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「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】平成 24 年度 機械技術講習会 「 精密測定の基礎と精密測定機の紹介 」 <NEW!!> 

－ 測定環境による測定精度の影響 － 

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 

 ここ数年機械加工においては、より高い加工精度が要求される傾向があり、寸法測定 

の精度もより厳しくなっています。それに伴い、従来では問題とならなかった測定にお 

いても、測定環境の差に起因すると思われる測定値の差異がトラブルになるケースが多 

発しています。さらに、海外との測定値の差異も大きな問題になっています。測定室内 

の環境（温度・湿度・振動など）は、測定精度に大きく影響するため、本講習会では環 

境の重要性や測定精度に与える影響などを取り上げて解説します。また、精密測定機の 

測定原理および最新機器の情報などの紹介もします。精密測定機を通常使用している方 

や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、ふるってご参加くださ

い。 

○日 時：平成 25 年 3 月 1日（金）13：15～16：00 



 

○講  師：株式会社 ミツトヨ 本社 営業技術部 

      計測ソリューション課  今橋 吉雄 氏 他 

 

○内  容：・測定室内の環境による測定精度の影響について 

      ・三次元座標測定機、画像測定機、形状測定機などの 

       測定原理、測定事例、測定のノウハウなどの説明 

       ・最新機器などの紹介 

 

○募集定員：50 名  （応募者多数の場合は調整致します。） 

 

○受 講 料：無   料 

 

○場  所：  

福島県ハイテクプラザ いわき技術支援センター   

〒972－8312  いわき市常磐下船尾町杭出作 23－32（常磐鹿島工業団地） 

  （TEL ： 0246－44－1475） 

    

○申込み締切日 平成 25 年 2 月 22 日（金）   

 

○お問い合わせ先：  

（公財）福島県産業振興センター 担当：鹿目（かのめ） 

  TEL ： 024－959－1929 

  FAX ： 024－959－1889   

 E-mail ： f-tech@f-open.or.jp 
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【2】平成 24 年度腐食防食セミナー 

   「ステンレス材料の上手な選択とその腐食防食対策」 <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 

 

 腐食は金属材料を扱ううえで切っても切れない問題です。その中でもステンレス材料は、 

その耐食性の良さから厨房設備機器から各種プラントにおける構造材料にまで広く利用さ 

れております。しかしこれらは、使用環境や設計・施工条件などによっては腐食が発生し 

て構造物や機器等の性能低下をもたらし、ひいては全体の安全性や耐久性を著しく損なわ 



せる原因にもなります。そこで今回のセミナーでは、前半にステンレス材料の様々な種類 

と特性について理解を深めた上で、それらの上手な使い方について講義し、後半ではステ 

ンレス材料に特有な腐食及びその防食対策について事例を交えてわかりやすく講義します。 

つきましては県内各事業所の皆様には奮ってご参加下さい。 

 

○日 時：平成 25 年 2 月 15 日（金） 13:05～16:50 

 

○会 場：福島県ハイテクプラザいわき技術支援センター２F 研修室 

     いわき市常磐下船尾町杭出作 23-32 

     TEL： 0246-44-1475 

 

○講 師：公益社団法人腐食防食学会腐食センター 

     遅沢浩一郎氏、根本力男氏 

 

○内 容：1．開会の辞 （13:05～13:10） 

       いわき技術支援センター所長小川德裕 

     2．前半：遅沢先生ご講義（13:10～14:40） 

      「ステンレス材料の特性と耐食性から見た上手な使い方」 

     3．休憩：（14:40～14:50） 

     4．後半：根本先生ご講義（14:50～16:20） 

      「高温腐食および腐食事例とその防食対策」 

     5．質疑応答：（16:20～16:50） 

 

○受講料：1，000 円／人 

 

○申込締切：平成 25 年 2 月 8日（金） 定員 50 名 

（※ 定員になり次第締め切らせて頂きます） 

 

○お問い合わせ・申込先 

(公財)福島県産業振興センター担当  鹿目(かのめ) 

  TEL：024-959-1929 

  FAX：024-959-1889 

E-mail：f-tech@f-open.or.jp 

（受講料は当センターの銀行口座にお振り込み頂きます。詳細は後日担当者から連絡致し

ます。） 
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【3】第 2 回太陽光分科会のご案内（福島県再生可能エネルギー関連産業推進研究会） 

<NEW!!> 

  

