
ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第 318号 

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

                       平成 30年 7月 2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及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  ◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇ 

 

 ★は「ハイテクプラザ」、☆は「各機関」のトピックです。 

 

 *** 新着及びｲﾁｵｼ情報 ************************************* 

 

1. ★平成 30年度福島県ハイテクプラザ研究成果発表会開催の御案内 

   <New!!> 

2. ★平成 30年度福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター・ 

   県産品加工支援センター合同技術交流会の御案内 <ｲﾁｵｼ!!> 

3. ★平成 30年度福島県製造技術高度化研究会 天然染色技術分科会 

   設立の御案内 <New!!> 

4. ☆入門者のための品質工学体験セミナーの御案内 <New!!> 

5. ☆平成 30年度 ISO14001 内部監査員養成セミナー②の御案内 <New!!> 

6. ☆第 34回産学官交流のつどいの御案内 <New!!> 

7. ☆2018年度版ものづくり白書、中小企業白書・小規模企業白書 

     合同説明会の御案内 <New!!> 

 

 *** 各種御案内 ******************************************* 

 

8.  ★再生可能エネルギー関連技術指導事業 実技指導の受講者募集の 

      御案内  

9.  ★新製品・新技術開発促進事業（開発支援・現場支援）の御案内  

10. ★ハイテクプラザ Webページ広告募集の御案内 

11. ☆温度計測の基礎セミナーの御案内 

12. ☆ロボット化推進セミナーの御案内 

13. ☆信頼性評価技術の最新動向（環境・振動・落下・衝撃） 

      セミナーの御案内       

14. ☆染色加工の基礎セミナーの御案内  

15. ☆知財総合支援窓口の御案内 

 



 ************************************************************ 

 

 7月の配信日は、第 318号 7月 2日（月）、第 317号 7月 17日（火） 

となります。 

 

◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

1. 平成 30年度福島県ハイテクプラザ研究成果発表会開催の御案内 

  <New!!> 

  

  平成 29年度に実施した技術開発及び技術支援の成果を広く企業の皆 

様に御利用いただくため、発表会を開催します。多くの皆様に御参加 

いただけますよう御案内申し上げます。 

 

(1) 日時  平成 30年 8月 1日（水）13：00～16：35 

 

(2) 場所  福島県ハイテクプラザ  

             多目的ホール、研修室及びテクノホール 

      （福島県郡山市待池台 1-12） 

 

(3) 内容  ・特別講演 

              「IoT化対応で変わる受発注間の企業間関係と再編可能性」 

        公立大学法人岩手県立大学 総合政策学部 

        准教授 近藤信一 氏 

        

         ・施策紹介 

              「経済産業省の IoT関連施策の紹介」 

        東北経済産業局  地域経済部 情報政策室長  

        村田久明 氏 

 

       ・口頭発表 

              「空飛ぶ消火ホース ドラゴン・ファイヤー・ファイター」 

                                 他７件 

 

       ・ポスターセッション 

 

(4) 申込  参加申込書で事前にお申込み願います。 



 

(5)  参加料 無料 

 

 ※詳しくは福島県ハイテクプラザホームページを御覧ください。 

  http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/news/news-247.html 

 

○ お申込み・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 

  TEL：024-959-1741 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

2. 平成 30年度福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター・ 

  県産品加工支援センター合同技術交流会の御案内 <ｲﾁｵｼ!!> 

  

 会津若松技術支援センターでは、昨年度に実施した技術開発の成果 

等を広く企業の皆様に御利用いただくため、技術交流会を開催します。 

当センターの研究発表やポスターセッションのほか、企画展示「酒を 

嗜むうつわ」を開催します。是非、御参加ください。 

 

(1) 日時  平成 30年 7月 11日（水）13：15～16：15 

 

(2) 場所  福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター 

            多目的ホール・交流スペース 

 

(3) 申込  参加申込書で事前にお申込み願います。 

       当日参加はお問合せください。 

 

(4) 参加料 無料 

    

(5) 定員  100名 

 

(6) 締切  平成 30年 7月 6日（金） 

 

 ※詳しくは福島県ハイテクプラザホームページを御覧ください。 

   http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/news/news-246.html  

 

