
ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第 337号 

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

                                           平成 31年 4月 22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. ☆「現場で行うノイズ対策の基礎セミナー」開催の御案内 <New!!>  

2. ★ 平成 31年 4月 1日付け使用料・手数料の改定について <ｲﾁｵｼ!!> 

3. ☆「令和元年度 ISO14001 基礎セミナー」開催の御案内 <ｲﾁｵｼ!!> 

4. ☆「ピペット分注/天秤秤量の基礎セミナー」開催の御案内 <ｲﾁｵｼ!!> 

5. ☆「ふくしま産業応援ファンド事業」公募の御案内 <ｲﾁｵｼ!!> 

 

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

 

6. ★ ハイテクプラザ Webページ広告募集の御案内  

7. ☆ 知財総合支援窓口の御案内 

 

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

 

 5月の配信日は、第 338号 5月 7日（火）、第 339号 5月 20日（月） 

となります。 

 

◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

1. 「現場で行うノイズ対策の基礎セミナー」開催の御案内<New!!> 

 

このセミナーでは、ノイズ対策で誤解の多い「接地」と、最も重要 



な「グランド」の理解に重点をおき、ノイズ対策の基礎からアイソレ 

ーションの考え方までを、実演も交えてわかりやすく説明します。 

 

(1) 日時  令和元年 5月 30日（木）13：30～17：00 

 

(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  株式会社電研精機研究所 ノイズトラブル相談室 

室長 平田 源二 氏  

 

(5) 定員  20名 

 

(6) 締切  令和元年 5月 20日（月）※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/2019/04/post-281.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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

2. 平成 31年 4月 1日付け使用料・手数料の改定について <ｲﾁｵｼ!!> 

 

 平成 31年 4月 1日から、ハイテクプラザ使用料・手数料が 

改定となりますのでお知らせいたします。 

 

 ※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/news/news-275.html 

 

お問合せ先 

mailto:seminar@f-open.or.jp


  福島県ハイテクプラザ企画連携部企画管理科 

  TEL: 024-959-1736 FAX: 024-959-1761 

   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

3. 「令和元年度 ISO14001基礎セミナー」開催の御案内 <ｲﾁｵｼ!!> 

 

このセミナーは、ISO14001：2015版の基礎的な事項について説明し 

ます。  

「ISO14001：2015版を理解したい」「ISO14001の導入を予定している」 

または、「導入済みであるが担当者が変更になった」といった初心者 

を対象に、ISO14001の基礎を学びたいという企業、担当者向けに計画 

しました。講義と演習を交えてわかりやすく説明いたします。 

 

(1) 日時  令和元年 5月 16日（木）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 5,000円（消費税込） 

 

(4) 講師  ISO経営コンサルタント 阿部陽三 氏 

 

(5) 定員  40名 

 

(6) 締切  平成 31年 4月 26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/2019/04/post-299.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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



 

4. 「ピペット分注/天秤秤量の基礎セミナー」開催の御案内 <ｲﾁｵｼ!!> 

 

あなたは、正しく計量器を扱っていますか？なんとなく見よう見ま 

ねで、使っていませんか？このセミナーでは、電子天秤やマイクロピ 

ペットの構造、原理から正しい使用方法や、日常点検、維持管理、メ 

ンテナンス方法をわかりやすく解説します。実際に天秤、ピペットを 

使用したワークショップを交えながら、ひとつひとつ学んでいただく 

セミナーです。「知っているつもりを見直す」基礎コースです。 

 

(1) 日時  令和元年 5月 21日（火）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  ザルトリウス・ジャパン株式会社 

 

(5) 定員  20名 

 

(6) 締切  令和元年 5月 15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/2019/04/post-282.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. 「ふくしま産業応援ファンド事業」公募の御案内 <ｲﾁｵｼ!!> 

 

 福島県産業振興センターでは、福島県内の中小企業者の皆様が実施 



する新製品・新技術開発、開発に向けた調査・分析等の費用の一部を 

助成することで、本県産業の活性化、本県産業の自立的発展を図るこ 

とを目的として、ふくしま産業応援ファンド事業を実施しております。 

是非御活用ください。 

 併せて、公募説明会を開催いたします。本事業の内容や提出書類の 

記載方法などについて、詳しくお知りになりたい方は、是非御参加く 

ださい。 

 

(1) 募集期間   平成 31年 4月 15日（月）～令和元年 5月 31日（金）必着 

 

(2) 対象期間   交付決定日（令和元年 7月下旬） 

～令和 2年 1月 31日まで 

 

(3) 公募説明会  ○平成 31年 4月 23日（火）13:30～ 

          福島県ハイテクプラザ 1階 研修室 

 

 ※詳しくは以下の Webページを御覧ください。 

  http://fukushima-techno.com/news/2019/03/post-123.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（テクノ・コム）技術総務課  

 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: f-tech@f-open.or.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

6.  ハイテクプラザ Webページ広告募集の御案内  

 

 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。当所 Webページでは、研究成果報告や依頼試験、 

機器・設備使用の御案内など様々な技術支援情報を掲載しています。 

さらに、月平均約 40,000件を超えるアクセス数があるなど、多くの企 

業技術者・研究者に御覧いただいております。企業の皆様の情報発信 

ツールとして是非御活用ください。 

         



● 広告媒体  

   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 11,000 件／月（広告掲載ページ）) 

 

● 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 

 

● 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 

 

● 広告掲載料  

  ・月額 5,000円/枠 

 

● 広告掲載の期間 

  平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日まで 

 （改元後は新元号及び年次に読み替える。） 

  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-274.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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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 ☆ ☆ 

  

 (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)  0570-082100 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【あとがき】 

「平成」も残すところわずかとなりました。ハイテクプラザも平成 4 

年の開所以来、27年間、平成とともに歩んで参りました。県内企業の 

皆様におかれましても、平成をどのように振り返られるでしょうか？ 

GW連休明けからは「令和元年」として気持ちも新たに、県内企業の皆 

様のますますのご発展に寄与できるよう、努めてまいります。 

 次号の配信については、5月 7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】 

 〒963-0297 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/ 




