
ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第 182 号

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

    平成 24 年 11 月 5 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】ふくしま産学官連携フェア＆特許ビジネス市参加者募集のご案内  

 福島県ハイテクプラザでは、下記のとおり産学官連携フェア＆特許ビジネス市 

を開催いたします。「産学官連携」、「知的財産権」をキーワードとして、 

下記のとおりご講演をいただきますので、奮ってご参加ください。 

記 

○日 程 平成 24 年 11 月 16 日（金）15:30～17:05（交流会 17:30～19:30）

○会 場 郡山ビューホテル本館（郡山市中町 3-1）

○入場料 無料（交流会参加の場合は、参加費 4,000 円）

○来場者 県内企業、県内大学、行政機関、産業支援機関、商工関係団体

○内 容 1 基調講演「知的財産権を利用した中小企業の事業戦略」



      システム・インテグレーション株式会社代表取締役社長 多喜義彦氏 

     2 技術紹介「二人乗り電気自動車の開発」 

      株式会社コンド電機代表取締役社長 近藤善一氏 

         3 技術紹介「冷凍血漿解凍装置の開発」 

           北陽電機株式会社 技術課 金沢和弥氏 

         4 支援事例紹介「足漕ぎ車いすの開発」 

           株式会社ゆめサポート南相馬 技術支援員 山崎正典氏 

        ※ポスター、製品展示も会場で行います。 

 

○申込締切 平成 24 年 11 月 5 日(月) 

 

 参加ご希望の方は、参加申込書 

  （http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/news/uploads/application240926.doc） 

  をご利用ください。 

 

なお、不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。 

 

○お問い合わせ先 

福島県ハイテクプラザ企画連携部産学連携科 齋藤 

TEL    : 024-959-1741 

FAX    : 024-959-1761 

E-mail : saitou_hiroshi_02@pref.fukushima.lg.jp 

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【2】ソーシャルメディアと企業経営戦略・自治体サービス 

 

主催 （公財）福島県産業振興センター 共催 福島県ハイテクプラザ 

 

  Twitter、ＳＮＳ（Facebook 等）、Youtube 等の動画配信サービスといったソーシャル 

メディアは、これまでの個人利用の領域から、ビジネスや事業構築、広報・マーケティ 

ング、プロモーションなどの様々な領域で利活用されつつあります。まさに企業や団体 

・地方自治体の様々な事業・サービス戦略を考え、実施するうえで必要不可欠な柱とい 

えるでしょう。同時に、このソーシャルメディアの利活用にあたっては、組織における 

情報管理教育の在り方などの内部的な対応も必然的に求められています。 

 このセミナーは、こうしたソーシャルメディアの企業や団体・地方自治体による利活 



用の場面における対外的・対内的に注意すべき点、法的問題に触れるとともに、発生す 

るトラブルに対しての解決方法や対応策などについて説明するセミナーです。対象者は、 

企業経営者、広報・マーケティング担当者、ＩＴ担当者、情報管理者、自治体の総務・ 

広報・システム担当者などですが、個人事業者にとっても参考になるものです。 

 

○日 時    平成 24 年 11 月 14 日（水）13：30～16：30 

  

○場 所   福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台 1-12） 研修室 

 

○受講料    無 料 

 

○講 師  会津大学 上級准教授 清野 正哉 氏 

 

○定 員   30 名  

    

○締 切  平成 24 年 11 月 12 日（月） 

 

○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（テクノ・コム）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）  

TEL    : 024-959-1929 

FAX    : 024-959-1889  

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【3】環境セミナー（法規制） 

     化学物質規制法・製品含有化学物質規制法と企業対応の進め方<NEW!!> 

 

主催：（公財）福島県産業振興センター 共催 福島県ハイテクプラザ 

 