○ お申込み・お問合せ先 

  福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター（担当：池田） 



  会津若松市一箕町鶴賀字下柳原 88-1 

  TEL：0242-39-2100 FAX：0242-39-0335 

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

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

3. 平成 30年度福島県製造技術高度化研究会 天然染色技術分科会 

  設立の御案内 <New!!> 

  

 近年、天然由来の素材・染料が注目されており、天然素材を使った 

ものは商品価値が高く、合成染料に比べて廃棄処理コストが低いとい 

った利点があります。一方で、取扱いにはノウハウが必要です。 

 福島県ハイテクプラザでは天然染色技術の課題解決に向けた研究を 

行っています。そこで、研究成果の普及を目的として本分科会を設立 

しました。各種セミナー等を開催しますので、是非、御参加ください。  

 

(1) 研究成果の紹介 

     染料の抽出、繊維の前処理、藍染料の管理と染色、染色装置等の 

   技術紹介を行います。 

   

(2) 外部講師によるセミナー 

    天然染色に関する有識者を講師としてお招きし、セミナーを開催 

    します。 

 

○ お申込み・お問合せ先 

  福島県ハイテクプラザ福島技術支援センター (担当：中島) 

   〒960-2154  福島県福島市佐倉下字附ノ川 1-3  

  TEL：024-593-1122 

   E-mail:fukushima-seni@pref.fukushima.lg.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

4. 入門者のための品質工学体験セミナーの御案内 <New!!> 

  

 ものづくりが高度化する中、企業にはより品質の高い製品づくりが 

求められています。未然防止を実現する技術評価の考え方として品質 

工学があります。本セミナーでは、品質工学の基礎知識と実践に必要 

な情報を改めて整理し、わかりやすく解説します。実習しながら学べ 

る実践的なセミナーですので、是非、御参加ください。 



  パソコンをご持参いただける方には、実習用のエクセルデータを配 

布します。ご持参いただけない場合は、PCをこちらでご準備しますが、 

PCに限りがあり２名で１台使用になる場合もありますので、可能な限 

りご自身の PCをお持ちいただければ幸いです。 

 

(1) 日時  平成 30年 8月 2日（木）13：30～16：30 

 

(2) 場所  福島県ハイテクプラザ 1階 研修室 

 

(3) 受講料 3,000円 

 

(4) 講師  リコーテクノロジーズ株式会社 東北事業所  

             武田布千雄 氏 

 

(5) 定員  20名 

 

(6) 締切  平成 30年 7月 25日（水）※定員になり次第締め切ります。 

 

 ※詳しくは以下の Webページを御覧ください。 

  http://fukushima-techno.com/training/2018/03/post-259.php 

 

○ お申込み・お問合せ先 

  公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部（担当：竹内） 

  郡山市待池台 1-12（福島県ハイテクプラザ内） 

  TEL：024-959-1929 FAX：024-959-1889 

  E-mail：seminar@f-open.or.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

5. 平成 30年度 ISO14001内部監査員養成セミナー②の御案内 <New!!> 

 

 環境マネジメントシステムを始めとして、組織のマネジメントシス 

テムの運用において、内部監査の重要性が高まっています。どのよう 

に環境マネジメントシステムを構築し実践すればよいのか。また、規 

格が要求している内部監査の効果的実施について、事例研究と実施演 

習を交えて解説します。 

 このセミナーは、ISO14001:2015に基づいて行います。 

 

(1) 日時  平成 30年 8月 22日（水）～ 平成 30年 8月 24日（金） 



             9：30～16：30 

 

(2) 場所  福島県ハイテクプラザ 1階 研修室 

 

(3) 受講料 25,000円 

 

(4) 講師  ISOコミュニケーション 代表 菊地正彦 氏 

 

(5) 定員  24名 

 

(6) 締切  平成 30年 8月 3日（金）※定員になり次第締め切ります。 

 

 ※詳しくは以下の Webページを御覧ください。 

   http://fukushima-techno.com/training/2018/03/post-275.php 

 

○ お申込み・お問合せ先 

  公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部（担当：竹内） 

  郡山市待池台 1-12（福島県ハイテクプラザ内） 

  TEL：024-959-1929 FAX：024-959-1889 

  E-mail：seminar@f-open.or.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

6. 第 34回産学官交流のつどいの御案内 <New!!> 

 

  福島県電子機械工業会・福島県中小企業団体中央会では、県内外の 

大学、研究機関と地元企業が交流を図ることを目的として、「産学官 

交流のつどい」を毎年開催しています。是非、御参加ください。 

 

