平成29年3月現在

産業立地ナビTOKYO

土地・建物・施設

掲載物件一覧

エリア別一覧

＜都心・副都心＞
物件名

物件種類

住所

電話番号

1

ちよだプラットフォームスクウェア

創業支援施設

千代田区神田錦町3‐21

03-3233-1511

2

ベンチャーKANDA

創業支援施設

千代田区内神田1-1-5

03-5281-4781

3

新宿区立高田馬場創業支援センター

創業支援施設

新宿区高田馬場1丁目32番10号

03-3205-3031

4

宮崎県東京フロンティアオフィス

一般貸しオフィス・SOHO

千代田区九段南4-8-2

0985-26-7114

5

いわて銀河プラザ ビジネスサポートセンター

一般貸しオフィス・SOHO

03-3524-8283

6

鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンター

一般貸しオフィス・SOHO

7

公立はこだて未来大学虎ノ門ヒルズサテライトオフィス 一般貸しオフィス・SOHO

中央区銀座5-15-1
港区新橋１丁目１１番７号
新橋センタープレイスビル２階
港区虎ノ門１丁目23番1号
虎ノ門ヒルズ森タワー 17F 1725室

0857-26-7242
03-6268-8081

＜城東＞
物件名

物件種類

住所

電話番号

1

テクノタウン小松川

工業団地

江戸川区小松川３丁目

03-3684-5337

2

葛飾区東四つ木工場ビル

工場アパート・貸工場

葛飾区東四つ木1-22-1

03-3838-5587

3

製品開発支援ラボ（都産技研本部）
東京都立産業技術研究センター墨田支所
生活技術開発セクター

研究・開放施設

江東区青海2-4-10

03-5530-2315

研究・開放施設

墨田区横網1-6-1 KFCビル12階

03-3624-3731

4

創業支援施設

葛飾区青戸7-2-5（東京都城東地域中小企業振興セン
ター内）
台東区小島2-9-10
台東区橋場1-36-2
（台東区立産業研修センター内）
墨田区横網1-6-1
国際ファッションセンタービル10階
墨田区本所3-15-5

10 タイム24ビル

創業支援施設

江東区青海2-4-32

03-5531-0145

11 白鬚西Ｒ＆Ｄセンター

創業支援施設

荒川区南千住8-5-7 白鬚西共同利用工場内

03-3251-9367

5

東京都立産業技術研究センター城東支所

研究・開放施設

6

台東デザイナーズビレッジ

創業支援施設

7

浅草ものづくり工房

創業支援施設

8
9

KFC Creative Stdio
（ケイエフシー クリエイティブ スタジオ）
ソーシャルインキュベーションオフィス・SUMIDA

創業支援施設

03-5680-4632
03-3863-7936
03-3876-3720
03-5608-6188
03-3622-3681

12 足立区千住一丁目創業支援館「かがやき」

創業支援施設

足立区千住1-4-1 東京芸術センター11階

03-3870-8400

13 足立区千住仲町創業支援館「はばたき」

創業支援施設

足立区千住仲町24-2

03-3870-8400

14 葛飾区新小岩創業支援施設
江戸川区創業支援施設
15
「チャレンジオフィス小岩」
江戸川区創業支援施設
16
「チャレンジオフィス船堀」
17 東京イノベーションハブ

創業支援施設

葛飾区新小岩3-25-1

03-3838-5587

創業支援施設

江戸川区西小岩1-29-4 ディア・ヴェルダー高橋3階

03-5662-0525

江戸川区船堀3-5-24
朝日信用金庫船堀センタービル6階
江東区青海2-4-10

03-5530-2308

創業支援施設
連携・交流スペース

03-5662-0525

＜城南＞
物件名

物件種類

住所

電話番号

広町一丁目工場アパート
大田区大森南四丁目工場アパート
（テクノＦＲＯＮＴ森ヶ崎）
大田区東糀谷六丁目工場アパート
（OTAテクノCORE）
大田区立下丸子テンポラリー工場

工場アパート・貸工場

品川区広町1-5-28

03-5498-6333

工場アパート・貸工場

大田区大森南4-6-15

03-5744-1376

工場アパート・貸工場

大田区東糀谷6-4-17

03-5744-1376

工場アパート・貸工場

大田区下丸子4-9-14

03-5744-1376

工場アパート・貸工場

大田区本羽田2-7-1

03-5744-1376

工場アパート・貸工場

大田区本羽田２−１２−１

03-5744-1376

7

大田区立本羽田二丁目工場アパート
大田区立本羽田二丁目第２工場アパート
（テクノWING）
大田区新産業創造支援施設

研究・開放施設

大田区南六郷3-15-10

03-5744-1376

8

大田区産学連携施設

研究・開放施設

大田区蒲田2-10-1

03-5744-1376

9

先端計測加工ラボ

研究・開放施設

03-3733-6233

1
2
3
4
5
6

14 武蔵小山創業支援センター

創業支援施設

大田区南蒲田1-20-20
品川区東品川2-2-25
サンウッド品川天王洲タワー2・3階
品川区広町1-5-28
品川区西大井1-1-2
Ｊタワー西大井 イーストタワー2階
品川区西大井1-1-2
Ｊタワー西大井 イーストタワー2階
品川区小山3-27-5

