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平成 25年 7月 1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】福島県ハイテクプラザ研究成果発表会のご案内<NEW!!> 

 昨年度にハイテクプラザで実施した研究開発や技術支援等の成果を 

広くご活用いただくため、研究成果発表会を開催いたします。 

多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

○ 福島県ハイテクプラザ

 日時   平成 25年 8月 2日（金） 13:00～16:15 

 場所   福島県ハイテクプラザ 多目的ホール他 

（郡山市待池台 1-12） 

   内容  ・特別講演「医療機器関連産業でのものづくりと事業化

 手法について」 

   (公財)医療機器センター理事長 

   (一財)ふくしま医療機器産業推進機構理事長 菊地眞 氏 

・研究成果発表「浅部地中熱利用システムの開発」他 7件



      ・ポスターセッション＆所内見学会 

  お問合せ  企画連携部企画管理科 TEL 024-959-1736 

   

○ 福島技術支援センター 

  日時  平成 25年 7月 26日（金）13:15～15:50  

  場所  福島技術支援センター 研修室 

     （福島市佐倉下字附ノ川 1-3） 

   内容   ・特別講演「福の鳥プロジェクト～ものづくりから価値 

                       づくりへの挑戦～」 

             福の鳥プロジェクト会長           古川幸治 氏 

           福の鳥プロジェクトプロデューサー 横山哲   氏 

 

      ・研究成果発表 

             「着用快適性に優れた防刃用衣料素材の開発」他 2件 

      ・事例発表「錆の対策手法について」 

      ・事業紹介「県産品振興戦略課の地場産業支援施策」 

   お問合せ  福島技術支援センター TEL 024-593-1122 

 

○ 会津若松技術支援センター 

  日時    平成 25年 7月 12日（金） 13:10～16:10  

  場所   会津若松技術支援センター 多目的ホール 

     （会津若松市一箕町大字鶴賀字下柳原 88-1） 

  内容   ・特別講演 1「会津漆をバイオリンに～会津漆の未来と 

             可能性について～」 

            会津大学短期大学部教授  井波純 氏 

      ・特別講演 2「福島県の酒造技術 ～全国新酒鑑評会金賞 

                        受賞数 26場全国一達成までの軌跡～」 

             福島県酒造組合技術委員長 細井信浩 氏 

      ・ミニ発表「低塩で日持ちのよい塩麹の開発」他 5件 

      ・ポスターセッション 

      ・所内見学会 

  お問合せ  会津若松技術支援センター TEL 0242-39-2100 

 

○ いわき技術支援センター 

  日時   平成 25年 7月 19日（金）13:00～16:15  

  場所   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） 

  内容   ・特別講演「技術開発・不良解析に生かす SEMの利用」 

             (株)日立ハイテクノロジーズ  塩野正道 氏 

      ・事業報告「工業製品の放射線量測定」 

      ・研究成果発表 

            「軽くて使い易い放射線遮蔽材料の開発」他１件 

      ・ポスターセッションと設備（SEM・EDX）のデモ  

  お問合せ  いわき技術支援センター TEL 0246-44-1475  

 

詳細は、下記ハイテクプラザホームページ掲載のパンフレットを 

ご覧ください。 

 

  http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/news/news-51.html 
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【2】「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア 2013」 

   (REIFふくしま 2013)」出展者募集中! 

 

 福島県と県産業振興センターは、11月 6日(水)、7 日(木)に郡山市の 

ビッグパレットふくしまにて、再生可能エネルギー関連産業の展示会を 

開催いたします。 

 この展示会では、再生可能エネルギー関連産業の集積・育成に向けて、 

関連産業でビジネスに取り組まれる企業・団体の皆様に技術・情報の 

発信及び商談・交流の場を提供します。 

 現在、県内外企業の皆様に広く出展を募集しております。 

 

<<開催概要>> 

○主 催 福島県、（公財）福島県産業振興センター 

○日 時 平成 25年 11月 6日(水)、7日(木) 午前 10時～午後 5時 

○会 場 ビッグパレットふくしま(郡山市南 2丁目 52番地) 

○内 容 展示会(220小間)、セミナー、ものづくり取引商談会、 

     出展者交流会 

○対 象  ・再生可能エネルギー・省エネルギー産業に係る企業 

     ・関連産業に参入・展開を目指す企業 

     ・研究開発を行う大学等研究機関・支援機関 



○申 込 以下のホームページをご覧ください。 

            http://reif-fukushima.jp 

○締 切 平成 25年 7月 26日(金) 