 日々、改正されている化学物質規制法。このセミナーでは、はじめて化学物質関連の 

部署に着任された方、管理職として全般的に化学物質の規制法を把握されたい方を対象 

に、REACH 規則、EU RoHS 指令、中国 RoHS 管理規則案について解説します。さらに規制だ 

けでなく、CE マーキングや RoHS マークなどの企業対応の進め方についてもお話しします 

ので、広い知識と最新の情報をお求めの方、ぜひご参加下さい。また、事前にご質問や 

疑問点がありましたらお申込書と一緒にお送りください。当日の解説または配布資料に 



可能な限り盛込みます。 

 

◆REACH 規則（登録や成形品の義務と対応など） 

◆EU RoHS 指令（RoHS(II)の論点や CE マーキングの概要など） 

◆中国 RoHS 管理規則案（RoHS(II)の論点と自主的認証制度など） 

◆企業対応（CE マーキングや RoHS マークなどの社内対応） 

◆質疑応答 

 

※セミナーは常に最新情報を取り入れ更新しております。当日のスライドや資料に、 

  内容変更や順番の入れ替え等の可能性があることを予めご了承ください。 

 

○日 時    平成 24 年 11 月 16 日（金）13：30～16：30  

 

○場 所   福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台 1-12） 研修室 

 

○受講料    5，000 円（消費税含）受講料の納入については、後日ご連絡いたします。 

 

○講 師  社団法人産業環境管理協会 化学物質管理情報センター 技術参与 松浦徹

也 氏 

 

○定 員   30 名 

    

○締 切  平成 24 年 11 月 14 日（水） 

 

○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（テクノ・コム）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）  

TEL    : 024-959-1929 

FAX    : 024-959-1889  

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【4】平成 24 年度 環境セミナー 

      (原発事故から約２年、今後の環境問題への対策セミナー)<NEW!!>  

      ～中小企業が今なすべきこと～ 

 



主催 （公財）福島県産業振興センター 共催  福島県ハイテクプラザ 

 

 東日本大震災による福島第一原発の事故から約２年が経過しようとしています。事故 

の直後に多くの国で導入された輸入規制・ガイドラインについては徐々に緩和され、ま 

た、個別の取引においても放射能検査・証明の要求はだいぶ落ち着いてきたようです。 

残念ながら食品業界においては未だに風評から来る買い控えが起こっていますが、総じ 

て言えば、放射能問題に対する個別対策からより広い範囲を対象とした環境対策の検討 

・導入を行う段階に移ったようです。 

  今回の環境セミナーでは、原発事故後の市場関係者からの反応を顧みつつ、放射能問 

題の収束を目指した対策、様々な環境問題に対する物理的または組織的予防、一旦問題 

が発生した場合のコミュニケーション方法等について講演していただきます。 

   

【セミナー内容】 

1.放射能問題の払拭 

2.今後の環境問題への対策 

3.リスクコミュニケーション 

 

○日 時    平成 24 年 12 月 5 日（水）13：30～16：30  

 

○場 所   福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台 1-12）研修室 

 

○受講料    2,000 円（消費税含む）受講料の納入については、後日ご連絡いたします。 

 

○講 師  シースピリッツ合同会社 代表 桑原 宏之 氏 

 

（ドイツの検査機関で放射能の測定・防護対策の導入等を担当し、後に独立。現在は放 

射能対策に関する個人アドバイザとして福島に通い、中小企業の海外進出支援を行う会 

社を経営している。） 

 

○定 員   30 名  

    

○締 切  平成 24 年 11 月 30 日（金） 

 

○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（テクノ・コム）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）  



TEL    : 024-959-1929 

FAX    : 024-959-1889  

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【5】金型加工最新セミナー<NEW!!> 

 

主催 （公財）福島県産業振興センター 共催 福島県ハイテクプラザ 後援 三菱商事

テクノス 

 