15 品川産業支援交流施設（ＳＨＩＰ）オフィススペース

創業支援施設

品川区大崎5-5-15 大崎ブライトコア4階

10 天王洲創業支援センター

創業支援施設

11 広町創業支援センター

創業支援施設

12 西大井創業支援センター（オフィススペース）

創業支援施設

13 西大井創業支援センター（創業支援スペース）

創業支援施設
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03-5498-6333
03-5493-6333
03-5498-6333
03-5498-6333
03-5749-4540
03-5498-6333

16 大田区創業支援施設（BICあさひ）

創業支援施設

17 首都圏イノベーションセンターMICAN

一般貸しオフィス・SOHO

18 首都圏イノベーションセンターMICAN

連携・交流スペース

19 大田区産業プラザPiO

連携・交流スペース

大田区羽田旭町7-1
品川区大井1-6-3 アゴラ大井町３階
（静岡銀行ビル）
品川区大井1-6-3 アゴラ大井町３階
（静岡銀行ビル）
大田区南蒲田1-20-20

03-5744-1376
03-5742-5508
03-5742-5508
03-3733-6600

＜城西＞
物件名

物件種類

住所

電話番号

1

世田谷ものづくり学校

創業支援施設

03-5481-9011

2

中野区産業振興拠点（ICTCO）

創業支援施設

3

東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）

創業支援施設

4

阿佐谷キック・オフ／オフィス

創業支援施設

5

世田谷ものづくり学校

一般貸しオフィス・SOHO

世田谷区池尻2-4-5
中野区中野4-10-1
NAKANO CENTRAL PARK EAST 1F
中野区弥生町2-41-17
杉並区阿佐谷南1-47-17
（阿佐谷地域区民センター１階）
世田谷区池尻2-4-5

03-5942-6007
03-3383-4616
03-5347-9077
03-5481-9011

＜城北＞
物件名
1
2
3
4
5
6

板橋区立ものづくり研究開発連携センター
第一ビル
板橋区立ものづくり研究開発連携センター
第二ビル
ネスト赤羽
板橋区立企業活性化センターシェアード・オフィス
板橋区立企業活性化センタースタートアップ・
オフィス
板橋区立企業活性化センター

物件種類

住所

電話番号

工場アパート・貸工場

板橋区舟渡3-5-8(第１)

03-3579-2172

工場アパート・貸工場

板橋区舟渡3-22-4(第２)

03-3579-2172

創業支援施設

北区赤羽1-59-9

03-3598-0571

創業支援施設

板橋区舟渡1-13-10 アイ・タワー２階

03-5914-3145

創業支援施設

板橋区舟渡1-13-10 アイ・タワー２階

03-5914-3145

連携・交流スペース

板橋区舟渡1-13-10 アイ・タワー２階

03-5914-3145

＜北多摩＞
物件名

物件種類

住所

電話番号

1

三鷹市牟礼研究開発センター

工場アパート・貸工場

三鷹市牟礼6-25-5

0422-40-9669

2

協同組合三鷹ハイテクセンター

工場アパート・貸工場

三鷹市下連雀8-7-3 MHCビル

0422-41-1414

3

東村山市営賃貸工場アパート

工場アパート・貸工場

東村山市久米川町1-51-4

042-393-5111

4

三鷹市下連雀3-38-4

0422-40-9669

昭島市東町３-６-１

042-500-2300

6

三鷹産業プラザ 精密測定機械室
研究・開放施設
製品開発支援ラボ（東京都立産業技術研究センター 多
研究・開放施設
摩テクノプラザ）
チャレンジショップ「コラボ」
創業支援施設

立川市柴崎町３−８−１０

042-527-2700

7

コワーキングスペースぴこす

創業支援施設

武蔵野市境2-2-18 MHビル301

0422-53-4170

8

シェアオフィス「i-office吉祥寺」
チャレンジショップ
「ハモニカ横丁 チャレンジマルシェ」

創業支援施設

武蔵野市吉祥寺本町1-26-4 2階

0422-28-4330

創業支援施設

武蔵野市吉祥寺本町1-1-2

0422-22-0381

5

9

11 三鷹ネットワーク大学（起業支援スペース）

創業支援施設

三鷹市下連雀3-38-4
三鷹産業プラザ3階, 地下1階
三鷹市下連雀3-24-3 三鷹駅前協同ビル3階

12 三鷹市ＳＯＨＯパイロットオフィス

創業支援施設

三鷹市下連雀3-27-1

0422-40-9669

13 三鷹産業プラザ ビジネスベース

創業支援施設

三鷹市下連雀3-38-4

0422-40-9669

14 三鷹産業プラザアネックス

創業支援施設

0422-76-8576

15 インキュベーションオフィス・TAMA

創業支援施設

16 スモールオフィス
大学連携型起業家育成施設
17
農工大・多摩小金井ベンチャーポート
18 東小金井事業創造センター 「KO-TO」

創業支援施設

三鷹市下連雀3-32-3
昭島市東町3-6-1「産業サポートスクエア・TAMA」経営
サポート館3階
調布市国領町2-5-15 コクティ３F
小金井市中町2-24-16
（東京農工大小金井キャンパス内）
小金井市梶野町一丁目2番36号