(1) 日時    平成 30年 7月 6日（金） 

         14：00～16：20 講演会 

                 16：30～18：45 交流会 with ポスターセッション 

 

(2) 場所    ザ・セレクトン福島 3階 吾妻 

                （福島市太田町 13-73） 

 

(3) 講演内容  第１部 中小企業における IoTと AI導入の効果と課題 

             桜美林大学 教授 坂田淳一 氏 

         第２部 販路拡大の新たなビジネス術について 



             ～Amazon  Businessの活用法～ 

             アマゾンジャパン合同会社 曽根田隆司 氏  

 

(4) 参加費   講演会のみ 無料 

         交流会   5,000円 

 

(5) 締切     平成 30年 7月 3日（火）← 締切間近です。お見逃しなく!! 

 

 ※詳しくは以下の Webページを御覧ください。 

   http://www.chuokai-fukushima.or.jp/ 

         

○ お申込み・お問合せ先 

  福島県中小企業団体中央会 事業支援課（担当：佐藤） 

  〒960-8053 福島市三河南町 1-20 コラッセふくしま 10階 

  TEL：024-536-1264   FAX：024-536-1217 

  E-mail：ke-sato@chuokai-fukushima.or.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

7. 2018年度版ものづくり白書、中小企業白書・小規模企業白書 

   合同説明会の御案内 <New!!> 

 

 「2018年版ものづくり白書」（ものづくり基盤技術の振興施策）、 

「2018年版中小企業白書」（平成 29年度中小企業の動向及び平成 30 

年度中小企業施策）、「2018年版小規模企業白書」（平成 29 年度小 

規模企業の動向及び平成 30 年度小規模企業施策）について、以下の 

とおり説明会を開催します。 

 

(1) 日時    平成 30年 7月 13日（金） 13：30～16：15  

 

(2) 場所    TKPガーデンシティ PREMIUM仙台東口 ホール 10A 

                （仙台市宮城野区榴岡 3-4-1） 

 

(3) 定員    150名程度  

 

(4) 参加費   無料 

 

(5) 締切     平成 30年 7月 11日（水）※定員になり次第締め切ります。 

 



 ※申込書・申込先の詳細は以下の Webページを御覧ください。 

   http://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/topics/180611.html 

 

○ お問合せ先 (ものづくり白書) 

   東北経済産業局 地域経済部 製造産業課（担当：清野、小日向） 

   TEL 022-221-4903 

 

○ お問合せ先 (中小企業白書・小規模企業白書) 

   東北経済産業局 産業部 中小企業課（担当： 佐々木、後藤） 

   TEL 022-221-4922 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

8. 再生可能エネルギー関連技術指導事業 実技指導の受講者募集の 

   御案内 

 

 福島県ハイテクプラザでは、再生可能エネルギー関連産業の集積・ 

育成に向けて県内企業における技術開発や製品開発の取組みを支援す 

るため、当所保有技術の中から広く活用が見込まれる技術を実技指導 

をとおして移転します。 

 つきましては、以下により受講者を募集しますので、是非、御活用 

ください。 

  

(1) テーマ例及び実施場所 

  ・ ピコ秒レーザーを使った加工技術（郡山） 

  ・ Ｘ線ＣＴによる非破壊検査技術（郡山、いわき） 

  ・ ＳＥＭ－ＥＤＸによる材料表面の分析技術（郡山、福島、いわき） 

  ・ 金属材料の評価技術（郡山、いわき） 

  ・ 有機材料の分析技術（郡山） 

  ・ ＣＦＲＰの成形・物性測定技術（郡山） 

  ・ 電子機器のＥＭＣノイズ測定技術(郡山) 

  ・ 工業製品の形状・寸法測定技術（郡山、いわき） 

  ・ 組込み技術を利用したセンシングシステム（郡山） 

  ・ 機器分析による材料解析（いわき） 

   ※括弧内は実施場所です。 

     郡山：福島県ハイテクプラザ 

     福島：福島県ハイテクプラザ福島技術支援センター 

     いわき：福島県ハイテクプラザいわき技術支援センター 

   ※テーマ例以外についても、実技指導が可能ですので、御相談 



    ください。 

 

(2) 実施日数  1テーマあたり 1～3日程度 

 

(3) 費用負担  無料 

 

