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                     平成17年7月19日発行

 福島県ハイテクプラザから県内企業の皆様へ、当所および関係機関が

 実施する各種事業等について「ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ」

 として、毎月２回、メールによる情報提供を行っております。

 配信希望いただきました皆様、ありがとうございました。皆様のお役

 に立てる情報を提供できればと思っておりますので、どうぞよろしく

 お願いいたしします。
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 ■ 「ハイテクプラザ技術・研究成果発表会」のご案内

  ハイテクプラザ会津若松技術支援センターでは、平成１６年度に

 実施した研究開発及び技術指導の成果を発表します。

  参加費用は無料です。お気軽にご参加ください。

 

  ○期日：平成１７年７月２２日（金）１３：００～１５：００

  ○会場：ハイテクプラザ会津若松技術支援センター

  ○問い合わせ・申し込み先：会津若松技術支援センター

     電話：０２４２－３９－２１００（担当：佐竹・河野）

     URL：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■「集まれっ！ハイテクプラザ」のご案内

  ハイテクプラザでは、やさしく・おもしろい実験などを通して

 科学技術に対する小中学生の理解を深めるとともに、将来に大き

 な夢を持てるよう、夏休みの期間に体験教室を開催いたします。

  当日は、やさしく・おもしろい実験のほか、科学原理の解説や

 不思議な現象の体験、ハイテクプラザの研究成果や設備機器の

 紹介なども行います。

 

  ○期日：平成１７年８月２０日（土）９：００～１５：３０

  ○会場：ハイテクプラザ

  ○内容：

   ・サイエンス教室

   ・施設見学

   ・パネル展示

   ・共催イベント（ムシテックワールドのワークショップ）

  ○お問い合わせ・申し込み先

    企画支援部企画管理グループ

     電話：０２４－９５９－１７３６（担当：冨田）

     URL：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■「公募型ものづくり短期研究開発事業（一括公募型）」のご案内

  ハイテクプラザでは、県内企業の皆様が、現在直面している研究

 課題を募集しております。皆様に代わってハイテクプラザ研究員が

 研究開発を行い、その成果をお渡しいたします。



 

 ○応募条件

  ・県内企業の皆様が現在直面している自社での解決が困難な課題

  ・短期（概ね３ヶ月程度）の研究期間が想定され、年度内に技術

   移転が見込まれる課題

  ・ハイテクプラザの現有機器で取り組める課題

  ・成果移転後、直ちに自社で活用する計画を有すること、等 

 ○注意事項

  ・後日、詳細な内容調査や審査の上、採否決定いたします。必ず

   しも全ての提案課題を採択できるわけではありません。

 ○募集締切 平成１７年８月２６日（金）     

  ※研究課題提案書等、詳細は下記のURLを参照してください。

 ○お問い合わせ先

   企画支援部連携支援グループ

    電話：０２４－９５９－１７４１（担当：丸山、橋本真）

    URL：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■「ものづくりＯＲＴ型技術移転事業」のご案内

  ハイテクプラザでは、県内企業の皆様からの研修生を募集しており

 ます。研修中は、選定していただいたテーマに取り組んでいただき、

 ハイテクプラザの研究職員がマンツーマンで指導に当たります。

  ○研修期間：最大１０日間

  ○費  用： 無 料

  ○受  付： 随 時

    ※日程や内容につきましては、

     個別にご相談させていただきます。



    ※研修申込書等、詳細は下記のURLを参照してください。

  ○お問い合わせ先

    企画支援部連携支援グループ

     電話：０２４－９５９－１７４１（担当：丸山、橋本真）

     URL：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■ 「福島県ＩＴ産業リーディングプロジェクト推進事業」のお知らせ

