
ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第１６５号

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

平成２４年２月６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】「福島県微細加工技術研究会」第２回開催のご案内 

○本研究会は，産学官相互の交流と連携により、市場ニーズに即した



製品開発を，金型の微細加工・微細転写の技術面からサポートするため 

に設立されました。下記により第２回研究会を開催いたします。 

参加は無料ですので， ふるってご参加ください。 

 

○日 時 平成２４年２月１６日（木）１３:００～１６:４０   

○場 所 福島県ハイテクプラザ ３階 会議室２ 

     （郡山市待池第１-１２） 

○講演内容  

１ 微細構造を有する製品例 -マイクロ流路デバイスの現状-（予定） 

 （独）産業技術総合研究所 丹羽 修 氏 

 

２ 環境計測技術におけるマイクロデバイス利用とその展望（予定） 

 （独）産業技術総合研究所 鳥村 政基 氏 

       

○募集人員 

 金型及び成形製造関連企業、MEMS 関連企業及び県内大学等の関係機関の方 

その他、本研究会の趣旨に賛同する企業の方  

  

○参加費  

 無料  

○申し込み・問い合わせ 

 福島県ハイテクプラザ 産学連携科  

 Tel：024-959-1741 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【２】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、電源（ＣＶＣＦ）の入れ替えのため、 

２月１３日（月）～２０日の間、貸し出しを停止します。 

 ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げま 

す。 

 

○お問い合わせ先  

 技術開発部 生産・加工科 

 電話: 024-959-1738 



 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【３】ニュースフラッシュ配信方法の変更について 

 

 平成２４年２月より「ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ」の 

配信方法、配信元アドレスが変更となります。 

 

●配信方法変更点 

・インターネット本屋さん「まぐまぐ」を利用しての発行となります。 

 それに伴い、配信元アドレスが下記のとおり変更となります。 

 

 現行配信元アドレス 

  newsmaster@fukushima-iri.jp 

 

 ２月以降配信元アドレス： 

  福島県ハイテクプラザ mag2 0001382352<mailmag@mag2.com> 

 

 となる予定です。 

 

●登録・配信について 

・配信方法の変更にあたり、継続して配信を希望される方は「まぐま 

 ぐ」（URL:http://www.mag2.com/)よりメールアドレスをご自身で 

 登録していただくことになります。現在ご登録いただいている方も、 

 あらためてご自身でご登録していただくこととなります。 

 

登録方法 

１ 上記 URL より「まぐまぐ」へアクセスしてください。 

２ 検索フォームにて「ハイテクプラザ」を検索してください。 

３ 規約に同意いただき、配送希望アドレスをご入力ください。 

４ 「まぐまぐ」より入力アドレスへ本申請メールが配信されます。 

５ メールに記載されている要領に従い、本申請を行ってください。 

 

●その他 

・登録、配信は無料です。ただし、メールを受信するためのプロバイ 

 ダ料金、通信料は受信者の負担となります。 



・テキスト形式により配信いたします。ただし、携帯電話、PHS には 

 対応しておりません。 

 

ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い 

いたします。  

 

○お問い合わせ先 

 企画管理科 

 電話: 024-959-1736 FAX: 024-959-1761 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【４】ハイテクプラザ職員のメールアドレス変更について 

 

 新年（平成２４年１月１日）より、ハイテクプラザ職員のメールア 

ドレスが、下記のように変更になりました。 

 

 変更前 *****@fukushima-iri.jp 

 変更後 +++++@pref.fukushima.jp 

 （*****と+++++は異なる文字列になります。） 

 

変更後のメールアドレスについては、各職員にご確認願います。また、 

これに伴い、ハイテクプラザの代表アドレスも変更となります。変更 

後のアドレスは、決定次第、ホームページ等でお知らせします。 

 

○お問い合わせ先 

 企画管理科 

 電話: 024-959-1736 FAX: 024-959-1761 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【５】福島県ハイテクプラザ、福島県県産品加工支援センターＨＰの 

   リニューアルについて 

 

 福島県ハイテクプラザ、福島県県産品加工支援センターのホームペ 

ージは下記をもちましてリニューアルいたします。それに伴い、ホー 



ムページＵＲＬが変更となります。 

 

１ 変更日：平成２４年１月３０日（月） 

 

２ リニューアル後ＵＲＬ 

 ○福島県ハイテクプラザ 

    http://www4.pref.fukushima.jp/hightech 

 ○福島県県産品加工支援センター 

    http://www4.pref.fukushima.jp/fpppsc 

 

※現行ＨＰは１月２７日（金）を持って閉鎖となります。 

 

 １月３０日（月）以降、現行ＨＰにアクセスされた方は自動的に新 

規ＨＰへ移動しますので、ブックマークの変更をお願いいたします。 

 

 また、上記リニューアルに伴い、お問い合わせメールアドレスも一 

部変更となりますので、ご注意ください。 

 

○技術的な相談 

  →これまでと同様、「Web 相談窓口」よりお問い合わせ下さい。 

○その他一般的なご相談・意見 

  →hightech-info@pref.fukushima.lg.jp へお寄せ下さい。 

 

