
ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第 221号

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

  平成 26年 6月 16日発行 
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【1】福島の未来を担う開発型企業育成支援事業のご案内 

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。 

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、ハイテクプラザ

が企業の方と共に短期間で解決し、その成果を速やかに移転するこ 

とで、製品開発を支援します。 

(2) 現場支援事業

技術課題を抱える企業の皆様に対し、ハイテクプラザ職員を一定



 の期間派遣し、課題解決と新たな対策等に伴う技術者育成を行います。 

    また、ハイテクプラザで対応困難な要請に対しても支援を行える 

 よう、支援アドバイザー(学識経験者の方々など)を派遣し、企業の 

 皆様を支援します。 

 

 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 

  ハイテクプラザ企画連携部 産学連携科(担当:長尾) 

  TEL: 024-959-1741 FAX: 024-959-1761 
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【2】再エネ実技指導の受講者募集のご案内 

 

  ハイテクプラザでは、再生可能エネルギー関連産業の集積・育成に 

向けて、県内企業における技術開発や製品開発の取組みを支援するた 

め、広く活用が見込まれる保有技術を実技指導をとおして移転いたし 

ます。 

  つきましては、以下により受講者を募集しますので、是非ご活用く 

ださいますようご案内いたします。 

  

(1) テーマ及び実施場所 

  ・ X線 CTによる非破壊検査技術 (郡山) 

  ・ SEM-EDXよる材料表面の分析技術 (郡山、いわき) 

  ・ 金属材料の評価技術 (郡山) 

  ・ 有機材料の分析技術 (郡山) 

  ・ CFRPの成形・物性測定技術 (郡山) 

  ・ 工業製品の形状・寸法測定技術 (郡山) 

  ・ 組込み技術を利用したセンシングシステム (郡山) 

  ・ 太陽光発電パネルの検査技術 (郡山) 

  ・ 分析や化学合成等の省エネルギー化のためのマイクロ流路作製技術 (郡山) 

  ・ 木質バイオマスを利用したバイオエタノールの簡易製造技術 (郡山) 

 

(2) 実施日数  １テーマあたり 1～3日程度 

 

(3) 費用負担  無料 

 

(4) 申込受付  随時 

 



(5) その他  実績は公表する場合がありますので、公表を希望しな 

       い場合には、あらかじめお申し出ください。 

 

 実施要領等は、以下のサイトからご覧ください。 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/news/news-88.html 

 

○ お申し込み・お問い合わせ 

  ハイテクプラザ企画連携部 産学連携科(担当:植松) 

  TEL: 024-959-1741 FAX: 024-959-1761 
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【3】ふくしま産業応援ファンド事業、ふくしま農商工連携ファンド事業 

     第 1回公募のご案内 

 

 福島県産業振興センターでは、県内の農林漁業者や中小企業者等の 

皆様が、商品開発・技術開発・販路開拓等の取組みを行うに当たって、 

その経費の 3分の 2以内を助成する「ふくしま産業応援ファンド事業」 

及び「ふくしま農商工連携ファンド事業」を実施しており、このたび、 

平成 26年度第 1回公募を、以下のとおり実施いたします。 

 また、公募開始に先立ち、県内 5方部で公募説明会を開催いたします 

ので、お申込みの上、是非ご参加ください。 

 

(1) 公募期間 

  平成 26年 7月 1日(火)～7月 31日(木) 

 ※ 平成 26年 10月 1日から開始(事業着手)する事業が対象となります。 

 

(2) 公募説明会 

    いずれも開始時刻は 13:30からとなります(事前申込制)。 

  ・ 平成 26年 6月 20日(金) 白河市産業プラザ 人材育成センター 研修室 

  ・ 平成 26年 6月 23日(月) 会津アピオスペース 2F研修室 

  ・ 平成 26年 6月 25日(水) 南相馬市民情報交流センター 大会議室 

  ・ 平成 26年 6月 26日(木) 福島県ハイテクプラザ 研修室 

  ・ 平成 26年 6月 27日(金) いわき産業創造館(ラトブ 6F) 会議室 1 

  

 説明会の申込書や詳細等については、以下のサイトをご覧ください。 

 ・ ふくしま産業応援ファンド事業 

     http://www.utsukushima.net/fund/ouen.htm 

 ・ ふくしま農商工連携ファンド事業 

     http://www.utsukushima.net/fund/noushoukou.htm  



 

○ お問い合せ先 

  公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部  経営支援課 

  福島市三河南町 1-20(コラッセふくしま 2F) 

   TEL: 024-525-4035  FAX: 024-525-4036 
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【4】ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア 2014 

   (REIFふくしま 2014)出展者募集 

 

 福島県と福島県産業振興センターは、12月 3日(水)、4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育成・集積に向け 

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。 

 

(1) 主催    福島県、(公財)福島県産業振興センター 

 

(2) 日時    平成 26年 12 月 3日(水)、4日(木) 10:00～17:00 

 

(3) 会場    ビッグパレットふくしま (福島県郡山市南 2丁目 52番地) 

 

(4) 内容    展示会(260小間)、セミナー、マッチングイベント、交流会等 

 

(5) 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 

 

(6) 出展料  福島県内企業団体 60,000円/小間(税込) 

         福島県外企業団体 80,000円/小間(税込)      

         ※ 1小間(W3000mm×D2700mm×H240mm) 

        ※ 国・地方公共団体、大学等、公的研究機関: 

               1小間目無料(無料枠に限りあり) 

 