  県では、ソフト系ＩＴ分野を対象に、今後高い市場性、発展性等が

 期待されるとともに、県内の社会経済活動のＩＴ化に著しく貢献する

 と認められる事業をリーディングプロジェクトとして優先的に実施す

 るために、事業計画を募集します。

  ○対象者    県内に事業所を有する中小企業者

  ○補助金額   １件あたり1,500万円（総額2,600万円）を限度と

          し、対象経費の1／2以内の額

  ○補助事業期間 平成17年4月1日以降の事業着手日から

          平成18年3月31日まで

   ※募集要領等、詳細は下記のURLを参照してください。

  ○お問い合わせ先

    商工労働部 地域経済領域 産業創出グループ

     960-8670 福島市杉妻町２－16（県庁西庁舎10階）

     電話：０２４（５２１）７２８３

     電子メール：business@pref.fukushima.jp

     URL：http://www.pref.fukushima.jp/industry/
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 ■ 「戦略ビジョン策定プロジェクト」のお知らせ

  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）では、

 県内中小企業者の有する優れた新規技術を活用した製品等又は、新規

 性のある製品等を利用した事業展開に際し、専門機関による製品のレ

 ベル、事業体制などの評価を行い、自社の事業展開について見つめ直

 して頂く機会を提供します。

  ○対象者 県内に事業所を有する中小企業者等

  ○評価内容

    企業の競争力強化に役立つ、①事業の目標、②市場に対する認識、

   ③マネジメント力、④マーケティング力、⑤実務構造、⑥販売方法、

   ⑦利益とコスト配分、⑧製品を取り巻く市場状況などについて

   報告書が記載され、自社の強み・弱みを知ることができます。

    さらに、評価書をもとに個別企業に対して外部評価機関による

   アドバイス、ディスカッションを行う報告会があります。

  ○採択予定件数 ２件程度

  ○募集締切 平成１７年７月２９日（金）【１６：００必着】

  ○費用   無料

   ※必要書類の様式等、詳細は下記のURLを参照してください。

  ○お問い合わせ先

   （財）福島県産業振興センター 技術支援部（テクノ・コム）

      URL：http://www.f-open.or.jp/techno.com

      電話：０２４－９５９－１９２９
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 ■「新ＪＩＳマーク表示制度とＪＮＬＡ制度解説セミナー」のお知らせ

  平成１７年１０月から、新ＪＩＳマーク表示制度と工業標準化法

 における適合性評価制度（ＪＮＬＡ制度）がスタートします。

  ハイテクプラザと（財）福島県産業振興センターでは、新制度へ

 のスムーズな移行を図るため、表記セミナーを開催いたします。

 

  ○日  程 平成１７年７月２０日(水)

  ○会  場 ハイテクプラザ 多目的ホール

  ○受講料  １，０００円

  ○申込締切 平成１７年７月１９日(火)

  ○お問い合わせ先

   （財）福島県産業振興センター 技術支援部（テクノ・コム）

       電話：０２４－９５９－１９２９
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 ■「ビジネスクリエーション東北２００５」出展企業募集のお知らせ

 ○日  程 会  期：平成１７年１１月２４日（木）～２５日（金）

       申込締切：平成１７年 ７月３１日（日）

 ○会  場 ビッグパレットふくしま 多目的展示ホール

 ○同時開催 ・うつくしまベンチャーマーケット

        （講演会・プレゼンテーション）

       ・ハイテクセミナー

       ・メディカルクリエーションｉｎ福島＜仮称＞

        （展示会・講演会）

       などが予定されています。

 ○対象企業 個性的・独創性ある自社開発製品、新技術を駆使した



       部品、新事業サービスを有する企業

   ご注意：この展示会は一般個人消費者を対象に集客や即売する

       ものではありません。また、事前に審査いたします。

 ○詳細は下記ＵＲＬをご覧願います。

    http://www.utsukushima.net/modules/invitation/article.php?storyid=26

 ○お問い合わせ先

  （財）福島県産業振興センター 経営支援グループ 

      ビジネスクリエーション東北担当事務局

       電話：０２４－５２５－４０３４、４０３５
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 ■「福島大学技術セミナー」のお知らせ

