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    ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第３４号

----------------------------------------------------------------

                    平成１８年９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。

 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ます。
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 ■「ハイテクプラザ 技術相談＆事業説明会」のご案内

 

  ハイテクプラザでは、県内一円の企業様の技術的課題の解決に、

 少しでも役立てますよう各種支援事業を実施しております。

  このたび、ハイテクプラザの利用が困難と思われる地域の皆様へ

 のサービス向上を図るべく、本事業を開催いたします。

  今年度は、相双地域、喜多方地域において、技術相談をお受けす



 ると共に、事業紹介（機器活用や技術相談の事例等）を行いますの

 で、是非ご参加下さい。

  ○開催日、場所

   （１）相双地域  平成１８年９月２８日（木）

             南相馬市民文化会館（南相馬市）

   （２）喜多方地域 平成１８年１０月３日（火）

             喜多方プラザ文化センター（喜多方市）

  ○開催時間

   （１）技術相談会 １０：００～１６：００

   （２）事業説明会 １３：００～１５：３０

  ○内容

   （１）技術相談会

      ・ハイテクプラザ、発明協会、福島大学の担当者が個別

       に相談対応いたします。

   （２）事業説明会

     ａハイテクプラザの事業紹介

      ・全体概要、機器の活用事例、技術相談の事例等について

     ｂ発明協会の事業・事例紹介

     ｃテクノコムの事業紹介

  ○参加料  無料

  ○申込方法 下記ＨＰの参加申込書にて、お申込み下さい。

  ○申込締切    

   （１）相双地域  平成１８年９月２５日（月）

   （２）喜多方地域 平成１８年９月２８日（木）

  ○お申込み・お問い合せ先

    企画支援部 連携支援グループ

     電話：０２４－９５９－１７４１（担当：橋本真、丸山）

     ＨＰ：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■「平成１８年度 ものづくり短期研究開発事業」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。

 

  ○提案課題等の条件

   ・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

    第１回は終了いたしました。今回は『豆乳利用の高齢者食品』

    等、全７件の提案課題を採択させていただきました。

    第２回は平成１８年１０月 ６日（金）を予定しております。

   〈◎緊急の際には随時受付も可能です。お問合わせください。〉

  

   ※応募条件・研究課題提案書の書式等、詳細については、

    お問い合わせいただくか、下記ＨＰを参照願います。

  ○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）

     ＨＰ：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■「平成１８年度 ものづくり研修事業」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、詳細についてはお問い合わせいただくか、

    下記のＨＰを参照願います。

  ○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）

    ＨＰ：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■「平成１８年度 福島県ハイテクプラザ公募型新事業創出プロジ