 今年は、二年に一度の日本国際工作機械見本市（JIMTOF）が開催され、最新技術での 

挑戦が更に進歩し金型製作手法を益々変化させています。そこで、その変化を企業の皆 

様方にも取り入れていただけるよう、金型製作に総合的な技術開発とその提供を行って 

いる企業のご協力を得て、金型生産技術の革新事例や新加工技術の事例を紹介いたしま 

す。金型に関係する企業の皆様方にはこのセミナーを受講され国内外で活躍できる知識 

を身に着けていただきたいと思います。 

 

○日 時  平成 24 年 12 月 6 日（木） 午後 1時 30 分から午後 4時 30 分  

 

○場 所  福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台 1-12） 1 階 研修室 

 

○定 員   30 名 

 

○受講料    3,000 円（消費税込み）  

    

      ◆講演テーマ 1「最近の加工事例にみる今後の金型加工」（13：35～14:55）  

              ・ダイヤモンド工具を使用した加工事例の紹介 

              ・超硬材への切削加工 ・電着砥石による加工事例の紹介 

           講師 株式会社牧野フライス製作所 加工技術部開発グループ 

                        マネジャー 矢部 和寿  氏 

 

              【休 憩】 

 

      ◆講演テーマ 2「金型造りの最新加工技術」 （15：05～16：25） 

               講師 三菱電機株式会社 ＦＡシステム事業本部産業メカトロニクス事

業部 



                 主管技師長 岩崎 健史 氏 

 

       【質疑応答】 

 

○締 切  平成 24 年 11 月 22 日（木） 

 

○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（テクノ・コム）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）  

TEL    : 024-959-1929 

FAX    : 024-959-1889  

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【6】平成 24 年度第 2回『福島県中小企業外国出願支援事業』及び 

     『特許出願経費等助成事業(国内出願支援事業)』募集のご案内<NEW!!> 

 

◆◇◆◇◆外国･国内における産業財産権の取得をサポートします！◆◇◆◇◆ 

 

 (公財)福島県産業振興センターでは､県内の中小企業者の皆様が､外国又は国内における 

知的財産権の戦略的な活用を支援するための助成事業を行います｡ 

 

■ 福島県中小企業外国出願支援事業 

○助成金総額  430 万円程度(3～4 件の助成を想定) 

 

○募集期間    平成 24 年 11 月 1 日(木)～11 月 22 日(木) ※当日消印有効 

 

○助成上限     特許出願の場合は上限 150 万円、それ以外の場合は上限 60 万円 

 

 特許権･意匠権･商標権の外国出願に係る費用のうち､助成対象経費の2分の1以内を助成 

いたします(外国出願料・現地代理人費用・国内代理人費用・翻訳費・外貨送金手数料など)｡ 

 

※ 交付決定後(24 年 12 月下旬を予定)から､25 年 3 月末までに出願及び経費支払い手続き

を 

  行うことが必要となります｡ 

 



※ 日本国特許庁に支払う費用(PCT 出願料､国際商標登録出願の本国官庁手数料等を含む) 

   については対象となりません｡ 

 

 

■ 特許出願経費等助成事業(国内出願支援事業) 

○助成金総額  110 万円程度(3～4 件の助成を想定) 

 

○募集期間    平成 24 年 11 月 1 日(木)～11 月 22 日(木) ※当日消印有効 

 

○助成上限     特許出願の場合は上限 30 万円､それ以外の場合は上限 15 万円 

 

 特許権･実用新案権･意匠権･商標権の取得に係る費用のうち､助成対象経費の 2分の 1以

内 

を助成いたします(弁理士への報酬､特許庁費用など)｡ 

 

 それぞれの事業について、詳しくはこちらのホームページをご覧ください｡ 

  http://fukushima-techno.com/ 

(｢新着情報｣又は｢お知らせ｣から､それぞれの項目をクリックしてください｡) 

 

○お申込み・お問合せ先  

（公財）福島県産業振興センター技術支援部（テクノ・コム）担当：齋藤・鹿目 

〒963-0215 郡山市待池台 1-12（福島県ハイテクプラザ内）  

TEL    : 024-959-1929 

FAX    : 024-959-1889  

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【7】ふくしま知的財産支援センターからのお知らせ <NEW!!> 

