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    ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第４０号
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                   平成１８年１２月１８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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 ■「グリーンインダストリー・セミナー」のご案内

 

  ハイテクプラザでは、県内企業の生産活動のグリーン化（生産

 活動全般の低環境負荷化）をすすめるために、これらの分野のセ

 ミナーを開催いたします。関心のある方は、是非ご参加下さい。

 ○開催日時 平成１８年１２月２０日（水）１３：３０～１５：００

 ○場  所 ハイテクプラザ ３階 会議室

 ○演  題 「廃熱から電力を取り出す環境共生型シリサイド熱電材料」

 ○内  容 廃熱から直接電力を取り出すことができる熱電変換

       は、環境・エネルギー問題の解決技術として注目さ

       れています。今回は、熱電材料の中でも環境に優し

       い元素を使用した環境半導体シリサイドの作製技術

       と性能、応用への展望について紹介します。

 ○講  師 (独)物質・材料研究機構 材料ラボ 磯田幸宏 氏

 ○定  員 先着４０名（無料）

 ○申込締切 平成１８年１２月１９日（火） 

 ○申し込み 下記ＨＰを参照していただくか、

       セミナーのテーマ名、会社名、住所、氏名、

       電話番号を記載し、メールにてお申込み下さい。



   [HP]  http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html

   [Mail] rest@fukushima-iri.go.jp

 ○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）
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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（最終受付は平成１９年２月２３日（金））

   ※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）

     H P ：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■「機器貸し出し再開」のご案内

  当所シールドブース内の以下の機器は、定期校正のため貸し出し

 を停止しておりましたが、１２月２５日より貸し出しを再開いたし

 ます。

  なお、ご予約は電話のみで受付させて頂きますので、よろしく

 お願いいたします。

 【貸し出し停止機器】

  雷サージ試験機

  パワーフェイルシミュレータ

  バースト信号発生器

  ○予約・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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 ■「ＩＴものづくり研修（講義コース）」のお知らせ

  新しい「ものづくり」に関して、最新の加工技術や生産技術の

 情報を的確にキャッチする方法を学びます。講師の内原氏は、イン

 ターネットを通しての情報のやり取りにより、中小企業における受

 発注のシステム化を進めています。

 ○講 師  株式会社ＮＣネットワーク 

       代表取締役 内原康雄 氏

 ○日 程  平成１９年１月１７日（水）１３：３０～１６：３０



 ○会 場  ハイテクプラザ 研修室（１階）

 ○定員   ３０名

 ○受講料  ２，０００円

 ○申込締切 平成１９年１月１２日(金)

 ○お申込み・お問い合せ先

   (財)福島県産業振興センター技術支援グループ

    電 話：０２４－９５９－１９２９（担当：影山）

    E-mail：f-tech@f-open.or.jp

     H P ：http://www.f-open.or.jp/
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 ■ 「特許等講習・指導相談会」のお知らせ

  社団法人発明協会福島県支部では特許庁の委託を受け、地域の中

 小・ベンチャー企業及び個人の方々を対象に知的財産権制度につい

 ての講習会・相談会を開催しております。

  今回は特許戦略についてお話を伺うとともに、あわせて個別相談

 会を開催いたします。

 ○日 程  平成１８年１２月２２日（金）

        講習会   １３：３０～１５：００

        指導相談会 １５：００～１６：３０

 ○講 師  水野特許商標事務所 

       弁理士 水野 博文 氏 

 ○会 場  ハイテクプラザ 研修室（１階）

 ○定員   講習会   ４５名

       指導相談会  ５名（事前予約をお願いいたします）



 ○受講料  無料

 ○お申込み・お問い合せ先

   (社)発明協会福島県支部

    電 話：０２４－９５９－３３５１

    E-mail：j3i-f@nifty.com

     H P ：http://www.jiii-fukushima.org/
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 ■ 「地域ブランド講習・指導相談会」のお知らせ

  社団法人発明協会福島県支部では、今年度４月に開始された「地

 域団体商標」について、講習会と具体的な相談を承る指導相談会を

 福島市において開催いたします。

 ○日 程  平成１９年１月１７日（水）１３：３０～１６：３０

        講習会   １３：３０～１５：００

        指導相談会 １５：００～１６：３０

 ○講 師  水野特許商標事務所 

       弁理士 水野 博文 氏

 ○会 場  ハイテクプラザ福島技術支援センター

 ○定員   講習会   ４５名

       指導相談会  ５名（事前予約をお願いいたします）

 ○受講料  無料

 ○お申込み・お問い合せ先

   (社)発明協会福島県支部

    電 話：０２４－９５９－３３５１

    E-mail：j3i-f@nifty.com

     H P ：http://www.jiii-fukushima.org/
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 ■ 「地域団体商標制度及び小売等役務商標制度説明会」のお知らせ

  社団法人発明協会福島県支部では、今年４月に開始された「地域団

 体商標」について、分かりやすく解説する説明会を開催いたします。

  今回はあわせて、来年４月に開始される、商標をサービスマークと

 して保護する「小売等役務商標制度」についても説明いたします。

 ○日 程  平成１９年１月２６日（金）１３：３０～１７：００

 ○講 師  特許庁職員

 ○会 場  ハイテクプラザ 研修室（１階）

 ○定員   １００名（定員になり次第締切らせていただきます）

 ○受講料  無料

 ○お申込み・お問い合せ先

   (社)発明協会福島県支部

    電 話：０２４－９５９－３３５１

    E-mail：j3i-f@nifty.com

     H P ：http://www.jiii-fukushima.org/
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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、１月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         1/ 9（火） 9:00～12:00

  会津  ：会津若松技術支援センター 1/15（月）10:00～12:00

  福島  ：福島技術支援センター    1/22（月）10:00～12:00

  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

 

  今週には冬至を迎え、山々からは雪の便りも届いている今日この

 頃ですが、これまでのところ”暖冬？”という気配が感じられます。

  今号が今年最後の発信になりました。お役に立てる情報をご提供

 できたものと自負してはおりますが、お気づきの点は遠慮無くお知

 らせ下さい。皆様のお役に立つ情報発信に反映させていただくと共

 に、技術支援や研究開発といったメインの業務にも生かさせていた



 だきます。

  今年一年おつきあいいただきまして、ありがとうございました。

 来年もよろしくお願いいたします。よい年をお迎え下さい。

==============================================================
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