  ェクト研究事業及び地域活性化共同研究開発事業中間発表会」の



  ご案内

  ハイテクプラザでは、平成１６年度から取り組んでいる大規模プ

 ロジェクトである公募型新事業創出プロジェクト研究開発事業及び

 地域活性化共同研究開発事業の中間成果を県内企業に広く紹介し、

 新技術や新製品開発の促進と新たな雇用の受け皿作りを推進するた

 め中間発表会を開催いたします。

  詳細は以下のホームページで閲覧可能です。

  http://www.fukushima-iri.go.jp/news/

 ○日時 平成１８年９月２７日(水) １０：００～１６：４５

 ○会場 ハイテクプラザ 多目的ホール他

○参加費 無料

 ○お問い合せ

  企画支援部企画管理グループ（担当：高橋、市川）

    電話：０２４－９５９－１７３６

    E-Mail:mtaka@fukushima-iri.go.jp

 ○お申込み先

所定の参加申込書によりＦＡＸでお願いいたします。

    FAX :０２４－９５９－１７６１

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「創造性育成セミナー」のご案内

  東北経済産業局、(独)福島工業高等専門学校およびハイテクプラ

 ザでは、開発から販売までの一連の作業の効率化を上手く進めるた

 め、県内企業の技術者を対象とした創造性育成セミナーを開催いた

 します。



  詳細は以下のホームページで閲覧可能です。

  http://www.fukushima-iri.go.jp/news/0608/souzou2.pdf

 ○内容 (1)「発想法が必要なわけ」 アイデア代表 前古護

       「高耐熱性材料の開発」 福島工専 センター長 伊藤正義

     (2)「TRIZ理論概説と成功事例」 アイデア代表 前古護

      「創造思考法によるおもちゃの開発」 タカラ創業者 佐藤安太 

     (3)「バッテリー検査装置の開発」 東洋システム社長 庄司秀樹

      「商品開発における知的財産権の活用」 弁理士 水野博文

 ○日程 (1)平成１８年１０月 ４日（水）１３：３０～１６：３０

     (2)平成１８年１０月１１日（水）１３：３０～１６：３０

     (3)平成１８年１０月１８日（水）１３：３０～１６：３０

 ○会場 (1)ハイテクプラザいわき技術支援センター

     (2)福島工業高等専門学校

     (3)ハイテクプラザいわき技術支援センター

 ○定員   ３０名

 ○参加費 無料

 ○申込締切 平成１８年９月２７日（水）

 ○お申込・お問い合わせ先

   ハイテクプラザいわき技術支援センター

    電話：０２４６－４４－１４７５（担当：冨田道男）

    e-mail：mtomita@fukushima-iri.go.jp
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 ■「電子技術研究会 第３回講習会」開催のお知らせ

  ハイテクプラザでは、県内企業を対象に、注目されている技術の

 解説、情報提供等を行う「電子技術研究会」を開催しております。



  第３回講習会では、昨年ＩＳＯ化、本年５月にはＪＩＳ化され、

 今後、特にＢｔｏＢにおける情報資産の安全性確保に必須とされる

 情報セキュリティマネジメントシステムをテーマに開催します。

  皆様の参加をお待ちしております。

 ○テーマ  「ＩＳＯ（ＪＩＳ Ｑ）２７００１に基づく

        情報セキュリティマネジメントシステムについて」

 ○講 師  (株)バルク コンサルティング事業部 

       コンサルタント部長兼情報システム管理部長 内藤裕之 氏

 ○日 程  平成１８年１０月１３日（金）１３：３０～１５：３０

 ○会 場  ハイテクプラザ 研修室（１階）

 ○受講料  無 料

 ○申込締切 平成１８年１０月１１日(水)

 ○お申込み・お問合せ先

   研究開発部システム技術グループ

    電話：０２４－９５９－１７３９（担当：平山）

    ＨＰ：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■「電波暗室 貸し出し停止」のお知らせ

 

  ハイテクプラザの電波暗室は、電波暗室の測定システム定期校正

 のため、貸し出しを平成１８年９月８日から約１ヶ月停止しており

 ます。貸し出し再開時期については、決まり次第お知らせします。

  ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

 ○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：須藤、長尾）
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 ■「静電気許容度試験機 貸し出し停止」のお知らせ

  定期校正のため、静電気許容度試験機の貸し出しを９月２６日

 から２～３週間停止します。貸し出し再開時期については、

 決まり次第お知らせします。

  ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

 ○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：須藤、長尾）
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 ■「ビジネスクリエーションふくしま２００６」、「メディカルク

  リエーションふくしま２００６」出展のお知らせ

  財団法人福島県産業振興センターと福島県では、企業の広域的な

 新規取引先の開拓、受注機会の拡大を支援するため、「ビジネスク

 リエーションふくしま２００６」を開催いたします。

  これは、昨年まで７回開催してまいりました「ビジネスクリエー

 ション東北」を、福島発の製品展示・情報発信であることを強くア

 ピールしていくため、今回から「ビジネスクリエーションふくしま

 ２００６」として開催するものです。

  ハイテクプラザは、同時開催の「メディカルクリエーションふく



 しま２００６」とともに出展しております。ご高覧の際には、是非

お立ち寄り下さい。

 ○日時 平成１８年１１月１６日(木) １０：００～１７：００

     平成１８年１１月１７日(金) １０：００～１６：００

 ○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 「メディカルクリエーションふくしま２００６」、

       「ハイテクセミナー」など

 ○お問い合せ・お申込み先

  (財)福島県産業振興センター経営支援グループ

    電話：０２４－５２５－４０３４

    URL ：http://www.utsukushima.net/business/bcf2006.html
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 ■「ＩＳＯ１４００１内部監査セミナー」のお知らせ