○問合せ (公財)福島県産業振興センター技術支援部 

            TEL:024-959-1961 

            FAX:024-959-0952 

      E-Mail:reif-fukushima@f-open.or.jp 

○参 考(昨年の実績) 

     開催日:平成 24年 11月 7日(水)、8日(木) 

          出展規模：134 団体・217小間 

     来場者数：4,149 人 

 

※「REIFふくしま 2013」は、当フェアの愛称です。 

  (REIF:Renewable Energy Industrial Fair) 
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【3】ものづくり復興支援事業のご案内 

 

 福島県ハイテクプラザでは、東日本大震災により深刻な被害を 

受けている県内企業等の復興を図るため、製造現場の技術課題解決に 

向け、様々な支援事業を用意しております。 

 原則無料で次の事業を行っておりますので、是非ご活用ください。 

 

(1)技術開発事業 

 企業の皆様が直面している技術的課題について、代わりにハイテク 

プラザが短期間で解決し、その成果を速やかに移転することで、製品 

開発を支援するものです。 

 

(2)現場支援事業 

 工場復旧や新たな対策等に伴い、技術者の育成が必要となる企業等 

の皆様に対し、ハイテクプラザ職員を一定の期間、派遣するものです。 

 また、ハイテクプラザで対応困難な要請に対しても、ある程度の 

支援を行えるよう、支援アドバイザー(学識経験者の方々など)を 

派遣する仕組みもあります。 

 



申し込み手続き方法等は、下記までお問い合わせください。 

 

○お問い合わせ先 

 ハイテクプラザ産学連携科(担当:遠藤) 

 TEL:024-959-1741 FAX:024-959-1761 
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【4】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。 

 

 ・日程及び場所 

    

    [会津]   7 月 23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]   9 月 10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]  10月 15 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） 

 

 電話：024-959-3351 

 FAX ：024-963-0264 

 e-mail:j3i-f@nifty.com 

 URL：http://www.fukushima-i.org/ 
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【5】［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 ☆ ☆ 

 

[移転のご案内] 

・当知財総合支援窓口（一般社団法人福島県発明協会）は、4月 1日 

 より下記へ移転いたしました。連絡先等に変更はございません。 

 

 移転先：福島県ハイテクプラザ 2F 技術開発室 5号室及び 6号室 

 

○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したします。 

 （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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【6】H25年知的財産権制度説明会(初心者向け)の開催案内 

 

さて、我が国が知的財産立国を宣言してから１０年余り、私たちの身の 

回りで特許や商標といった言葉を耳にする機会は格段に増え、知的財産 

が企業経営や研究開発において重要な役割を担うことは多くの方々の共 

通認識となっています。 

 

こうした中、これから特許や商標などの知的財産権を学びたい方を対象 

に初心者向けの説明会を開催いたします。 

 

本説明会では、特許・実用新案・意匠・商標制度の概要や手続の基本的 

な内容、知って得する知的財産関連の支援策について、特許庁職員が分 

かり易く説明いたします。 

 

参加費は無料で、参加者には特許庁作成のテキストを無料配布しており 

ますので、是非この機会にご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

【開催概要】 

 

 日時：平成 25年 9 月 19日（木） 13:30～17:00 

 定員：50名（事前申込制 定員になり次第締切） 

 会場：ビッグパレットふくしま（3F中会議室 B（南）） 

    郡山市南二丁目 52番地 

 

【申込】下記 URLからお申込みください。 

    http://www.jiii.or.jp/h25_shoshinsha/calendar.html 

 

【主催】特許庁・各経済産業局特許室 

【後援】福島県 

 

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



 

【問い合わせ先】 

 平成 25年度知的財産権制度説明会運営事務局 

 （一般社団法人発明推進協会） 

 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-9-14 

 電話：03-3502-5436  FAX：03-3504-1480 

 E-mail：h25_shoshinsha@jiii.or.jp 
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【あとがき】 

 本文でも触れましたが、当ハイテクプラザの実施した、研究成果の 

発表会を開催いたします。研究発表のほかに、各種講演も行います。 

ぜひともご参加くださいますよう、ご案内いたします。 

 また、例年夏休みなどに行っておりました、「あつまれっ！ハイテ 

クプラザ」は、今年度は開催しないこととなりました。現在、別事業 

を企画中です。決まり次第、お知らせいたします。 

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

「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産学連携科 

TEL:024-959-1741 

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 


