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                        平成 27年 9月 24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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【1】ハイテクプラザより電波暗室の保守点検のお知らせ 

【2】福島県再生可能エネルギー関連産業推進研究会 

     平成 27年度第 1回太陽光分科会の開催について 

【3】東北発素材技術先導プロジェクト(超低損失磁心材料技術領域) 

   第 4回地域連携研究フォーラムの御案内 
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**** ハイテクプラザより ********************** 
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【1】ハイテクプラザより電波暗室の保守点検のお知らせ ＜New!!!＞ 



 

 10月 26日(月)(予定)まで、電波暗室の保守点検を行っております。 

 保守点検期間中は、電波暗室を使用する測定はできませんので、ご 

注意ください。 

  

 電波暗室の御利用再開の日程が確定しましたら、ホームページ上で 

お知らせいたします。 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/index-pc.html 

 

○ お問い合わせ先 

  福島県ハイテクプラザ 技術開発部 生産・加工科 

  TEL: 024-959-1738 
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【2】福島県再生可能エネルギー関連産業推進研究会 

     平成 27年度第 1回太陽光分科会の開催についての御案内 ＜New!!!＞ 

 

 福島県再生可能エネルギー関連産業推進研究会では、再生可能エネ 

ルギー「先駆けの地」の実現を目指して、産学官のネットワークの形 

成、新技術の情報提供や企業間交流を進めております。  

 このたび、下記のとおり平成 27年度第 1回太陽光分科会を開催いた 

しますので、御参加頂きますよう御案内申し上げます。 

 

(1) 日時  平成 27年 9月 28日(月) 講 演 14:00～15:50 

                 交流会 16:00～16:45 

 

(2) 場所   ふくしま中町会館 5階 東会議室 

       福島県福島市中町 7番 17号 TEL: 024-522-5123 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/solar-h27-1.html 

 

○ お申込み・お問い合せ先 

  福島県 商工労働部 産業創出課 

  TEL: 024-521-8286 FAX: 024-521-7932  

  E-mail: saiene-sangyo@pref.fu6kushima.lg.jp 
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【3】東北発素材技術先導プロジェクト(超低損失磁心材料技術領域) 

   第 4回地域連携研究フォーラムの御案内 ＜New!!!＞ 

 

 東北大学では、トランスやモータ等の磁心における電力損失を大幅 

に低減する新ナノ結晶軟磁性材料の研究開発を行うとともに、地域・ 

産学官一体で研究成果の工業化に取り組んでおります。 

 今回、第 4回地域連携研究フォーラムを、いわき市において開催いた 

します。多数の皆様の御参加をお待ちしております。 

 

(1) 日時  平成 27年 10 月 19日(月) 10:30～14:35 (参加無料）  

           (情報交換会 14:35～15:30  参加費:1,000円）  

 

(2) 場所  いわき産業創造館 6階 企画展示ホール  

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://nanoc.imr.tohoku.ac.jp/topics/20151019.html 

 

○ お申込み・お問い合せ先 

  東北大学 金属材料研究所  

    超低損失ナノ決勝軟磁性材料研究開発センター (佐藤) 

  TEL: 022-215-2827 FAX: 022-215-2714 
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【4】トップセミナー「エネルギーレジリエンスが地域と企業を真に強 

   くする」の御案内 ＜New!!!＞ 

 

 エネルギー供給網の強靱化が強い日本をつくるという考えのもと、 

再生可能エネルギーの展望、関連ものづくり産業の実際及び地域活性 

化事例など、実例をもとに解説します。 

 

(1) 日時  平成 27年 10 月 28日(水) 13:00～14:10 

 

(2) 場所  ビックパレットふくしま (福島県郡山市南 2丁目 52) 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/training/2015/04/post-175.php 

 

○ お申込み・お問い合せ先 

  公益財団法人福島県産業振興センター技術支援部 (阿部) 



  TEL: 024-959-1929 FAX: 024-959-1889  
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【5】トップセミナー「日本経済の行方と金融市場動向」の御案内 ＜New!!!＞ 

 

 日本経済の行方、金融市場動向及び今後の日本経済における再生可 

能エネルギー産業の位置付けについて、分かりやすく解説します。 

 

(1) 日時  平成 27年 10 月 29日(木) 13:00～14:10 

 

(2) 場所  ビックパレットふくしま (福島県郡山市南 2丁目 52) 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/training/2015/04/post-176.php 

 

○ お申込み・お問い合せ先 

  公益財団法人福島県産業振興センター技術支援部 (阿部) 

  TEL: 024-959-1929 FAX: 024-959-1889 
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【6】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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【7】観察・分析のための断面試料作製セミナーの御案内 

 

 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 



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

              ※ 実習内容は申込みにより異なります。 

 

(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 

 

○ お申込み・お問い合せ先 

  公益財団法人福島県産業振興センター技術支援部 (玉木) 

  TEL: 024-959-1929 FAX: 024-959-1889 
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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。 

 予約制ですので、事前に下記へ御連絡をお願いします。 

 

 ・ 日程及び場所 

    [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 

    [福島]   2月 16 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 

  

○ 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･10月の知財専門家相談] 

   

 弁理士 : 9月 29日(水) 13:00～ 水野 博文氏 

     10月 7日(水) 13:00～ 伊藤 正則氏 

     10月 14日(水) 13:00～ 吉川 勝郎氏 

     10月 16日(金) 13:00～ 酒井 俊之氏 

     10月 21日(水) 13:00～ 藤木 博氏 

     10月 28日(水) 13:00～ 水野 博文氏 

 弁護士 :10月 8日(木) 13:00～ 小池 達哉氏 

          10月 22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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【10】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。非常に人気のあるセミナーで、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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【あとがき】 

 9月も中旬を過ぎ、今年度上半期も残すところわずかとなりました。 

ハイテクプラザでは、下半期も様々な事業に取り組んで参ります。皆 

様のお役に立てる情報をお知らせできるよう努めますので、引き続き 

よろしくお願い申し上げます。 

 次号は 10月 5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/ 