10 コワーキングプロジェクト ミタカフェ

創業支援施設

創業支援施設
創業支援施設

0422-40-9669
0422-40-0313

042-500-3901
042-443-1217
042-382-3855
0422-31-2040

19 シェアオフィス「i-office吉祥寺」

一般貸しオフィス・SOHO

武蔵野市吉祥寺本町1-26-4 2階

0422-28-4330

20 三鷹産業プラザ

一般貸しオフィス・SOHO

三鷹市下連雀3-38-4

0422-40-9669

21 ファブスペースみたか

一般貸しオフィス・SOHO

三鷹市下連雀3-38-4

0422-40-9669
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＜南多摩＞
1

物件名

物件種類

住所

電話番号

下恩方工業団地

工業団地

八王子市下恩方町

042-620-7379

2

八王子ニュータウン工業地区

工業団地

八王子市兵衛、他

042-620-7379

3

八王子繊維工業団地

工業団地

八王子市下恩方町

042-620-7379

4

北八王子工業団地

工業団地

八王子市石川町、他

042-620-7379

5

北野工業地区

工業団地

八王子市北野町

042-620-7379

6

戸吹工業地区

工業団地

八王子市戸吹町

042-620-7379

7

東浅川工業地区

工業団地

八王子市東浅川町 他

042-620-7379

8

狭間工業地区

工業団地

八王子市狭間町

042-620-7379

9

美山工業団地

工業団地

八王子市美山町

042-620-7379

10 まちだテクノパーク

工業団地

町田市小山ヶ丘2-2-5

042-798-5105

11 多摩工業協同組合

工業団地

日野市新町５丁目5-18

042-585-1111

12 SOHOプラザ八王子東町

創業支援施設

八王子市東町10-3

042-644-6680

13 SOHOプラザ京八
たましんインキュベーション施設・
14
ブルームセンター
15 エイビット天神町ビル インキュベーションオフィス

創業支援施設

042-631-5171

創業支援施設

八王子市明神町2-25-3 ＳＩＣビル3Ｆ
八王子市明神町2-27-6 文秀ビル７F
（たましん京王八王子支店のビル7F）
八王子市天神町16-1

16 町田新産業創造センター

創業支援施設

町田市中町1-4-2

042-850-8525

17 ビジネススクエア多摩（多摩市創業支援施設）
多摩平の森産業連携センター
18
ＰｌａｎＴ（プラント）
19 SOHOプラザ八王子

創業支援施設

042-338-6830

一般貸しオフィス・SOHO

多摩市永山1-5 ベルブ永山4階403
日野市多摩平2-5-1
クレヴィア豊田多摩平の森１Ｆ
八王子市新町1-5 ユメックスＧＬビル4Ｆ

042-649-4668

20 ものづくりセンター（先端技術共同研究センター）

一般貸しオフィス・SOHO

八王子市中野上町4-8-5

042-620-7379

21 開発・交流プラザ（先端技術開発・交流センター）

連携・交流スペース

八王子市旭町10-2 TCビル5階

042-620-7379

住所

電話番号

青梅市今井３丁目、藤橋３丁目、
今寺５丁目の一部
青梅市末広町1,2丁目 新町8,9丁目

0428-22-1111

創業支援施設

創業支援施設

0120-778-265
042-655-7355

042-585-1111

＜西多摩＞
物件名

物件種類

1

三ツ原工業団地

工業団地

2

西東京工業団地

工業団地

3

栄・緑ヶ丘工業団地

工業団地

羽村市栄町3丁目・緑ヶ丘3丁目

042-555-1111

4

神明台工業団地

工業団地

羽村市神明台2丁目・4丁目

042-555-1111

5

小峰工業団地

工業団地

あきる野市小峰台

042-558-1867

6

屋城工業団地

工業団地

あきる野市平沢東・二宮東

042-558-1867

7

玉見ヶ崎工業団地

工業団地

あきる野市小川東

042-558-1867

8

菅生テクノヒルズ

工業団地

あきる野市菅生字中1212-9

042-558-1867

9

三吉野工業団地

工業団地

日の出町平井

042-597-0511

産業立地ナビTOKYO
http://tokyo-ritti.jp/
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0428-22-1111