  「再生可能エネルギー先駆けの地」の実現を目指す福島県では、9月から太陽光、風力、 

バイオマス、スマートコミュニティの 4つの分野において、分科会の活動を開始しており 

ます。第 2回太陽光分科会では、「ＰＶコンソーシアム」と「太陽光発電システムに関す 

るセミナーを開催します。 

 会員の方、ご興味のある方はぜひご参加ください。 

  

 

○日  時 平成 25 年 1 月 28 日（月）15 時～18 時 

 

○場  所 ホテルサンルートプラザ福島 ２階「芙蓉」 

            <MAP> http://www.sunroutehotel.jp/plaza-fukushima/access.asp 

 

○内  容 セミナー（15 時～17 時） 

      1 産総研「次世代結晶シリコンＰＶコンソーシアム」による国際競争に勝て

るモノづくり（仮題） 

      （講師：(独)産業技術総合研究所太陽光発電工学研究センター長 福島大学

客員教授 近藤 道雄 氏） 

 

      2 太陽光発電システムについて 

       ～パートナー企業との連携による発電設備の製造・据付、エンジニアリン

グを含めたトータルソリューションの提供～（仮題） 

        （講師：北芝電機(株) 取締役 技術統括責任者 南 昭彦 氏）  

 

      ※セミナー終了後に交流会・情報交換会を予定しています。（17 時～18 時  会

場：2階「桜」） 

  

 

○定  員 60 名 

 

○申込期限 1 月 22 日（火） 

  



○参加費用 

  参加費用は「無料」です。 

  

○申込方法 

  研究会へご入会の上、「参加申込書」に必要事項を記入し、1/22(火)までに郵送・FAX

でお申し込みください。 

  ・分科会参加申込 

 <URL>http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/ 

      PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=32965 

 ・研究会入会申込 

 <URL> http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/ 

        

PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=31027 

 

 

○お問い合わせ・申込先 

  福島県商工労働部産業創出課 

  〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2番 16 号 

  TEL：024-521-7282  

  FAX： 024-521-7935 

E-mail： saiene-sangyo@pref.fukushima.lg.jp 
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【4】第 2回風力分科会＆デンマークビジネス交流セミナーのご案内 

               （福島県再生可能エネルギー関連産業推進研究会） <NEW!!> 

 

 「再生可能エネルギー先駆けの地」の実現を目指す福島県では、昨年 9月より太陽光、

風力、 

バイオマス、スマートコミュニティの 4つの分野において、分科会の活動を開始しており

ます。 

今回は、第 2回風力分科会の開催に合わせ、デンマークビジネス交流セミナーも開催いた

します。 

 会員の方、ご興味のある方はぜひご参加ください。 

  

 

○日  時 平成 25 年 1 月 25 日（金）13 時～17 時 

 



○場  所 ホテル福島グリーンパレス 2 階 孔雀の間（福島市） 

      <MAP> http://www.fukushimagp.com/ 

 

○セミナー ＜第 2回風力分科会＞ 13:00～ 

       ・「国内風力発電の状況と風力産業への参入可能性（仮題）」 

         講師：（株）日立製作所 発電機システム本部  

            チーフプロジェクトマネージャー 松信隆 氏 

       ・「小型風車の開発と今後の事業展開（仮題）」 

         講師：（株）グローバルエナジー 会長 鈴木政彦 氏 

      ＜デンマークビジネス交流セミナー＞ 14:30～ 

       ・デンマークにおけるグリーンエネルギー政策の紹介 

       ・風力関連企業プレゼンテーション 

        （SSP TECHNOLOGY 社、K2Management 社） 

 

○申込締切 1 月 22 日（火） 

  

○参加費用 

 参加費用は「無料」です。 

  

○申込方法 

 研究会へご入会の上、「参加申込書」に必要事項を記入し、1/22(火)までに郵送・FAX で

お申し込みください 

。 

 ・分科会参加申込 

 <URL> http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/ 

        

PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=32964 

 ・研究会入会申込 

 <URL> http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/ 

        

PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=31027 

  

○お問い合わせ・申込先 

 福島県商工労働部産業創出課 

 〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2番 16 号 

  TEL : 024-521-8286  



   FAX : 024-521-7935 

E-mail : saiene-sangyo@pref.fukushima.lg.jp 
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【5】 「平成 24 年度地域起業相談会」開催のお知らせ <NEW!!> 

 