(4) 申込受付  随時 

 

(5) その他   実績は公表する場合があります。公表を希望しない 

         場合には、あらかじめお申し出ください。 

 

 ※詳しくは以下の Webページを御覧ください。 

  http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/project/project-08.html 

 

○ 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：清野） 

  TEL：024-959-1741  FAX：024-959-1761 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

9. 新製品・新技術開発促進事業（開発支援・現場支援）の御案内  

 

 福島県ハイテクプラザでは、県内ものづくり企業を下請け型から開 

発・提案型企業へ転換することにより、自社製品や新技術の創出を図 

るため、製造現場の技術課題解決に向けて、様々な支援事業を用意し 

ています。 

 平成 30年度において、無料で次の事業を行いますので、是非、御活 

用ください。 

 

(1) 開発支援事業 

   開発・提案型を目指す企業のため、企業が直面している技術的な 

  課題を福島県ハイテクプラザが代わりに解決し、その成果を速やか 

  に技術移転することで、企業の製品開発を支援する事業です。 

 

(2) 現場支援事業 

   開発・提案型を目指す企業のため、技術的な課題を抱える企業の 

  皆様に対し、一定期間、福島県ハイテクプラザの職員等を製造現場 

  に派遣又は福島県ハイテクプラザに企業の従業者を受け入れて、企 

  業の抱える課題解決のため、人材育成等の支援を行う事業です。 



   また、福島県ハイテクプラザで対応困難な内容である場合は、支 

  援アドバイザー(学識経験者等)とともに企業の皆様を支援します。 

 

  ※地方創生推進交付金の交付対象事業のため、企業名、課題名、概要、 

    実施内容等は公開となります。 

 

 この他に、企業に福島県ハイテクプラザ職員が訪問し、状況調査や 

技術的助言、他の支援施策への橋渡し等を行って参ります。訪問の受 

入及び御活用をよろしくお願いします。 

 

 ※詳しくは以下の Webページを御覧ください。 

  http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/project/project-07.html 

 

○ 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 

  TEL：024-959-1741  FAX：024-959-1761 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

10. ハイテクプラザ Webページ広告募集の御案内 

 

 福島県ハイテクプラザでは、Webページにおけるバナー広告の募集を 

以下のとおり行います。 

         

(1) 広告媒体  

    福島県ハイテクプラザ Webページ 

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

   (アクセス数：約 2,200 件/月(トップページ)) 

 

(2) 広告の規格等 

   ・規格       縦 60ピクセル×横 120ピクセル 

   ・形式       GIF (アニメーション不可) 又は JPEG 

   ・データ容量 8KB以下 

 

(3) 広告の掲載位置、掲載方法及び枠数 

   ・広告の位置及び掲載方法 Webページ内各ページの右上部 

   ・枠数                   3枠 

 

(4) 広告掲載の期間 



   平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日まで 

   ただし、1か月単位の申込みも可。 

 

 ※詳しくは以下の Webページを御覧ください。 

  http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/news/news-240.html 

 

○ 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 

  TEL：024-959-1741 FAX：024-959-1761 
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11. 温度計測の基礎セミナーの御案内  

 

  「温度の基礎知識」、「熱電対と測温抵抗体」、「放射温度計の原 

理と使い方・注意点」、「熱画像の使い方」の４つのテーマから温度 

計測の基礎・測定原理を分かりやすく学びます。熱画像カメラのデモ 

機も御用意しておりますので、この機会に見て・触れて温度計測につ 

いての理解を深めていただけます。是非、御参加ください。 

 

(1) 日時  平成 30年 7月 10日（火）13：30～16：30 

 

(2) 場所  福島県ハイテクプラザ 1階 研修室 

 

(3) 受講料 3,000円（消費税込） 

 

(4) 講師  株式会社チノー 営業戦略部 中村 氏 

 

(5) 定員  30名 

 

(6) 締切  平成 30年 7月 4日（水）※定員になり次第締め切ります。 

 

 ※詳しくは以下の Webページを御覧ください。 

   http://fukushima-techno.com/training/2018/03/post-255.php 

 

○ お申込み・お問合せ先 

  公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部（担当：竹内） 

  郡山市待池台 1-12（福島県ハイテクプラザ内） 

  TEL：024-959-1929 FAX：024-959-1889 



  E-mail：seminar@f-open.or.jp 
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12. ロボット化推進セミナーの御案内  

