
ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第 250 号 

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

                         平成 27年 9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。 

 

◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆  トピックス  ◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇ 

 

****  新着情報 ＜New!!!＞ ******************** 

 

【1】観察・分析のための断面試料作製セミナーの御案内 

【2】いわき知財塾『知的財産管理技能検定 3級講座』開催の御案内 

 

**** ハイテクプラザより ********************** 

 

【3】福島の未来を担う開発型企業育成支援事業の御案内 

 

**** 現在募集中の事業の御案内 **************** 

 

【4】第 96回(平成 27年度 第 2次)新技術開発助成募集の御案内 

【5】ふくしまベンチャーアワード 2015実施の御案内 

 

**** 福島県発明協会より ********************** 

 

【6】ふくしま知的財産支援センターからのお知らせ 

【7】知財総合支援窓口の御案内 

【8】知財経営セミナー：基礎コースの御案内 

 

◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇ 
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【1】観察・分析のための断面試料作製セミナーの御案内 ＜New!!!＞ 

 

 本セミナーでは、製品の不良解析や評価で重要なプロセスである断 

面試料の作製方法について学ぶセミナーです。  

 是非この機会に御参加いただきますよう御案内申し上げます。 

 



(1) 日時  平成 27年 10 月 7日(水) 座学、切断・埋込み実習 

                （※実習は、研磨実習申込者のみ） 

          10月 8日(木)・9日(金) 研磨・卓上 SEM 解析実習 

                （※切断・埋込み実習参加者のみ） 

                （※希望の時間を選択して受講）   

 

(2) 場所  福島県ハイテクプラザ 研修室及び試料調整室 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/training/2015/04/post-162.php 
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【2】いわき知財塾『知的財産管理技能検定 3級講座』開催の御案内 ＜New!!!＞ 

 

 いわき産学官ネットワーク協会では、知的財産に関わるフィールド 

で幅広く活躍できる専門人材を福島発で養成することを目的に「いわ 

き知財塾」を開催しております。是非御参加ください。 

 

(1) 日時  平成 27年 9月 17日(木)・10月 1日(木) 

          10月 15日(木)・10月 29日(木) (全 8回/4日間)  

      いずれも 18:00～20:30 

 

(2) 場 所  いわき産業創造館 IT研修室 

       

 ※詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://www.iwaki-sangakukan.com/2015/08/post-140.html 

  

○ お申込み・お問合せ先 

  公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会（担当:阿部） 

  TEL: 0246-21-7570 FAX: 0246-21-7571 

  E-mail: iwaki-sangakukan@bz01.plala.or.jp 
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【3】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。是非御活用ください。 



 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/project/project-05.html 
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【4】第 96回(平成 27年度 第 2次)新技術開発助成募集の御案内  

 

 新技術開発財団では、「独創的な新技術の実用化」をねらいとして 

おり、基本原理の確認が終了(研究段階終了)した後の実用化を目的に 

した開発試作を対象に、新技術開発助成の募集をしております。 

 

(1) 応募受付期間  平成 27年 10月 1日(木)～10月 20日(火) 

 

(2) 助成率     試作費合計額の 2/3 以下 (上限 2,000 万円) 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://www.sgkz.or.jp/download/newtech/download.html?sscl=ZD_top_now_newtech 

 

○ お問い合せ先 

  公益財団法人新技術開発財団 

  TEL: 03-3775-2021  FAX: 03-3775-2020 
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【5】ふくしまベンチャーアワード 2015実施の御案内  

 

 福島県では、県内で意欲を持って事業に取り組んでいる起業家の、 

地域活性化に資するビジネスプランを表彰するため、ふくしまベンチ 

ャーアワード 2015 を開催いたします。対象となる方はふるって御応募 

ください。 

 

(1) 対象    福島県内に主たる事業所を有する起業・第二創業か 

        ら概ね 10 年以内の、中小企業、特定非営利活動法人 

        その他の法人の代表者又は個人事業主 

 

(2) 応募締切り      平成 27年 9月 24日(木) ※17時必着 

 

(3) 公開審査会・表彰式  平成 27年 12月 1日(火) 

 



(4) 場所         コラッセふくしま 4階 多目的ホール 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://www.iwaki-sangakukan.com/2015/07/va.html 

 

○ お申込み・お問い合せ先 

  ふくしまベンチャーアワード事務局 

  (公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会) 

  TEL: 0246-21-7570 FAX: 0246-21-7571   
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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 

 

○ 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]   9月 15 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 

           担当弁理士：吉川 勝郎 

    [福島]   10月 20 日(火) 9:00～12:00 

           ハイテクプラザ 福島技術支援センター 

           担当弁理士：吉川 まゆみ 

       [いわき]  11月 17 日(火) 13:00～16:00 

           ハイテクプラザ いわき技術支援センター 

           担当弁理士：水野 博文 

 

 ・ 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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【7】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、窓口支援担当者が 3名常駐して、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 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。 

 

[9 月の知財専門家相談] 

   

 弁理士 : 9 月 9日（水）13:00～ 吉川 勝郎氏 

      9月 16日（水）13:00～ 藤木 博氏 

      9月 18日（金）13:00～ 酒井 俊之氏 

      9月 29日（水）13:00～ 水野 博文氏 

 弁護士 : 9 月 10日（木）13:00～ 小池 達哉氏 

      9月 24日（木）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。 

 

○ サテライト窓口の開設の御案内 

  知財総合支援窓口では、パソコンでのテレビ会議システムによる 

 サテライト窓口を開設し、サテライト窓口から知財総合支援窓口へ 

 の相談ができる体制が整いましたので、御案内いたします。 

  御利用は無料ですので、いわき地区の方は是非御利用ください。 

 

 設置場所 : (公社)いわき産学官ネットワーク協会内 

 利用開始 : 平成 27年 7 月 1日より 

 利用方法 : 事前予約制 

 予約連絡先 : 0246-21-7570 ((公社)いわき産学官ネットワーク協会) 
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【8】知財経営セミナー：基礎コースの御案内  

 

 知的財産を仕事や経営に活用するための、実践的なセミナーを開催 

いたします。講義とワークショップを組合わせたカリキュラムで、2日 

間詰め込み方式で実施いたします。 

 参加費は無料ですので、是非この機会に御参加ください。 

 

(1) 日時  平成 27年 11 月 19日(木)～20日(金) 

 

(2) 会場  郡山ビューホテル(本館) 

 

(3) 定員  先着 20名(定員になり次第締切) 

 

(4) 参加費 無料(宿泊費、交流会参加費は別途) 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://homepage2.nifty.com/j3i-f_hatsu/pdf/151119_chizai_keiei_seminar.pdf 

 

○ お問い合せ先 

  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 
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【あとがき】 

 日中はまだ汗ばむ陽気の日もありますが、陽が暮れる時間も早まり、 

朝夕には涼しさを感じる時期になりました。 

 ハイテクプラザでは、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なっております。皆様の御活用 

を心よりお待ちしております。 

 次号は 9月 24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。 

 

【編集・発行・お問い合わせ】 

 〒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://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/ 