 福島県及び福島県インキュベート施設ネットワーク協議会では、 

創業意欲の喚起と起業風土の醸成を図り、起業家予備軍の発掘と支援を 

行うため、県内各方部で起業相談会を開催します。 

 起業を考えている方や新たに事業を始められる方はぜひご活用くださ 

い。 

 

○開催日時・場所 

 

○県北地方 

 日時：平成 25 年 1 月 28 日(月)10 時から 14 時まで 

 場所：福島駅西口インキュベートルーム 

     福島市三河南町 1-20 コラッセふくしま 6階 

 

○県中地方 

 日時：平成 25 年 1 月 31 日(木)13 時から 17 時まで 

  場所：郡山地域テクノポリスものづくりインキュベーションセンター 

     郡山市田村町字徳定字中河原 1-1（日大工学部内） 

 

○県南地方 

 日時：平成 25 年 1 月 30 日(水)13 時から 17 時まで 

 場所：白河市産業プラザ産業支援センター（白河市立図書館内） 

     白河市道場小路 96-5 

 

○会津地方 

 日時：平成 25 年 1 月 28 日(月)13 時から 17 時まで 

 場所：コミュニティステーション teco 

     会津若松市大町 1-9-5 

 

○相双地方 



 日時：平成 25 年 2 月 4日(月)13 時から 17 時まで 

 場所：株式会社ゆめサポート南相馬 

     南相馬市原町区本町 1-111 

 

○いわき地方 

 日時：平成 25 年 2 月 13 日(水)13 時から 17 時まで 

 場所：いわき産業創造館 

     いわき市平字田町 120 LATOV6 階 

 

詳しくはこちらをご覧ください。 

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/ 

PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=32639 

 

○お問い合わせ・申込先 

  福島県商工労働部産業創出課 

 TEL    : 024-521-7283  

 FAX    : 024-521-7935 
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【6】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 

 

    [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 

 

    [福島]   2 月 19 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]  3 月 12 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。 

 

○お問い合わせ・申込先 

 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 

 FAX    : 024-963-0264 

 E-mail : j3i-f@nifty.com 

 URL   : http://www.fukushima-i.org/ 
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【7】［海外展開支援セミナー］開催のご案内 <NEW!!> 

 

主催：東北経済産業局  後援：福島県 

 

 東北経済産業局では、海外市場をターゲットに海外展開を目指す食品 

関係の方などを対象に、海外市場マーケットの情報提供と海外展開にお 

ける知的財産の活用リスクの啓発を目的として、海外展開支援セミナー 

を実施いたします。海外展開を目指している方、海外展開を行っている 

方など、参加費は無料ですのでこの機会に是非ご参加ください。 

 

 

○日 時：平成 25 年 1 月 22 日（火）13:30～16:15 

 

○会 場：ビッグパレットふくしま ３Ｆ中会議室Ａ 

 

○定 員：３０名 

 

[講演テーマ] 

 

講演１ 

「食品関係の海外市場マーケットの現状と進出ポイント」 

 講師：（株）オークジャパン 代表取締役 葉坂 廣次氏 

 

講演２ 

「ピン！と感じる知的財産の活用リスク」 



 講師：海外知財プロデューサー（INPIT） 茂木 裕之氏 

 

○申込先 

 株式会社クレア（担当：稲川） 

 下記 URL より申込又は申込書のダウンロードが可能です。 

 URL：http://www.crea-web.jp/kaigai 
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【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、知的財産権（特許、実用新案、意匠、商標、著作権など）に関 

する無料相談窓口として、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いたします。 

 （専門家を活用した相談・支援も無料で行っています） 

・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。 

・必要に応じて、訪問相談も行っております。 

 

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。 

お気軽に、知財総合支援窓口へご連絡ください。 

秘密厳守で対応いたします。 

 

○お問い合わせ先 

 知財総合支援窓口（一般社団法人福島県発明協会） 

 

 TEL    : （窓口直通）    024-963-0242 

       （ナビダイヤル） 0570-82100 

 FAX    : 024-963-0264 

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



 E-mail : 上記 URL から各窓口担当のメールアドレスをご確認ください。 
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【あとがき】 

 1 月中旬となりましたが、みなさまはいかがお過ごしでしょうか。昨日、1月 20 日は大

寒でした。 

寒さもよりきびしくなりますので、ハイテクプラザにお越しの際は、暖かい服装でお越し

ください。 

 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。 

 

 

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

「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ＨＰ： 

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 


