
ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第 257 号 

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

                       平成 27 年 12月 21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】「マイクロフォーカス X線検査装置」 

      (公財)JKA 補助事業による機器整備の御案内 ＜New!!!＞ 

【2】平成 27年度ふくしま特許ビジネスセミナー開催の御案内 ＜New!!!＞ 

【3】県産品特撰カタログ(仮称)の掲載商品募集の御案内 ＜New!!!＞ 

 

**** お知らせ ******************************** 

 

【4】福島の未来を担う開発型企業育成支援事業の御案内 

【5】「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」 平成 27年度第 2回公募の開始の御案内  

【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 

 

◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇ 
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【1】「マイクロフォーカス X線検査装置」 

      (公財)JKA 補助事業による機器整備の御案内 ＜New!!!＞ 

 

 この度、(公財)JKA補助事業により、マイクロフォーカス X線検査装 

置が会津若松技術支援センターに整備されましたので御案内いたしま 

す。 

 この装置は、X線を使って、電子部品・樹脂部品等の内部構造を透 

視観察します。ICパッケージの内部検査、実装済みプリント基板のは 

んだ付け検査等に利用されています。 

  

 詳しくはこちらを御覧ください。 



 http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/db/equipment/detail.php?no=jka003 

 

○ お問い合せ先 

  会津若松技術支援センター 産業工芸科 (担当:夏井) 

  TEL: 0242-39-2978 FAX: 0242-39-0335 
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【2】平成 27年度ふくしま特許ビジネスセミナー開催の御案内 ＜New!!!＞ 

 

 ハイテクプラザでは、知的財産戦略を企業経営に活かしていただく 

ことを目的に、ふくしま特許ビジネスセミナーを開催します。今回は、 

「中小企業経営者のための知的財産戦略」、「メガソーラーリモート 

計測システムの開発」について外部講師の方々から御講演いただきま 

す。皆様の御参加をお待ちしております。 

 

(1) 日 時  平成 28年 2月 18日(木) 13:30～15:35 

 

(2) 会 場  ハイテクプラザ 多目的ホール (郡山市待池台 1-12) 

 

(3) 定 員  100名 

 

(4) 参加費  無料 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/news/news-149.html 

 

○ 申込・お問い合せ先 

  福島県ハイテクプラザ 企画連携部産学連携科 (担当:長尾) 

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

   E-mail: hightech-renkei@pref.fukushima.lg.jp 
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【3】県産品特撰カタログ(仮称)の掲載商品募集の御案内 ＜New!!!＞ 

 

 福島県では、贈答品への県産品の活用を促進することにより、本県 

産品の風評払拭及び風化防止を図ることを目的として、贈答品用の県 

産品カタログを作成することとなりました。 

 つきましては、カタログに掲載する商品を募集いたしますので御案 



内いたします。 

 

(1) 名称      特撰カタログ(仮称) 

 

(2) 申込期限    平成 27年 12月 25日(金) 17 時 

 

(3) 販売・提案期間 平成 28年 3月から平成 29年 3 月まで 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031c/katarogu271215.html 

 

○ 申込・お問い合せ先 

  公益財団法人福島県観光物産交流協会 物産部産品振興課 

  TEL: 024-525-4081 FAX: 024-525-4097 

  E-mail: bussan@tif.ne.jp 
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【4】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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【5】「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」 平成 27年度第 2回公募の開始の御案内  

 

 (公財)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、その経費の一部を助成する「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 27年度第 2回公募を、以下のとおり実施いたします。 

 

○ 平成 27 年度第 1回公募期間 

  平成 27 年 12 月 17日(木)から平成 28年 1月 22日(金)まで (必着) 



  

 ※説明会の申込書及び詳しい事業内容については、こちらを御覧ください。 

  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 

  TEL: 024-525-4035 FAX: 024-525-4036 
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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。 

 予約制ですので、事前に下記お問い合せ先へ御連絡をお願いします。 

 

 ・ 日程及び場所 

     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 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://homepage2.nifty.com/j3i-f_hatsu/pdf/h27_jyunkai_soudan.pdf 

          

○ お問い合せ・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～)    

  

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://homepage2.nifty.com/j3i-f_hatsu/pdf/h27_senmonka_soudan.pdf 

 

   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】 

 2015年も残りわずかとなりました。本年も本メールマガジンを御愛 

読いただき誠にありがとうございました。来年も皆様に役立つ情報を 

提供できるよう努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、年末年始は 12月 29 日(火)～1月 3日(日)まで閉館となりますの 

で御注意ください。 

 次号は 1月 4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/ 