 

○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 

 ・日程及び場所 

 

    [会津]  11 月 20 日（火）9:00～12:00 



         ハイテクプラザ会津若松技術支援センター 

 

    [福島]  12 月 4 日（火）9:00～12:00 

         ハイテクプラザ福島技術支援センター 

 

    [いわき]  1 月 22 日（火）13:00～16:00 

         ハイテクプラザいわき技術支援センター 

   

 ・予約制ですので、事前に下記へご連絡をお願いします。 

 

○申込・お問い合わせ先 

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） 

TEL    : 024-959-3351 

E-mail : j3i-f@nifty.com 

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【8】 [知財総合支援窓口]のご案内 

 

    ☆ ☆ 知的財産権に関する無料相談窓口 ☆ ☆ 

 

○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ております。 

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 

行っています。 

 

・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。 

秘密厳守で対応します。 



 

 

  ----------------[参加イベント情報]--------------------- 

 

■再生可能エネルギー産業フェア 2012 へ出展いたします。 

 出展ブースにて、知財に関する相談を行います。 

 

 日時：平成 24 年 11 月 7 日（水）～8日（木）10:00～17:00 

 会場：ビッグパレットふくしま 

 

■県南地域企業展示交流会へ出展いたします。 

 出展ブースにて、知財に関する相談を行います。 

 

 日時：平成 24 年 11 月 12 日（月）15:00～17:00 

 会場：白河市立図書館 地域交流会議室 

 

■白河商工会議所ワンストップ相談会へ参加いたします。 

 相談担当弁理士：水野 博文氏。 

 

 日時：平成 24 年 11 月 20 日（火）13:00～16:00 

 会場：白河商工会議所 

 

■こおりやまユニバーサルデザインフェア 2012 へ出展いたします。 

 出展ブースにて、知財に関する相談を行います。 

 

 日時：平成 24 年 11 月 22 日（木）～23 日（金）10:00～17:00 

 会場：ビッグパレットふくしま 

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

 

○お問い合わせ先 

TEL ：（窓口直通）    024-963-0242 

    （ナビダイヤル）  0570-82100 

URL ： http://www.fukushima-i.org/ 

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） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



【9】［第 58 回福島県発明展］終了の御礼<NEW!!> 

 

 第 58 回福島県発明展は、二本松市市民交流センター（1F 多目的室） 

にて、平成 24 年 10 月 26 日（金）～10 月 28 日（日）の３日間開催いたし 

ました。最終日の 10 月 28 日 14:00 からは表彰式を行い、無事全日程を 

終了することができ、二本松市をはじめとする関係各位のご協力に、 

心から御礼申し上げます。 

 

詳細は、後日当協会ホームページに掲載する予定です。 

 

○申込・お問い合わせ先 

一般社団法人福島県発明協会 

TEL    : 024-959-3351 

E-mail : j3i-f@nifty.com 

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【あとがき】 

  11 月に入り、朝晩の冷え込みが厳しく感じる今日この頃ですが、 

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。紅葉も見頃な時期ですが、 

福島県内では、山王峠やつむじ倉滝、土湯温泉で紅葉の見頃を迎え 

ているようです。県内の紅葉の名所を訪れた際は、是非ご覧になっ 

てみてはいかがでしょうか。 

 ハイテクプラザでは保有機器の貸出し、技術相談、依頼試験など 

を行っております。皆様のご利用を心よりお持ちしております。 

 

 

参考：tenki.jp「紅葉情報（福島県）」 

http://season.tenki.jp/season/kouyou/pref-10.html 

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

「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は 

は、下記のホームページにありますので、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 

TEL：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ていただき、無断転載、無断コピーなどはご 

遠慮ください。 

◎ハイテクプラザ・ニュースフラッシュの配信停止はこちら 

⇒ http://archive.mag2.com/0001382352/index.html 