 

 多品種少量生産に対応したロボット利活用の方法や、全国のものづ 

くり企業における実際の導入事例や投資効果、各ロボットメーカーの 

ロボットの特徴等、ロボットシステムインテグレータの立場から、成 

功するロボット化の進め方のポイントと開発事例を紹介します。 

 

(1) 日時  平成 30年 7月 12日（木）13：30～15：30 

 

(2) 場所  福島県ハイテクプラザ 多目的ホール 

 

(3) 受講料 無料 

 

(4) 講師  髙丸工業株式会社 代表取締役 髙丸正 氏 

 

(5) 定員  100名 

 

(6) 締切  平成 30年 7月 4日（水）※定員になり次第締め切ります。 

 

 ※詳しくは以下の Webページを御覧ください。 

   http://fukushima-techno.com/training/2018/03/post-256.php 

 

○ お申込み・お問合せ先 

  公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部（担当：竹内） 

  郡山市待池台 1-12（福島県ハイテクプラザ内） 

  TEL：024-959-1929 FAX：024-959-1889 

  E-mail：seminar@f-open.or.jp 
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13. 信頼性評価技術の最新動向（環境・振動・落下・衝撃）セミナーの 

    御案内  

  

 家電、電機、自動車の電子化は、加速的に増加しています。これに 

伴い各部品の信頼性試験も、環境因子だけでなく複合的な評価が求め 



られています。このセミナーでは、基礎～試験規格、事例や手法も踏 

まえて御紹介します。 

 

(1) 日時  平成 30年 7月 19日（木）13：00～17：00 

 

(2) 場所  福島県ハイテクプラザ 1階 研修室 

 

(3) 受講料 無料 

 

(4) 講師  振動試験      ：IMV株式会社 

       落下・衝撃試験：神栄テストマシナリー株式会社 

       環境試験      ：エスペック株式会社 

 

(5) 定員  30名 

 

(6) 締切  平成 30年 7月 13日（金） 

 

 ※詳しくは以下の Webページを御覧ください。 

  http://fukushima-techno.com/training/2018/03/post-257.php 

 

○ お申込み・お問合せ先 

  公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部（担当：竹内） 

  郡山市待池台 1-12（福島県ハイテクプラザ内） 

  TEL：024-959-1929 FAX：024-959-1889 

  E-mail：seminar@f-open.or.jp 
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14. 染色加工の基礎セミナーの御案内  

 

 このセミナーでは、糸や布などの繊維製品を染色する染色加工の基 

礎について、「染料と繊維」、「色について」、「染色堅牢度試験に 

ついて」など幅広く学びます。初心者の方にもわかりやすく解説した 

内容となっております。皆様の御参加をお待ちしております。 

 

(1) 日時  平成 30年 7月 24日（火）13：30～15：30 

 

(2) 場所  福島県ハイテクプラザ福島技術支援センター 研修室 

      （福島市佐倉下字附ノ川 1-3） 



 

(3) 参加料 無料 

 

(4) 講師  福島県ハイテクプラザ福島技術支援センター  

      繊維・材料科 科長 伊藤哲司 

 

(5) 定員  20名 

 

(6) 締切  平成 30年 7月 13日（金）※定員になり次第締め切ります。 

 

 ※詳しくは以下の Webページを御覧ください。 

   http://fukushima-techno.com/training/2018/03/post-258.php 

 

○ お申込み・お問合せ先 

  公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部（担当：竹内） 

  郡山市待池台 1-12（福島県ハイテクプラザ内） 

  TEL：024-959-1929 FAX：024-959-1889 

  E-mail：seminar@f-open.or.jp 
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15. 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 ☆ ☆ 

  

 (一社)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 13：15～) 

 

● 弁護士相談(無料)を月 2 回開催 (原則第二・四木曜日 13：15～)    

  

  秘密厳守で対応いたします。 

  お気軽に御連絡ください。 



 

○ 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】  

 連日、ロシアでは熱い戦いが続いており、寝不足続きの方もいらっ 

しゃるのではないでしょうか。サッカー日本代表も２大会ぶりの決勝 

トーナメント進出ということで、日本中が盛り上がっています。今後 

のさらなる躍進に期待しましょう。 

 次号の配信については、第 3火曜日の 7月 17日（火）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・お問合せ先】 

 〒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/ 


