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                      平成 26年 9月 16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、県内企業等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】地域ブランド創成セミナーのご案内 

 

 近年、地域固有の産品・観光地等のブランド化を図ろうとする動き 

が盛んになっています。東北地域でも各地で地域ブランド創成の取組 

みが展開されていますが、産地全体の事業であるがゆえの難しさや、 

独自の価値を維持・向上する手立てをどう担保するかなど、様々な課 

題があることも事実です。 

 本セミナーは、東北経済産業局が主催し、知財権(地域団体商標等) 

の活用方法も含め、地域ブランドをめぐる各種課題の解決につながる 

知見を提供するため開催するものです。 

 地域ブランドに取組んでいる(取組みたい)企業、個人事業主、自治 

体、商工団体、事業・農業組合、NPO法人、金融機関、研究者等の皆様、 

ぜひご来場ください。 

 

(1) 日時    平成 26年 9月 19日(金)  14:00～17:00 

 



(2) 会場    ビッグパレットふくしま コンベンションホール B 

 

(3) 内容 

 ・ 基調講演 

    「地域ブランド創成に知的財産を活かす -- 実践と課題」 

       本宮国際特許商標事務所 代表 本宮照久 氏 （弁理士） 

 

 ・ 事例報告 

    「地域ブランド創りにおける知財への意識と実践」 

     大鰐温泉もやし (プロジェクトおおわに事業協同組合) 

 

 ・ 実践へのポイント 

    「地域ブランド化を軌道に乗せるにはどうすればよいか 

   -- 5つのキーワード」 

       (株)リベルタス・コンサルティング 

 

(4) 定員    先着 80名 

 

(5) 参加費  無料 

 

(6) 申込    事前に以下のサイトよりお申込みください。 

      https://sc-form.jp/9/108/f62/ 

 

(7) 主催等 主催: 東北経済産業局 

      後援: 福島県、一般社団法人福島県発明協会 

 

○ お問い合わせ先   

  株式会社リベルタス・コンサルティング(担当: 武石、五十嵐) 

  FAX: 03-3511-2162  E-mail: tohoku-brand@libertas.co.jp 
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【2】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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【3】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 

       ※ お申し込みに応じて随時実施します。 

 

(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、申請書等は、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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【4】断面観察の試料作製(切断・埋込・研磨・観察)セミナー  

 

 材料や部品を解析する上で断面を観察することは重要なプロセスで 

す。解析作業の試料前処理として、正確に解析断面を作成する作業に 

は様々なノウハウが必要になります。 

 本セミナーでは、1日目午前中は座学で試料作製の概要をつかんで 

いただき、午後からは希望者のみ切断・埋込みの実習、2日目・3日目 

には各コースを選んで研磨実習を行います。 

 

(1) 日時    平成 26年 10 月 1日(水)、2日(木)、3日(金) 

 

(2) 場所    福島県ハイテクプラザ 研修室及び試料調整室 

 

(3) 受講料  3,000円 (実習に参加しない、座学のみの方は無料です） 

       

(4) 講師    ビューラー ITW ジャパン(株) 畠山進一 氏 

 

(5) 定員    座学 40名、実習 12社 

          

 詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/training/2014/04/post-130.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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【5】ISO14001内部監査員養成セミナー(第 3回) 

 

 環境マネジメントを始めとして、組織のマネジメントシステムの運 

用において、内部監査の重要性が高まっています。どのように環境マ 

ネジメントシステムを構築し実践すればよいのか。 

 また、規格が要求している内部監査の効果的実施について、事例研 

究と実施演習を交えて解説します。 

 

(1) 日時    平成 26年 10 月 16日(木)、17日(金)、23日(木)、24日(金) 

       9:00～16:30 

 

(2) 場所    福島県ハイテクプラザ 1階 研修室 

 

(3) 受講料  20,000円 

       

(4) 講師    三井 ISOエコ技術士事務所 所長 三井孝次郎 氏 

 

(5) 定員    24名 

 

(6) 締切    平成 26年 10 月 3日(金) ※ 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/2014/04/140013.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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【6】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 

 

 福島県産業振興センターでは、県内の中小企業者等の皆様が、国内 

において特許等(特許、実用新案、意匠、商標)を出願する際に係る費 

用の一部を助成する事業の募集を行います。 

 

(1) 募集期間    平成 26年 9月 1日(月)～9月 30日(火) 必着 

 

(2) 助成対象者  福島県内に事業所を有する中小企業者又はそのグループ 

 

(3) 助成額      平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日までに、出願及 

        び経費支払の事実が認められた出願経費に対して、 

        2分の 1以内の助成を行います。 

 

(4) 上限額   30万円 特許 

        15万円 特許以外 

 

  詳しくは以下のサイトをご覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/news/2014/08/post-10.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:齋藤) 

   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  
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【7】福島県中小企業外国出願支援事業 募集のご案内 

 

 福島県産業振興センターでは、県内の中小企業者等の皆様が、外国 

への特許等(特許、実用新案、意匠、商標(冒認対策商標含む))を出願 

する際に係る費用の一部を助成する事業の募集を行います。 

 

(1) 募集期間    平成 26年 9月 1日(月)～9月 30日(火) 必着 

 

(2) 助成対象者  福島県内に事業所を有する中小企業者又はそのグループ 

               * 申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許 



                  出願を行っており、年度内に外国特許庁への出願 

                  を行う予定であることが必要です。 

 

(3) 助成額     特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(冒認対策商 

        標含む)の外国出願に係る必要最低限の費用に対して、 

        2分の 1以内の助成を行います。 

 

(4) 上限額     150万円  特許 

                60万円  実用新案、意匠、商標 

                30万円  冒認対策商標 

               * 1企業当たりの上限額は 300万円 

 

 詳しくは以下のサイトをご覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/news/2014/08/post-17.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:齋藤) 

   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  
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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 

   [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 

   [いわき] 11月 11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]  12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 

 

 ・ 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】 

 ハイテクプラザ周辺の街路樹は早くも色づき始めてきました。昨年 

と比べて涼しい日が続いており、秋の到来が早まっているのでしょう 

か。 



 ハイテクプラザでは、随時、技術相談を始め、機器の開放、試験の 

受託、共同研究など、技術的な支援を幅広く行っております。皆様の 

ご活用を心よりお持ちしております。 

 次号の配信は 10月 6日を予定しています。 

 

【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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