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                         平成 29年 2月 20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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【2】 「航空機産業新規参入支援 生産技術」福島出前講座 <ｲﾁｵｼ!!> 
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【4】 東北発、全国・海外展開の成功企業が講演！東経連ビジネスセ 

      ンター支援事業募集説明会の御案内 <New!!> 
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【1】 「万能試験機」及び「自動研磨機」導入のお知らせ <New!!> 

 

 このたび、公益財団法人 JKA平成 28年度補助事業「公設工業試験研究 

所における機械等設備拡充補助事業」により「万能試験機」及び「自  

動研磨機」がハイテクプラザいわき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。  

 各機器の詳細については、下記 Webページを御覧ください。 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/news/news-198.html  

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/news/news-198.html


○ お問合せ先 

  福島県ハイテクプラザ いわき技術支援センター 機械・材料科 

   TEL：0246-44-1475 
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【2】 「航空機産業新規参入支援 生産技術」福島出前講座 <ｲﾁｵｼ!!> 

 

 本講座は、航空機の製造に関わっている企業や今後参入しようとし  

ている企業の技術者養成のための導入講座となっております。 

 講師として、川崎重工 OBの池内健三氏をお招きしておりますので、  

情報交換や相互のコミュニケーションづくりにも是非御参加ください。 

 

● 日時   平成 29年 3月 14日(火)、15日(水) 9:00～16:00 

 

● 場所   福島県ハイテクプラザ 3階会議室 

 

● 内容   1日目： 航空宇宙産業の歴史、現状 

       2日目： 航空機産業の特殊性と参入について 

 

● 講師   東海職業能力開発大学校 客員教授 池内健三 氏 

 

● 参加費  無料  

 

● 申込期限 3月 8日(水) 

 

 ※申込方法等、詳しくは以下 Webページを御覧ください。 

    https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021a/fukushimademae.html  

 

○ お問合せ先 

  福島県ハイテクプラザ 産学連携科 (担当:渡邊) 

  TEL: 024-959-1741  FAX: 024-959-1761 
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【3】 ふくしまみらいビジネス交流会の御案内 <New!!> 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021a/fukushimademae.html


 

 「ふくしまみらいビジネス交流会」は、地域復興実用化開発等促進  

事業の採択企業が、地元に求める要望（サプライヤー、人材等）を伝 

え、地元企業とのマッチングを行う場です。  

 地域復興実用化開発等促進事業とは、浜通り地域の早期の産業復興 

を実現するため、イノベーション・コースト構想の重点分野について  

地元企業との連携等による実用化開発等を支援する事業であり、イノ 

ベーション・コースト構想を推進する上で大変重要な事業となってお 

ります。  

 交流会では、採択企業との個別相談や名刺交換など来場者との交流 

・マッチングの機会を設けられるほか、来年度の補助金制度の紹介等  

も行われる予定です。 

  新たなビジネス展開のためにも、是非御来場ください。 

 

● ロボット分野 

  ・日時 平成 29年 2月 27日(月) 13：30 ～ 16：00 

  ・会場 ロイヤルホテル丸屋 飛天の間 

           (福島県南相馬市原町区旭町 2-28) 

 

● エネルギー分野、環境・リサイクル分野 

  ・日時 平成 29年 3月 6日(月) 13：30 ～ 16：00 

  ・会場 楢葉遠隔技術開発センター 多目的室 

      (福島県双葉郡楢葉町山田岡仲丸 1-22) 

 

● 参加費 無料   

 

 ※詳しくは以下 Webページを御覧ください。 

  http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/200305.pdf  

 

○ 申込・お問合せ先 

  ふくしまみらいチャレンジプロジェクト事務局 

  E-mail:innovation@fukushima-mirai.jp 

  TEL：03-6380-5490 FAX：03-6380-6805 
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http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/200305.pdf


【4】 東北発、全国・海外展開の成功企業が講演！東経連ビジネスセ 

      ンター支援事業募集説明会の御案内 <New!!> 

 

 東経連ビジネスセンターでは、成長志向企業が取り組む新商品・新 

市場展開を 1年間無償でサポートしております。今回、福島県内の中小  

企業を対象に、支援事業募集説明会を開催します。 

 

● 日時 平成 29年 3月 9日(木) 15：00 ～ 17：30 

 

● 会場 郡山商工会議所 5階 会議室 

         (福島県郡山市清水台 1－3－8) 

 

● 対象 中小企業、支援団体 

 

● 定員 50名(先着順) 

 

● 参加費 無料  

 

 ※お申込及び詳細は、以下 Webページを御覧ください。 

  http://tokeirenbc.strikingly.com/ 

 

○ お問合せ先 

  東経連ビジネスセンター (担当者：佐藤 和茂) 

   仙台市青葉区中央 2-9-10(セントレ東北 11階) 

   TEL：022-397-6985  FAX：022-262-7055 

   E-mail：info@tokeiren-bc.jp 
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【5】サポイン事業(戦略的基盤技術高度化支援事業)の御案内  

 

 福島県産業振興センター技術支援部は、サポイン事業の管理機関を 

務めており、サポイン事業への提案の支援をしております。平成 29年  

度も公募が行われますので、御案内いたします。 

 「事業制度の内容を知りたい」、「今後の活用を考えており、どの  

ように申請までもっていけばよいか知りたい」等、サポイン事業につ 

http://tokeirenbc.strikingly.com/


いての御要望や御質問がございましたら、以下の問い合わせ先まで御  

連絡ください。 

 

● 公募期間 平成 29年 4月中旬から 6月上旬(予定) 

 

● 研究期間 2年度または 3年度 

 

● 補助額 初年度 ：4,500 万円以下 

      2年度目：初年度公布決定額の 2/3 

      3年度目：初年度交付決定額の 1/2 

 

● 補助率 2/3 ※大学・公設試験所などは定額（10/10） 

 

 ※詳しくは以下 Webページを御覧ください。 

  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/160415SenryakuKoubo.htm  

 

○ お問合わせ先 

  公益財団法人福島県産業振興センター 

  技術支援部 技術振興課 (担当：大内、齋藤) 

  TEL:024-959-1951 FAX：024-959-1952 

  E-mail : f-tech@f-open.or.jp 
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【6】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 ☆ ☆ 

  

 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)に関する県内 

唯一の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。  

 窓口支援担当者 3名が、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。是非御利用ください。 

 

・ 窓口の開設時間 8:30～17:15 (土日祝日、年末年始を除く) 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/160415SenryakuKoubo.htm


・ 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～)    

  

   秘密厳守で対応いたします。 

   お気軽に、下記へ御連絡ください。 

 

○ お問合せ先 

  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】  

 晴れた日には、日差しに暖かさを感じる日もごさいますが、いまだ 

寒さは残り、ハイテクプラザ周辺では冷たい風が強く吹いております。  

 ハイテクプラザでは、ウォームビズを励行しており暖房時の室温を 

19℃に設定しております。お越しの際には、暖かめの服装でお越しく 

ださい。  

 次号の配信は 3月 6日を予定しております。 

 

【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 

  E-mail: hightech-newsflash@pref.fukushima.lg.jp  

 HP: http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/ 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/information/backnumber.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/

