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ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第１２６号
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平成２２年６月７日発行 

 「ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ」は福島県ハイテクプラザが 

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、 

ご案内するメールマガジンです。 
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【１】「知財経営に係る講演会＆技術相談会 in 南相馬（７／１）」の 

ご案内＜New＞ 

１．内容  

 今後の企業経営に必須のテーマである「持続的な企業経営に資するた 

めの知財戦略」に関する講演会と、ハイテクプラザの職員が地域の企業 

等の皆様からの技術相談を無料でお受けする相談会を併せて行う「知財 

経営に係る講演会＆技術相談会 in 南相馬」を開催いたします。  



 講演は、仙台で弁護士として中小・ベンチャー企業を中心とした企業 

法務支援を行い、近年では知財経営を含めた知的財産分野でのコンサル 

タントを行う等、幅広く活動しているアネスティ法律事務所の勝田亮弁 

護士をお迎えして行います。  

 皆様の多数の参加をお待ちしております。  

 

２．日時 平成 22 年 7 月 1日（木）13:00～16:00  

 

３．会場 南相馬市民情報交流センター 大会議室  

     （住所：南相馬市原町区旭町二丁目７－１）  

 

４．主催 福島県（相双地方振興局、ハイテクプラザ）  

 

５．共催 南相馬市、(財)福島県産業振興センター、 

     (社)発明協会福島県支部  

 

６．対象 主に相双地域の企業経営者、技術者等一般  

 

７．料金 当日の参加、相談は無料です。  

 

８．プログラム 

 

 ○講演 「知財を活かし、継続的に事業活動を盛り立てる企業経営に 

     ついて（仮題）」アネスティ法律事務所 弁護士 勝田亮氏  

 

 ○事業紹介（10 分程度のミニプレゼン）  

  ハイテクプラザ、県産品加工支援センター、(株)ゆめサポート南相 

  馬 、(財)福島県産業振興センター、(社)発明協会福島県支部  

  ※入退室自由です。  

 

 ○技術相談  

  ・事前に予約受付（時間指定、相談一件当たり 30 分）  

  ・当日受付も可能（事前予約が優先となりますので、事前申し込み 

   をお勧めいたします。）  

 

 －－－相談事例のご紹介－－－  



  相談事例( PDF 形式・13KB ) 

  http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H22demae_soudannlist.pdf  

 

  相談事例(Q&A)( PDF 形式・18KB )  

  http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H22demae_soudanQA.pdf 

 

９．申込み方法・締切  

 次の「参加申込書」をご利用の上、平成 22 年 6 月 29 日(火)までに、ハイ 

テクプラザ企画連携部 産学連携科へ FAX にてお申し込み下さい。  

 なお、相談時間が重なった場合は、申込み順を優先いたします。  

 

 参加申込書（ PDF 形式・299KB ）  

 http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H220701demae_minamisoma.pdf 

 

○お問合せ 

 ハイテクプラザ企画連携部産学連携科 

  電話：０２４－９５９－１７４１ ( 担当 ： 平山 )  

  FAX ：０２４－９５９－１７６１ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【２】「ミニセミナー＆個別相談会 in 白河（7/22）」のご案内＜New＞ 

 

１．内容  

 ハイテクプラザの職員が出向いて地域の企業等の皆様からの技術相談 

を”無料”でお受けする「ミニセミナー＆個別相談会 in 白河」を開催い 

たします。  

 併せて、ハイテクプラザおよび産業支援機関等による事業や事例を含 

めたミニセミナーも行います。  

 

２．日時 平成 22 年 7 月 22 日（木）13:00～16:30  

 

３．会場 白河地域職業訓練センター（白河市字中田 140）  

 

４．主催 福島県（県南地方振興局、ハイテクプラザ）  

 



５．共催 白河市、(財)福島県産業振興センター、(社)発明協会福島県 

     支部  

 

６．対象 主に県南地域の企業経営者、技術者等一般  

 

７．料金 当日の参加、相談は無料です。  

 

８．プログラム  

 

 ○ミニセミナー （各 10 分程度のミニプレゼン）  

  ハイテクプラザ、県産品加工支援センター、財団法人福島県産業振 

  興センター、一般社団法人産業サポート白河、社団法人発明協会福 

  島県支部  

  ※入退室自由です。都合の良い時間にお越しいただければ、個別に 

   対応いたします。  

 