(7) 申込    オフィシャル HPより、出展申込書をダウンロードの上、 

            お申し込みください。 

            http://reif-fukushima.jp 



 

(8) 締切    平成 26年 7月 31日(木) 

 

(9) 参考    昨年の実績 

          開 催 日: 平成 25年 11月 6日(水)、7日(木) 

              出展規模: 153 団体・262小間 

          来場者数: 5,590人 

 

○ お問い合わせ先 

   公益財団法人福島県産業振興センター  技術支援部 

   郡山市待池台 1-12 (福島県ハイテクプラザ内) 

   TEL: 024-959-1961 FAX: 024-959-1952 

  E-Mail: reif-fukushima@f-open.or.jp 
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【5】復興支援新技術開発助成 2014のご案内 

 

 新技術開発財団では、通常の新技術開発助成とは別枠の復興支援新 

技術開発助成を 2011年より行っておりますが、2014年度も継続して実 

施することとしました。 

 応募受付は、平成 26年 7 月 1日(火)から 7月 20日(日)(当日消印有効) 

の間に行います。 

 

 詳細については、以下のサイトをご覧ください。 

 http://www.sgkz.or.jp/shien/download_01.html 

 

○ お問い合わせ先 

  公益財団法人新技術開発財団 

  TEL: 03-3775-2021  FAX: 03-3775-2020 

   E-mail: zaidan-mado@sgkz.or.jp 
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【6】なぜなぜ分析演習セミナー 

 

 改善活動を通じて、問題を引き起こしている変化要因や真の原因を 

追及する力こそ、今要求されている現場力です。解析手法の１つであ 

る「なぜなぜ分析」は、故障・不良・災害などの真の原因を“なぜな 

ぜ”と繰り返すことで追求していく手法です。 



 比較的簡便で取り組みやすい方法であることから、多くの職場で導 

入、活用されております。 

 本セミナーでは、真の原因にたどり着くために「なぜなぜ分析」の 

基本的なルールを学んでいただき、後半は、えんぴつ削りを使用した 

演習を行いながら、その進め方を体得します。 

 改善力アップの必須知識として、是非お役立て下さい。 

 

 

(1) 日時    平成 26年 7月 8日(火) 9:30～17:00 

 

(2) 場所    福島県ハイテクプラザ 1階 研修室(郡山市) 

 

(3) 受講料  8,000円 

       

(4) 講師    安部 孝氏 

      ((株)日本能率協会コンサルティング TPMコンサルタント) 

 

(5) 定員    36名 

          

(6) 締切    平成 26年 6月 24日(火) ※ 定員になり次第締め切ります。 

 

 詳しくは以下のサイトをご覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/training/2014/04/1.php 

 

○ お申し込み・お問い合わせ先 

   公益財団法人福島県産業振興センター  技術支援部 (担当:玉木) 

   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: seminar@f-open.or.jp  
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【7】知的財産権制度説明会(初心者向け) 

 

 特許庁は、これから知的財産権制度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。 

 福島県では、7月 18日にビッグパレットふくしまで開催されます。 

 本説明会では、特許・実用新案・意匠・商標制度の概要を中心に、 

知って得する知的財産関連の支援策等について、特許庁職員が分かり 

易く説明いたします。 



 参加費及びテキストは無料となっておりますので、この機会に是非 

ご参加ください。 

 

(1) 日時   平成 26年 7月 18日(金) 13:30～17:00 

 

(2) 会場   ビックパレットふくしま 3階 中会議室 B(南)  

       (郡山市南 2-52)  

 

(3) 募集   100名 

 

(4) 申込   下記サイトから、又は一般社団法人福島県発明協会へ 

 

○ 東北経済産業局 HP 

  http://www.tohoku.meti.go.jp/2004_tokkyo/topics/140528.html 

 

○ 特許庁 HP 

  http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h26_beginner.htm 

 

○一般社団法人福島県発明協会 

  TEL: 024-959-3351  FAX: 024-963-0264 

  E-mail: j3i-f@nifty.com 

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

 

  ・ 日程及び場所 

   [いわき]  7月 8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]   9月 9日(火)  9:00～12:00 

                     ハイテクプラザ 福島技術支援センター 

   [会津]  10月 7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 

 ・ 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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【9】［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、窓口支援担当者(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。 

 

・ 窓口の開設時間: 8:30～17:15(土日祝日、年末年始を除く) 

・ 知財専門家相談(無料)を週 1回開催(原則水曜日: 13:00～) 

・ 弁護士相談(無料)を月 1 回開催(原則第三木曜日: 13:00～) 

 * 日程等は、ホームページをご確認ください。 

 

秘密厳守で対応いたします。 

お気軽に、知財総合支援窓口へご連絡ください。 

 

○ 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) 

  電話: (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】 

 ご案内が遅れておりますが、ハイテクプラザ研究成果発表会は、7月 

11日に会津で、7月 18日に郡山で、7月 25日にいわきで開催いたします。 



是非多数の皆様にご参加いただけますようお待ちしております。 

 次号は 7月 7日に配信する予定です。 

 

【バックナンバー・配信停止等】 

・ 過去の配信内容は、以下の URLからご覧いただけます。 

  http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/information/backnumber.html 

・ 配信停止を希望される場合は、以下の宛先まで「解除希望」と記載の 

  上送信してください。 

  hightech-newsflash@pref.fukushima.lg.jp 

・ ハイテクプラザ・ニュースフラッシュの記事は、私的利用の範囲内で 

  ご利用いただき、無断転載、無断コピーなどはご遠慮ください。 
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 〒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 
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 HP: http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/ 


