
ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第 242号  

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

                       平成 27年 5月 7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 

ついて御案内するメールマガジンです。 
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【3】ものづくり・商業・サービス革新補助金の 1次公募の御案内 

【4】平成 27年度予算に係る戦略的基盤技術高度化支援事業の公募の 
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【5】電子計測器の基礎＆応用セミナーの御案内 <NEW!!> 
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【7】特許出願経費等助成事業(助成金)公募の御案内 <NEW!!>  
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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御案内 

 

 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。 

 無料で次の事業を行っておりますので、是非御活用ください。 

 

(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、製品開発を支援するものです。 

 

(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 

 皆様を支援いたします。 

 

 この他に、企業にハイテクプラザ職員が訪問し、状況調査や技術的 

助言、他の支援施策への橋渡し等を行っております。訪問の受入及び  

御活用をよろしくお願いいたします。 

 

 詳細は、近日中に御案内する予定です。 

 

○  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について 

 

 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  

る当所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、是非御活用く  

ださいますよう御案内いたします。 

  

(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による材料表面の分析技術(郡山、福島、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、いわき) 

 ・ 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) 

 

(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。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。 

 

○  申込・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:渡邊) 

   TEL: 024-959-1741 FAX: 024-959-1761  

  e-mail: hightech-renkei@pref.fukushima.lg.jp  
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【3】ものづくり・商業・サービス革新補助金の 1次公募の御案内  

 

 東北経済産業局では、国内外のニーズに対応したサービスやものづ 

くりの新事業を創出するため、認定支援機関等と連携して、革新的な  

設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援する「もの 

づくり・商業・サービス革新補助金」を公募しております。 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://www.chuokai-fukushima.or.jp/monozukuri/h26koubo01.html  

 

○ 公募期間 

  平成 27年 2月 13日(金)～5月 8日(金) 

 

○ 申請書受付先・お問い合わせ先 

  福島県地域事務局 福島県中小企業団体中央会 

  TEL: 024-529-7603 
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【4】平成 27年度予算に係る戦略的基盤技術高度化支援事業の公募の  

   御案内 

 

 東北経済産業局では、デザイン開発、精密加工、立体造形等の特定  

ものづくり基盤技術の向上につながる研究開発及びその成果の販路開 

拓までの取組を支援することを目的として「戦略的基盤技術高度化支  

援事業」を実施する事業者を公募しております。 

http://www.chuokai-fukushima.or.jp/monozukuri/h26koubo01.html


 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://www.tohoku.meti.go.jp/s_sangi/topics/150413.html 

 

○ 公募期間 

  平成 27年 4月 13日(月)～6月 11日(木) 

 

○ お問い合わせ先 

  東北経済産業局 地域経済部 産業技術課  

  TEL: 022-221-4897   FAX: 022-265-2349 
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【5】電子計測器の基礎＆応用セミナーの御案内  

 

 本セミナーでは、電気・電子技術者にとって必要な基本電子計測器 

の用途、使用法について、実習を交えて学習して頂きます。今年度は、  

基礎セミナーと応用セミナーの 2 コースに分けて開催しますので、皆 

様のレベルに合ったコースを選んでいただけます。初心者の方から、  

もっと詳しく学びたい方までご参加お待ちしております。 

 

(1) 日時    ① 基礎セミナー 平成 27年 6月 3日(水) 10:00～16:00 

      ② 応用セミナー 平成 27年 6月 4日(木) 10:00～16:00 

 

(2) 場所    福島県ハイテクプラザ 1階 研修室 

 

 詳しくは以下のサイトを御覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/training/2015/04/post-152.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】機械計測セミナーの御案内  

   

 ハイテクプラザいわきでは企業のものづくりを支援するため、新型 

http://www.tohoku.meti.go.jp/s_sangi/topics/150413.html
http://fukushima-techno.com/training/2015/04/post-152.php


の CNC三次元座標測定機(ミツトヨ社製 CRYSTA-Apex S776)を導入しま 

した。 

 今回は企業による利活用促進を目的として、CNC三次元座標測定機  

の機能のご紹介とラインレーザプローブによる測定の実演を行います 

ので奮ってご参加ください。 

 

(1) 日時    平成 27年 6月 10日(水) 13:00～16:00 

 