  福島大学共生システム理工学類の産学官連携推進室が６月からハイテク

 プラザ内にオープンしました。その施設を利用してセミナーを開催致します。

  ○日程 平成１７年６月から（毎週開催予定：詳細は下記を参照下さい）

       午後１時から行います。

  ○会場 ハイテクプラザ技術開発室５号室（福島大学産学官連携推進室）

  ○内容 福島大学共生システム理工学類教員の専門分野の研究内容紹介

      および最新研究動向に関する講演（１時間３０分予定）と技術

      相談（１時間程度）です。

  ○参加費 無料

  ○スケジュール

    ７月２１日（木） 製造プロセス工学   （佐藤理夫 助教授）

    ７月２８日（木） 起業・インキュベーション工学

              （八代勉 産学連携コーディネーター）

   以下連続して実施する予定です。



  ○お申し込み・お問い合わせ先

    福島大学研究連携課

     電話：０２４－５４８－８０８４
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 ■「福島大学公開講座」（理工系）のお知らせ

  平成16年10月に発足した福島大学理工学類の教員による公開講座

 を紹介します。

 ○テクノプロデューサー養成講座

  ―生産管理の基礎と実際―

 ○開催日：8月23日(火）、8月24日(水)、8月25日(木)、8月26日(金)

 ○時間帯：18:30～20:30

 ○会場 ：チェンバおおまち3F

      福島大学サテライト「街なかブランチ」

 ○受講料：4,800円

 ○定員 ：20名

 ○申込締切：8月2日

 ※他にも実施予定の公開講座があります。詳細はパンフレットや

  下記のURL等をご覧下さい。

 ○お申し込み・お問い合わせ先

  福島大学生涯学習教育研究センター

   （事務担当：研究連携課地域連携係）



  TEL: 024(548)5212／FAX: 024(548)5209

  電子メール：syogai@fukushima-u.ac.jp

  URL: http://www.lll.fukushima-u.ac.jp/
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 ■「ＭＣＦコンソーシアム」開催のお知らせ

  ＭＣＦコンソーシアムは，磁場に反応する機能性流体の一つとして

 開発されたMCF（Magnetic Compound Fluid（磁気混合流体）の略称）

 を活用し，研磨，加工，制振，免振，複合材料などの様々な工学分野

 における基礎的研究，及び，応用開発を行う産官学連携による全国規

 模での研究会であり，情報交換の場です。

  このたび第３回ＭＣＦコンソーシアムを開催いたします。

 ○日時：平成17年9月1日（木）13：00～

 ○会場：花水館 大会議室 （〒960-0201 福島市飯坂町西滝ノ町21）

 ○内容：講演会 福島大学の先生方による話題提供

        （佐藤理夫 先生、樋口良之 先生、高橋隆行 先生）

 ○参加費：無料

 ○交流会：於 花水館 四季，18:00～

  （一人¥7,000、当日受付で頂きます。

   また、終了後20：00頃、福島駅までの送迎バスが出ます）

 ○申込締切：平成17年7月27日

 ○お申し込み・お問い合わせ先

  MCFコンソーシアム事務局（FDK（株）湖西工場 内）

  〒431-0495 静岡県湖西市鷲津2281

   FDK（株） 湖西工場  基盤技術開発部 山本慶太

   tel：053-575-2532、fax：053-575-1651



   e-mail：keita@fdk.co.jp
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 ■「無料発明相談会」のお知らせ

  社団法人発明協会福島県支部では「無料発明相談会」をハイテク

 プラザ（月１回）および各技術支援センター（隔月）において開催

 しています。

  特許・実用新案・意匠・商標の出願の方法、申請書類のチェックな

 ど、知的財産権に関する相談をお受けします。問題をお持ちの方は

 遠慮なくお越しの上ご相談下さい。

  なお、各開催会場への電話予約が必要です。

        ～８月の開催日～

  開催会場             開催日時

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

  郡山  ：福島県ハイテクプラザ  ８／ １  9:00～12:00

        024-959-3351

  福島  ：福島技術支援センター  ８／ ８ 10:00～12:00

        024-593-1121
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 ■ あとがき

  平成１７年度「ハイテクプラザ技術・研究成果発表会」の郡山、

 福島、いわきの各会場について、盛況のうちに終了しました。ご参

 加いただいた皆様ありがとうございました。



  残すところは、７月２２日開催の会津若松会場となります。会津

 若松技術支援センターでは、発酵技術や食品技術、産業工芸技術に

 関するポスターセッションが行われますので、関係の方々は、是非

 ご参加ください。
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