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ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第１３９号

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

平成２２年１２月２０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】「ショット加工についてのアンケート」のご協力のお願い

＜New＞ 

現在、ハイテクプラザでは、産業廃棄物の減量化・再資源化技術に 

関する研究開発事業において、石炭灰を利用したショットブラストお 

よびショットピーニングのショット材の研究開発を行っております。 

 本研究の一環として、ショット加工についての市場調査を行うとと 

もに、本研究にご興味・ご協力いただけます企業様を広く募集したく、 

アンケートを実施しております。



 本アンケートにご協力いただける場合、下記アンケート用紙に必要 

事項をご記入の上、担当職員まで、電子メール、FAX、または郵送に 

て、平成 23 年 2 月 28 日（月）までにご返送くださいますようお願いい 

たします。 

 

 アンケート用紙（word 形式 36kB） 

 http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H221217questionnaire.doc 

 

 ホームページ 

 http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id794.php 

 

○回答・お問い合わせ先  

  ハイテクプラザ技術開発部工業材料科（担当：光井） 

  〒963-0215 福島県郡山市待池台 1-12 

   電話 ：０２４－９５９－１７３７ 

   FAX  ：０２４－９５９－１７６１ 

   E-mail:hjmitui@fukushima-iri.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【２】「事業説明会＆出前技術相談会 in 塙(H23.01.26)」のご案内 

 

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「福島県ハイテクプラザ事業説明会＆出前 

技術相談会 in 塙」を開催いたします。 

 個別相談会では、県内の産業支援機関等の協力により、「技術」「 

農商工連携」「知的財産」「経営」の各分野に広く対応いたします。 

事業説明会では、各機関が得意とする支援メニューについて分かりや 

すく説明いたします。  

 参加は無料です。皆様の多数の参加をお待ちしております。  

 

２．日時 平成 23 年 1 月 26 日（水）13:00～15:30  

 

３．会場 塙町商工会館  

     住所：東白川郡塙町大町塙字大町 3-31-1  



     TEL：0247-43-0371（塙町商工会）  

 

４．主催 福島県（県南地方振興局、ハイテクプラザ）  

 

５．共催 塙町、（公財）福島県産業振興センター、 

     （社）発明協会福島県支部  

 

６．対象 県南地方、特に東白川郡内の企業経営者、技術者等一般  

 

７．料金等 当日の参加、相談は無料です。  

 

８．プログラム  

 ◎事業説明会（１３：００～１４：３０）  

  ○挨拶   １３：００  

  ○事業説明会１３：０５～１４：３０ 

   ・ハイテクプラザ 

   ・県産品加工支援センター 

   ・一般社団法人産業サポート白河 

   ・公益財団法人福島県産業振興センター 

   ・社団法人発明協会福島県支部 

  ※入退出は自由です。御来場頂ければ個別に対応します。 

 ◎出前技術相談会（１３：００～１５：３０）  

   ・事前に予約を受け付けます。（時間指定）  

   ・当日飛び込みの相談も対応します。  

     （但し、事前予約が優先となりますので、事前の申し込み 

      をお勧めします。）  

 

 注意：「事業説明会」と「出前技術相談会」は時間を並行して開催 

    します。説明会聴講と技術相談の両方を希望する場合には、 

    相談希望時間に御注意下さい。  

 

 －－－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 



 

ホームページ 

  http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id787.php 

 

○申し込み、お問い合わせ先  

  ハイテクプラザ企画連携部産学連携科（担当：平山） 

   電話 ：０２４－９５９－１７４１ 

   FAX  ：０２４－９５９－１７６１ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【３】「事業説明会＆出前技術相談会 in 相馬(H23.02.15)」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「福島県ハイテクプラザ事業説明会＆出前 

技術相談会 in 相馬」を開催いたします。 

 個別相談会では、県内の産業支援機関等の協力により、「技術」「 

食品加工」「知的財産」等の各分野に広く対応いたします。 

事業説明会では、各機関が得意とする支援メニューについて分かりや 

すく説明いたします。  

 参加は無料です。皆様の多数の参加をお待ちしております。  

 

２．日時 平成 23 年 2 月 15 日（火）13:30～15:30  

 

３．会場 相馬市総合福祉センター「はまなす館」  

     住所：相馬市小泉字高池 357 番地  

     TEL：0244-36-1905  

 