 ※info@fukushima-iri.jp は閉鎖となりますのでご注意下さい。 

 

○お問い合わせ先 

 企画管理科 

 電話: 024-959-1736 FAX: 024-959-1761 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【６】「公益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＞ 

 

 公益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。 

 

【復興支援講演会「逆境からの復興～夢を創り、夢を叶える～」 

  ワタミ（株）取締役会長 渡邉美樹氏の講演】 

 

○日 時 平成２４年２月２９日（水）１３：３０～１５：１５ 

○場 所 ホテルハマツ３階 左近の間 

     （郡山市虎丸町３-１８） 

○講 師 ワタミ株式会社 取締役会長 

     渡邉 美樹氏 

○定 員 ２００名 

○受講料 無料 

○締 切 平成２４年２月１７日（金） 

○申込方法 

  ホームページ掲載の受講申込書に必要事項を御記入の上、ＦＡＸ 

  または E-mail でお送りください。 

○ホームページ 

 http://fukushima-techno.com/training/2011/09/post-62.php   

 

 

【三次元座標測定機の測定技術-測定技術の向上や最新機器の紹介-】 

 三次元座標測定器は、機械加工などで仕上げた立体形状部品を、 

１μm（0.001）の単位で、精度良く測定することが出来ます。 

例えば、部品の長さ、穴および軸の直径や中心座標、段差の高さや 

幅などの寸法と、平面度や平行度および直角度などの幾何形状を測 

定することが出来ます。このため、部品の寸法・幾何公差の合否を 

確認する重要な測定器です。本セミナーでは測定技術の向上を目指 

し、システムなどの基本的な測定理論、計測標準とトレーサビリテ 

ィー体系、不確かさなどの測定精度、測定技術のノウハウや最新機 

器などの紹介をします。三次元座標測定器を通常使用している方や 

これから測定を検討している方、さらに測定技術の知識を高めよう 

とする方々を対象に開催しますので、ふるってご参加下さい。 

 

○日 時 平成２４年３月２日（金）１３：１５～１６：００ 

○場 所 福島県ハイテクプラザいわき技術支援センター 研修室 

     （いわき市常磐下船尾町杭出作 23-32） 



○講 師 株式会社ミツトヨ 技術営業課 

     宇都宮オフィス 佐藤 等 氏 

○定 員 ５０名 

○受講料 無料 

○締 切 平成２４年２月２３日（木） 

○申込方法 

  ホームページ掲載の受講申込書に必要事項を御記入の上、ＦＡＸ 

  または E-mail でお送りください。 

○ホームページ 

 http://fukushima-techno.com/training/2011/05/post-46.php   

 

 

 

 

○申込・お問い合わせ先 

  （公財）福島県産業振興センター技術支援部（担当：竹内） 

  〒963-0215 郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内） 

  電話: 024-959-1929 FAX: 024-959-1889 

  E-mail f-tech@f-open.or.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【７】［知財総合支援窓口］のご案内 

 

○知財総合支援窓口 

 一般社団法人福島県発明協会（ふくしま知的財産支援センター）で 

は、東北経済産業局特許室より特許等取得活用支援事業の委託を受け、 

知財総合支援窓口を開設しました。 

 知財総合支援窓口には、窓口担当者（知財アドバイザー）が常駐し 

て、中小企業等が抱える課題の解決に向けて、相談・支援を無料にて 

行っております。 

  

 ・窓口担当者が課題を把握し、最適な解決策を提案します。 

 ・専門性の高い課題は、知財専門家と共同で解決支援したします。 

 ・知財以外の支援が適切な場合は、他の支援機関をご紹介します。 

 



 経営課題の解決に知的財産が活用できるかもしれません。 

 

 まずは、知財総合支援窓口へご相談ください。 

 秘密厳守で対応いたします。 

 

 電話（窓口直通）024-963-0242 

   （ナビダイヤル）0570-82100 

 一般社団法人福島県発明協会（ふくしま知的財産支援センター） 

 

 

【８】ふくしま知的財産支援センターからのお知らせ 

 

○知財専門家巡回相談会 

 弁理士による、知的財産権に関する無料の相談会を開催します。 

 ・主催 福島県 

 ・日程および場所 

     １月～２月の予定は、下記のとおりです。 

      １月１７日（火）13:00～16:00 

       ハイテクプラザいわき技術支援センター 

      ２月１４日（火） 9:00～12:00 

       ハイテクプラザ福島技術支援センター 

 ・予約制ですので、事前に下記へご連絡をお願いします。 

      

○お問い合わせ先 

  ふくしま知的財産支援センター（一般社団法人福島県発明協会） 

   電話： 024-959-3351 

   （ URL：http://www.fukushima-i.org/ ） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【あとがき】 

 本号より新担当となりました。有益な情報を発信していきますので 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

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

「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。 

ハ イ テ ク プ ラ ザ Ｈ Ｐ ：

http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/information/backnumber.html 

まぐまぐＨＰ：http://archive.mag2.com/0001382352/index.html 

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

 

【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 

   ＨＰ：http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/ 

 

 ○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。 

 


