊達市商工会（霊山支所）、伊達市商工会（月舘支所）、川俣町

商工会、飯野町商工会、安達町商工会、大玉村商工会、本宮市商工会、本宮市商工会(白沢

支所）、岩代町商工会、東和町商工会、熱海町商工会、逢瀬町商工会、湖南町商工会、三穂

田町商工会、安積町商工会、片平町商工会、喜久田町商工会、日和田町商工会、富久山町

商工会、田村町商工会、中田町商工会、西田町商工会、大東商工会、長沼町商工会、鏡石

町商工会、岩瀬村商工会、天栄村商工会、石川町商工会、玉川村商工会、平田村商工会、

浅川町商工会、古殿町商工会、三春町商工会、小野町商工会、滝根町商工会、大越町商工

会、都路村商工会、常葉町商工会、船引町商工会、西郷村商工会、表郷村商工会、ひがし

商工会、泉崎村商工会、中島村商工会、矢吹町商工会、大信村商工会、棚倉町商工会、矢

http://www.tadami.gr.jp/
http://www.minamiaizu.org/index.php
http://www.minamiaizu.org/machi/index103.php
http://www.city.soma.fukushima.jp/
http://www.city.minamisoma.lg.jp/
http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/7,html
http://www.shinchi-town.jp/
http://www.shinchi-town.jp/kigyoujyouhou/
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/index.html
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/sangyo/index.html
http://www.town.hirono.fukushima.jp/
http://www.kawauchimura.jp/index.html
http://www.naraha.net/
http://www.fukushima-cci.or.jp/
http://www.nihonmatsu-cci.or.jp/
http://www.ko-cci.or.jp/
http://www.sukagawacci.or.jp/
http://www.shirakawa-cci.or.jp/main.html
http://www.aizu-cci.or.jp/
http://www.aizukitakatacci.or.jp/
http://www.somacci.com/
http://www.haracci.com/
http://www.iwakicci.or.jp/
http://www.f.do-fukushima.or.jp/


祭町商工会、塙町商工会 、鮫川村商工会、田島町商工会、下郷町商工会 、舘岩村商工会、 

檜枝岐村商工会、伊南村商工会、南郷村商工会 、只見町商工会、北会津村商工会、熱塩加

納村商工会、北塩原村商工会 、塩川町商工会、山都町商工会、西会津町商工会、高郷村商

工会 、磐梯町商工会、猪苗代町商工会、会津坂下町商工会、湯川村商工会、柳津町商工会、 

河東町商工会、会津高田町商工会、会津本郷町商工会 、新鶴村商工会、三島町商工会、金

山町商工会、昭和村商工会、広野町商工会、楢葉町商工会、富岡町商工会、川内村商工会、

大熊町商工会、双葉町商工会 、浪江町商工会、葛尾村商工会、新地町商工会、鹿島町商工

会 、小高町商工会、飯館村商工会、内郷商工会、遠野町商工会 、田人町商工会、好間町

商工会、小川町商工会、三和町商工会 、四倉町商工会、川前町商工会、久之浜町商工会 

 

福島県ハイテクプラザ企画連携部産学連携科   

 電話 024-959-1741 ファックス 024-959-1761  

E-mail: hightech-renkei@pref.fukushima.lg.jp 

hightech-renkei@pref.fukushima.lg.jp

