■特別会員
経済産業省

東北経済産業局
地域経済部

〒980-8403

Tel

宮城県仙台市青葉区本町3丁目3-1 仙台合同庁舎

Fax

産業支援課

http://www.tohoku.meti.go.jp/

岩手大学

019-651-5111 （内線3276）
Tel
022-263-1111 〒028-3694
Fax
022-223-2658 紫波郡矢巾町医大通1丁目1-1
019-651-5158
http://www.iwate-med.ac.jp/research/sangakukan/gaiyo/

地域連携推進センター

〒020-8551
盛岡市上田4-3-5
http://www.ccrd.iwate-u.ac.jp/

Tel
Fax

岩手医科大学 知的財産本部･リエゾンセンター

岩手県立大学

地域連携本部

Tel
019-621-6303 〒020-0173
019-694-2500
Fax
019-621-6314 滝沢市巣子152-52
019-694-2501
https://www.iwate-pu.ac.jp/contribution/renkeihonbu.html

学校法人龍澤学館

株式会社岩手銀行

〒020-0025
盛岡市大沢川原3-1-18
http://www.tatsuzawa.ac.jp/

Tel
Fax

019-651-5001 〒020-0021
019-651-5015 盛岡市中央通一丁目２番３号
http://www.iwatebank.co.jp/

奥州市役所 商工観光部 企業振興課
Tel
〒023-8501
奥州市水沢区大手町一丁目１番地 Fax
http://www.city.oshu.iwate.jp/

Tel
Fax

019-624-7011
019-622-1266

釜石市 産業振興部 商工労政課
0197-24-2111 〒026-8686
0197-51-2373 釜石市只越3-9-13
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/

久慈市 総合政策部 産業開発課

Tel
Fax

0193-22-2111
0193-22-2762

二戸市 産業振興部 商工観光流通課

Tel
Tel
〒028-8030
0194-52-2369 〒028-6103
0195-43-3213
久慈市川崎町1-1
Fax
0194-52-3653 二戸市石切所字荷渡6-3 県二戸地区合同庁舎5階 Fax
0195-23-1634
http://www.city.kuji.iwate.jp/kougyou/index.html
http://www.city.ninohe.lg.jp/forms/top/top.aspx

洋野町

特定政策推進室

〒028-7995
九戸郡洋野町種市23-27
http://www.town.hirono.iwate.jp/

盛岡市 商工観光部 ものづくり推進課
Tel
Fax

Tel
0194-65-2102 〒020-8530
0194-65-5982 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館7階 Fax

019-626-7551
019-604-1717

http://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/soshiki/gyomu/shoko/1011946.html

岩手県 商工労働観光部
ものづくり自動車産業振興室

岩手県医療局

〒020-0023
Tel
019-629-6330 〒020-8570
盛岡市内丸11-1
Fax
019-629-6344 盛岡市内丸10-1
https://www.pref.iwate.jp/iryoukyoku/index.html
http://www.pref.iwate.jp/

公益財団法人岩手県南技術研究センター
〒021-0902
一関市荻荘字高梨南方114-1
http://www.sirc.or.jp/

Tel
Fax

〒026-0001
釜石市大字平田3-75-1
http://www.ikusei.or.jp/

Tel
Fax

019-651-3111
019-629-5569

Tel
Fax

019-634-0684
019-631-1010

花巻市技術振興協会
Tel
0193-26-7555 〒025-0312
0193-26-7557 花巻市二枚橋5-6-3 花巻市企業化支援センター Fax
http://iphc.jp/incubate/

0198-26-5430
0198-26-1033

公益財団法人
いわてリハビリテーションセンター

宮古市産業支援センター

Tel
〒027-8501
0193-62-2111 〒020-0503
宮古市新川町2番1号
Fax
0193-63-9120 岩手郡雫石町七ツ森16番地243
https://www.city.miyako.iwate.jp/index/sosiki/sangyo.html
http://www.irc.or.jp/

特定非営利活動法人
3次元設計能力検定協会

Fax

一般社団法人岩手県発明協会

0191-24-4688 〒020-0857
0191-24-4689 盛岡市北飯岡2-4-25
http://iwate-hatsumei.org/

公益財団法人
釜石・大槌地域産業育成センター

Tel

〒024-0051

Tel
Fax

http://www.3da.or.jp/

0197-62-8879 〒024-0051
北上市相去町山田2-18
https://kop.jp/

一般社団法人
フューチャーネットワークとうほく
Tel
〒020-0611
滝沢市巣子152-409 滝沢市IPU208 Fax

Fax

019-692-5800
019-692-5807

株式会社北上オフィスプラザ

岩手支部

北上市相去町山田2-18 北上オフィスプラザ110号

Tel

Tel
Fax

0197-71-2171
0197-71-2173

一般社団法人岩手県臨床工学技士会
019-694-1888
019-694-1888

Tel
Fax

http://iwatece.umin.jp/index.html

地方独立行政法人

岩手県工業技術センター

〒020-0857
盛岡市北飯岡2-4-25
http://www2.pref.iwate.jp/~kiri/

Tel
Fax

協同組合 産業社会研究会経営者革新会議

019-635-1115 〒020-0063
019-635-0311 盛岡市材木町2-26

公益財団法人いわて産業振興センター
Tel
〒020-0857
019-631-3822
盛岡市北飯岡2-4-26
Fax
019-631-3830
http://www.joho-iwate.or.jp/iwate-iryo/index.htm
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Tel
Fax

019-623-3613
019-623-4028

医療機器開発でお役にたてる会員企業をご紹介します
岩手医療機器事業化研究会会員パンフレットをご覧いただき、誠にありがとうございます。
ご覧いただきました会員の中で、詳細情報を教えてほしい等の御要望がございましたならば、
お気軽に下記担当者までお問い合わせください。
また、企業の「工場を視察してみたい」
・
「要素技術を見たい」等のご希望がある場合、随時、
弊財団職員が岩手県内企業を車でご案内させていただきます。また、具体企業がない場合でも、
視察を希望される業種等があれば併せてご案内いたします。
①ご視察の希望の方や②「ＯＥＭ受託製造企業」or「医療機器の部材供給・加工技術企業」
に興味のある方は、この票にご記入のうえ、FAX・mail 等にてお申し付けください。
これ以外に、③岩手県内企業の保有する加工技術や能力にご興味がある方は、弊財団職員が
貴社に参りまして、企業のご紹介等をさせていただきますので、お気軽にお申し付けください。

ご希望の番号に○印を付けてください。後日、弊財団よりご連絡申し上げます
１．視察希望（以下の企業視察を希望します）⇒希望企業・業種等がある場合は
ご記入ください
※視察企業・業種等記載欄

２．職員の訪問や連絡等を希望（岩手県内企業の加工技術や能力を知りたい）
※訪問日の御希望等あればご記入ください
・第１案
月
日
時頃
・第２案
・いつでも可能

月

日

時頃

◆ご連絡先を御教示願います （当該スペースにお名刺を貼付しＦＡＸ頂いても結構です）

御社名
ご所属
TEL

お役職

お名前

e-mail(任意)

弊財団への御用命ありがとうございます。
(公財)いわて産業振興センター 東(あづま) 行
FAX：019-631-3830

mail：torihiki@joho-iwate.or.jp

TEL 019-631-3822
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【問い合わせ先】
事務局：公益財団法人いわて産業振興センター
ものづくり振興部
〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡２－４－２６
TEL 019-631-3822

FAX

019-631-3830

E-mail torihiki@joho-iwate.or.jp