４．主催 福島県（ハイテクプラザ、相双地方振興局） 

 

５．共催 相馬市、（公財）福島県産業振興センター、 

     （社）発明協会福島県支部  

 

６．対象 相馬市・相馬郡内等の企業経営者、および技術者等一般  

 



７．料金等 当日の参加、相談は無料です。  

 

８．プログラム  

 ◎挨拶    １３：３０ 

 ◎事業説明会（１３：３５～１５：００）  

   ・ハイテクプラザ 

   ・県産品加工支援センター 

   ・相双テクニカルプラザ 

   ・公益財団法人福島県産業振興センター 

   ・社団法人発明協会福島県支部 

  ※入退出は自由です。御来場頂ければ個別に対応します。 

 ◎出前技術相談会（１３：３０～１５：３０）  

   ・事前に予約を受け付けます。（時間指定）  

   ・当日飛び込みの相談も対応します。  

     （但し、事前予約が優先となりますので、事前の申し込み 

      をお勧めします。）  

 

 注意：「事業説明会」と「出前技術相談会」は時間を並行して開催 

    します。説明会聴講と技術相談の両方を希望する場合には、 

    相談希望時間に御注意下さい。  

 

 －－－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 

 

ホームページ http://www.fukushima-iri.jp/ 

 

○申し込み、お問い合わせ先  

  ハイテクプラザ企画連携部産学連携科（担当：平山） 

   電話 ：０２４－９５９－１７４１ 

   FAX  ：０２４－９５９－１７６１ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



【４】波長分散型エックス線分析装置貸し出し停止のお知らせ 

                           ＜New＞ 

 現在、ハイテクプラザ（郡山）の、波長分散型エックス線分析装置 

（蛍光Ｘ線分析装置 PANalytical PW2400）が、故障中のため、ご利 

用いただけません。 

 皆様にはご不便をおかけしますが、ご了承のほど、お願いいたしま 

す。 

 

○お問い合わせ先  

  ハイテクプラザ技術開発部工業材料科 

   電話 ：０２４－９５９－１７３７ 

   FAX  ：０２４－９５９－１７６１ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【５】「ハイテクプラザ年末年始のお休み」のお知らせ＜New＞ 

 

 県民の皆様には、いつも当所をご利用いただき、ありがとうござい 

ます。 

 ハイテクプラザでは、年末年始において、下記の期間お休みさせて 

いただきます。 

 

○年末年始お休みの期間 

 平成２２年１２月２９日（水）～平成２３年１月３日（月） 

 新年は、１月４日（火）から業務を再開いたします。ご利用の皆様 

には、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○お問い合わせ先  

  ハイテクプラザ企画連携部企画管理科 

   電話 ：０２４－９５９－１７３６ 

   FAX  ：０２４－９５９－１７６１ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【６】「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。 

 

○平成２２年１２月下旬～平成２３年１月中旬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    12/22（水）( 9:00～) 

 郡  山：福島県ハイテクプラザ     1/11（火）( 9:00～) 

 福  島：福島技術支援センター     1/17（月）( 9:00～) 

 郡  山：福島県ハイテクプラザ     1/19（水）( 9:00～) 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○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】 

 はやいもので、今年最後のニュースフラッシュとなりました。皆様 

には、今年もたいへんお世話になりました。来年度も、技術相談・機 

器使用・依頼試験など、皆様のご利用をお待ちしております。どうぞ 

よろしくお願い申し上げます。 

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



「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 

  福島県ハイテクプラザ企画連携部企画管理科 

   電話: 024-959-1736 FAX: 024-959-1761 

   E-mail: newsmaster@fukushima-iri.jp 

   ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/ 

 

 ○配信停止、メールアドレス変更等のお知らせは上記宛にお願いい 

  たします。 

 ○なお、配信先のメールアドレスが不明等として、長期（３ヶ月程 

  度）に渡り、配信が行えない場合、断り無く登録を削除させてい 

  ただくことがあります。メールアドレスを変更される場合は、忘 

  れずにご連絡をお願いいたします。 

 ○ハイテクプラザ・ニュースフラッシュの記事については、私的利 

  用の範囲内で使用し、無断転載、無断コピーなどはご遠慮くださ 

  い。 