 ○技術相談  

  ・事前に予約受付（時間指定、相談一件当たり 30 分）  

  ・当日受付も可能（事前予約が優先となりますので、事前申し込み 

   をお勧めいたします。）  

 

 －－－相談事例のご紹介－－－  

  相談事例( PDF 形式・13KB ) 

  http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H22demae_soudannlist.pdf  

 

  相談事例(Q&A)( PDF 形式・18KB )  

  http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H22demae_soudanQA.pdf 

 

９．申込み方法・締切  

 次の「参加申込書」をご利用の上、平成 22 年 7 月 16 日(金)までに、ハイ 

テクプラザ企画連携部 産学連携科へ FAX にてお申し込み下さい。  

 なお、相談時間が重なった場合は、申込み順を優先いたします。  

 

・参加申込書（ PDF 形式・291KB ）  

 http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H220722demae_shirakawa.pdf 

 



○お問合せ 

 ハイテクプラザ企画連携部産学連携科 

  電話：０２４－９５９－１７４１ ( 担当 ： 平山 )  

  FAX ：０２４－９５９－１７６１ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【３】「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） 

   研修」のお知らせ ＜New＞ 

 

 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）とハイ 

テクプラザでは、県内企業の皆様を対象とした研修を実施しております。 

皆様のお申し込みをお待ちしております。 

 

○【OpenOffice.org セミナー】７月１４日開催 

 マイクロソフト社の Office ソフトを使わずに同じ作業ができたら、大 

きな経費削減につながります。 

 無料で同じように使える「OpenOffice.org」（オープンオフィスドッ 

トオルグ）をダウンロードして、使用してみませんか？ 

 

○【制御機器入門】７月１日、２日開催 

 制御機器の使い方や役割を基礎から学びたい方へお勧めのセミナーで 

す。 

 

○【電力測定・低周波 EMC 計測セミナー】７月７日開催 

 電力測定の基礎から試験方法など、幅広く学びます。 

 

○【断面作製および観察技術・実演セミナー】７月１３日開催 

 分析業務に役立つ各装置の原理、基本性能、断面加工技術について学 

びます。 

 

 詳細はテクノコムホームページをご覧下さい。 

 http://fukushima-techno.com/ 

 

○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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【４】「平成２２年度 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の主催により、ハイテクプラザ及び各技 

術支援センターにおいて、特許・実用新案・意匠・商標・著作権等、知 

的財産権に関する相談を無料で受ける無料発明相談会を開催します。 

 ご相談は予約制ですので、日程表をご確認のうえ、社団法人発明協会 

福島県支部まで電話にてお申し込み下さい。 

 

○日時・場所等（日程表） 

 下記ホームページの日程表をご覧下さい。 

 http://www.fukushima-iri.jp/uploads/niteihyou.pdf 

 

○お申込み方法 

 社団法人発明協会福島県支部まで、電話でお申し込みください。 

 

○なお、平成２２年６月中旬までの開催予定日は次のとおりです。 

       開催会場          開催日時 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 郡  山：福島県ハイテクプラザ     6/ 9（水）(9:00～) 

 い わ き：いわき技術支援センター      6/14（月）(13:00～16:00) 

 福  島：福島技術支援センター    6/22（火）(9:00～12:00) 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○お問い合わせ先 

  （社）発明協会福島県支部 

   電話：０２４－９５９－３３５１（担当：吉成） 

   （ ＨＰ：http://www.jiii-fukushima.org/ ） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【あとがき】 

 ハイテクプラザや関係機関では、今回ご紹介したもの以外にも、みな 

さまのお役にたつセミナー、イベントを多数計画しております。それぞ 



れ内容が確定次第、順次ご案内いたしますので、どうぞお役立て下さい。 

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

「バックナンバーのお知らせ」 

ハイテクプラザ・ニュースフラッシュのバックナンバーにつきましては、 

下記のホームページにございますので、ご利用ください。 

  ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/publicity/backnumber/ 

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

 

【編集・発行】 

 〒963-0215 

  郡山市待池台１－１２ 
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