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                         平成 29年 3月 6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】 非接触 3次元形状測定＆挙動解析技術セミナーの御案内 <New!!> 

 

 ハイテクプラザでは、福島県製造技術高度化研究会セミナー「非接 

触 3次元形状測定＆挙動解析技術セミナー」を開催いたします。 

 本セミナーでは、工業製品の測定にとどまらず、製造装置・プラン 

ト・インフラ構造物などの計測応用も可能な非接触 3次元形状測定・挙 

動解析技術について、メリット、活用方法、事例、応用例等を紹介い 

たしますので、奮って御参加ください。 

 



● 日時  平成 29年 3月 8日(水) 13:00～16:00 

 

● 場所  福島県ハイテクプラザ 3階会議室 (郡山市待池台 1-12) 

 

● 内容 

  講演 1 

 「レーザースキャナによる 3次元形状測定と CAD データ構築」 

   日本大学工学部 情報工学科 准教授  溝口知広 氏 

 

  講演 2 

   「サンプリングモアレ・カメラによる変位測定」 

   株式会社共和電業 マーケティング本部 前田芳巳 氏 

 

  技術紹介 

   「デジタル画像相関法によるひずみ・変位測定」 

   福島県ハイテクプラザ 工業材料科 主任研究員 工藤弘行 

 

● 参加費 無料  

 

● 申込方法 

     Webページより参加申込書をダウンロードの上、FAX又は E-mailで 

  お申込みください。なお、当日参加も受付いたします。参加者多数 

   の場合には事前申込の方優先といたしますので、御了承ください。 

 

 ※詳しくは以下 Webページを御覧ください。 

    http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/news/news-201.html 

 

○ お申込・お問合せ先 

  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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【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 平成 29年 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】地域復興実用化開発等促進事業費 補助金「平成 28年度成果報告 

     会」及び「平成 29年度公募説明会」の御案内 <New!!> 

 

 福島県では、福島イノベーション・コースト構想の重点分野につい 

て、地元企業等及び地元企業等との連携等による地域振興に資する実 

用化開発等を促進し、福島県浜通り地域の産業復興の早期実現を図る 

ため、その経費の一部を補助しております。 

 つきましては、本補助金の平成 28年度成果報告会及び平成 29年度公 

募説明会を開催しますので、是非御参加ください。 



 

● 平成 28年度成果報告会 

 (1)日時 平成 29年 3月 23日(木) 10:45～17:30 

 

 (2)会場 いわき産業創造館 企画展示ホール 

          (いわき市平字田町 120 LATOV6階) 

 

 (3)内容 ア 成果報告(12 ﾃｰﾏ程、事業者より報告)  

     イ ポスターセッション(全ﾃｰﾏの成果展示) 

     ウ 平成 29年度公募説明および個別相談 

      エ 交流会 

 

● 平成 29年度公募説明会 

 (1)日時及び会場 

  ・郡山  日時：平成 29年 3月 16日（木）13:00～15:30 

        会場：ハイテクプラザ多目的ホール 

                   (郡山市待池台 1-12) 

 

   ・南相馬 日時：平成 29年 3月 22日（水）13:00～15:30 

             会場：環境創造センター 環境放射線センター大会議室 

               (南相馬市原町区萱浜字巣掛場 45-169) 

 

    ・いわき ※平成 28年度成果報告会 同時開催 

 

 (2)内容 ア 地域復興実用化開発等促進事業費補助金 公募説明 

     イ 再生可能エネルギー関連技術実証研究支援事業 事業説明 

     ウ 開発型･提案型企業転換総合支援事業 事業説明 

      エ 個別相談 

 

● お申込方法 

   以下 Webページより詳細を御確認の上、お申し込みください。 

  http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/innov-j-houkoku.html 

 

○ お問合せ先 

  デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 

   〒960-8042福島県福島市荒町 2-9 熊坂ビル 2階 



   TEL･FAX:024-572-3352 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【4】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 

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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【5】 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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【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) 

・ 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】 

 梅の開花の便りが聞かれるようになり、春の気配が少しずつ濃くな 

ってきております。  

 さて、今年度も残り 1ヶ月となりました。当所では。、引き続き技術 

相談・保有機器の貸出し・依頼試験など各種事業を行って参ります。 

皆様の御利用をお待ちしております。 

 次号の配信は 3月 21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/ 