(2) 場所    福島県ハイテクプラザいわき技術支援センター  

      研修室および精密測定室 

 

 詳しくは以下のサイトを御覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/training/2015/04/post-155.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】特許出願経費等助成事業(助成金)公募の御案内 

 

 福島県産業振興センターでは、福島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ことで、技術の進歩及び新事業の早期創出を 

図ります。 

 

・募集期間  平成 27年 4月 24日(金)～6月 12日(金) 必着 

 

・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 

 

・助成額   平成 27年 4月 1日～平成 28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。 

       助成額の上限は、特許の場合 30万円、それ以外の場合 

       は 15万円です。  

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

http://fukushima-techno.com/training/2015/04/post-155.php


 http://fukushima-techno.com/  

 

○ お申し込み・お問い合わせ先  

  〒963-0215 郡山市待池台 1-12（福島県ハイテクプラザ内） 

  公益財団法人福島県産業振興センター   

  技術支援部技術総務課 齋藤浩一 

  電話: 024-959-1929 FAX: 024-959-1889 

  Email: f-tech@f-open.or.jp  
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【8】福島県中小企業外国出願支援事業(助成金)公募の御案内  

 

 福島県産業振興センターでは、福島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ことで、外国への戦略的な産 

業財産権の活用を促進します。 

 

・募集期間  平成 27年 4月 24日(金)～6月 12日(金) 必着 

 

・助成対象者 福島県内に事業所を有する中小企業者等又はそのグル  

       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。  

       ※事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人にお 

        いて、地域団体商標の出願を行う場合、本事業の対  

        象となり得ます。 

 

・助成額   交付決定後から平成 28年 2月 29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。 

 

・1出願当たりの上限額  

       特許は上限 150万円 

       実用新案、意匠、商標は上限 60万円 

       ただし、冒認対策商標の場合は上限 30万円  

       1企業当たりの上限額は 300万円 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

http://fukushima-techno.com/


 http://fukushima-techno.com/  

 

○ お申し込み・お問い合わせ先  

  〒963-0215 郡山市待池台 1-12（福島県ハイテクプラザ内） 

  公益財団法人福島県産業振興センター   

  技術支援部技術総務課 齋藤浩一 

  電話: 024-959-1929 FAX: 024-959-1889 

  Email: f-tech@f-open.or.jp  
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【9】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 

  ※ 現在日程を調整中です。(6月から開催予定) 

    次号に掲載いたしますので、しばらくお待ちください。 

 

  ・予約制ですので、事前に下記へ御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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【10】［知財総合支援窓口］の御案内 

 

   ☆ ☆ 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  

http://fukushima-techno.com/
http://www.fukushima-i.org/


 て行っています。 

 

   昨年度の相談・支援件数は、1233件となりました。 

   今年度も、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 

・ 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 2回開催 (原則水曜日 13:00～) 

・ 弁護士相談(無料)を月 2回開催 (原則第二・四木曜日 13:00～) 

   ※ 日程等は、ホームページを御確認ください。 

 

[ 5月の知財専門家相談 ] 

 弁理士 : 5月 13日(水) 13:00～ 伊藤 正則 氏 

      5月 20日(水) 13:00～ 吉川 勝郎 氏 

      5月 22日(水) 13:00～ 酒井 俊之 氏 

      5月 27日(水) 13:00～ 藤木 博 氏  

 弁護士 : 5月 14日(水) 13:00～ 小池 達哉 氏 

      5月 13日(水) 13:00～ 二瓶 貴之 氏 

 会 場 : 知財総合支援窓口 

 

   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御連絡ください。 

 

○ 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) 

  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御確認ください。 
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【あとがき】  

 GWはいかがお過ごしでしたでしょうか。鮮やかな桜の季節も終わり 

を迎え、爽やかな新緑の季節となりました。ハイテクプラザ前のしだ  

れ桜も、今では葉桜を楽しませてくれています。 

 さて、ご案内のとおり、公募やセミナー数も増えております。お見  

逃しのないよう是非ご活用ください。 

 次号の配信は 5月 18日を予定しております。 

 

【バックナンバー・配信停止等】 

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


・ 過去の配信内容は、以下の URLから御覧いただけます。 

  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 

   で御利用いただき、無断転載、無断コピーなどは御遠慮ください。 
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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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http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/information/backnumber.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/