  環境マネジメントシステムはじめ、組織マネジメントシステムの

 運用において、内部監査の重要性の認識が高まっています。

  財団法人福島県産業振興センターでは、下記により内部監査

 セミナーを実施いたします。

 

 ○内 容  ・環境マネジメントシステムの概要

       ・ＩＳＯ１４００１－２００４用語等解説

       ・環境マネジメントシステムの構築

       ・環境マネジメントシステム監査のプロセス

       等

 詳細は下記ホームページでご覧いただけます。

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



/article.php?storyid=79

 ○日 程  平成１８年１０月１７日（火）、１８日（水）、

               ２４日（火）、２５日（水）

       （４日間）

 ○会 場  ハイテクプラザ 研修室（１階） 

 ○受講料  ２０，０００円

 ○定 員  ２４名（１社１名でお願いいたします。）

 ○申込締切 平成１８年９月２５日(月)

 ○お申込み・お問合せ先

  （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（担当：竹内）

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 ■ 「プレス加工セミナー」のお知らせ

  財団法人福島県産業振興センターでは、金型各メーカーの取り

 組んでいる革新的な金型／プレス技術を紹介するセミナーを開催

 いたします。

 ○内 容  金型メーカーの取り組む新技術

 ○日 程  平成１８年１０月１９日（木）      

       １３：００～１６：００

 ○会 場  ハイテクプラザ 研修室（１階）

 ○受講料  １，０００円

 ○定 員  ５０名

 ○申込締切 平成１８年１０月１１日(水)

 ○お申込み・お問合せ先



  （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（担当：影山）

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 ■ 「プレス加工セミナー同時開催ＣＡＤ・ＣＡＭ展示・体験会」

  のお知らせ

  ＣＡＤ・ＣＡＭの機能は日進月歩の勢いで進歩しています。

  上記セミナーと同時開催で先進的ＣＡＤ・ＣＡＭの展示・体験会

 を開催いたします。

 ○内 容  ・ＣＡＤ・ＣＡＭの展示（３社）

       ・ＣＡＤ・ＣＡＭ体験セミナー

 ○日 程  平成１８年１０月１９日（木）

       ・展示：１０時～１７時

       ・体験セミナー：１０時、１２時、１４時

 ○会 場  ハイテクプラザ 多目的ホール（１階）

 ○参加料  無料ですが事前のお申込みをお願いいたします。

 ○定 員  体験セミナーは各回６名

 ○申込締切 平成１８年１０月１１日(水)

 ○お申込み・お問合せ先

  （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（担当：影山）

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

 プラザおよび各技術支援センター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。

  ただし、各会場とも発明協会福島県支部への電話予約が必要です。

  なお、９月下旬～１０月中旬分の開催予定日は次のとおりです。

     開催会場              開催日時

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

  郡山  ：ハイテクプラザ      10/ 2   9:00～12:00

  福島  ：福島技術支援センター  10/16 10:00～12:00

  いわき ：いわき技術支援センター  10/10  13:00～16:00

  詳細は以下のホームページでご確認下さい。

http://homepage2.nifty.com/j3i-f_hatsu/pdf/H18soudan.pdf

  ○お問い合わせ先

   （社）発明協会福島県支部

     電話：０２４－９５９－３３５１

     ＵＲＬ：http://www.jiii-fukushima.org/    
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 ■ あとがき



 

  めっきり秋らしく、風の肌触りや匂いも変わってきました。文字

 通り‘中秋の頃’です。

  ハイテクプラザはじめ各機関の行事も目白押しです。上記でお知

 らせいたしましたとおりハイテクプラザでは秋のメインイベントと

 して今月２８日に南相馬市、来月４日に喜多方市で出前・技術相談

 ＆事業説明会を開催いたします。両地域の皆様には、普段ご無沙汰

 しておりますので、この機会にぜひご来場頂き、ハイテクプラザに

 対するご理解を深めて頂くようご案内いたします。

なお、今回の配信にあたりましてはサーバーのトラブルで遅配が

 発生してしまい、皆様方には大変ご迷惑をおかけいたしました。

  また、あわせて当所ホームページの閲覧もできない状況が長く

 続いてしまい、大変申し訳ありませんでした。

  謹んでお詫び申し上げると共に、今後も変わらずご愛顧頂けます

 よう、衷心よりお願いいたします。
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