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▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽ 
 【１】地域活性化共同研究開発事業研究成果普及講習会のお知らせ 
    ＜New＞ 
    テーマ「小径パイプ内面の高度研磨技術開発」 
 
  ハイテクプラザでは、県内企業２社と共同で、平成１９年度から２年 
 間にわたり、数 mm オーダーの小径かつ全長の長い高アスペクト比の円 
 筒部品について、研磨の自動化、製造工程の検討、専用工具の開発に取 
 り組んでまいりました。この度、高品質な研磨手法を確立することがで 
 きましたので、研究成果普及講習会を開催いたします。 
  皆様の多数の参加をお待ちしております。 
 
  ○日程 平成２１年３月４日（水）１３：３０～１６：１０ 
  ○場所 ハイテクプラザ ３階 会議室 
      郡山市待池台１－１２ 
  ○申込締切 平成２１年２月２７日(金) 
  ○参加費 無料  
  ○申込方法 下記のホームページから申込書をダウンロードしていた 
        だき、必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたは E-mail でお 
        申し込み下さい。 
Hhttp://www.fukushima-iri.go.jp/news/0902/InsideGrinding.html 
 
  ○問い合わせ申込先  
    ハイテクプラザ研究開発部生産・加工科 
     電話：０２４－９５９－１７３８（担当：安藤） 
     ＦＡＸ：０２４－９５９－１７６２ 
       E-mail：hando@fukushima-iri.go.jp 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 【２】公募型新事業創出プロジェクト研究事業成果普及講習会 



    のお知らせ＜New＞ 
 テーマ「窒素固溶によるステンレス鋼の高機能化に関する研究開発」 
 
  ハイテクプラザと４つの共同研究機関では、平成１８年度から３年間 
 にわたり、ニッケルの代わりに窒素を添加した高窒素ステンレス鋼の製 
 造技術と応用製品の開発に取り組んでまいりました。この度、高強度で 
 高耐食性を有するステンレス製品を開発することができましたので、成 
 果普及講習会を開催いたします。皆様の多数の参加をお待ちしておりま 
 す。 
  
  ○日程 平成２１年３月１０日（火）１３：２０～１６：３０ 
  ○場所 ハイテクプラザ １Ｆ研修室 
      郡山市待池台１－１２ 
  ○申込締切 平成２１年３月６日（金） 
  ○参加費 無料 
  ○申込方法 下記のホームページから申込書をダウンロードしていた 
        だき、必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたは E-mail でお 
        申し込み下さい。 
Hhttp://www.fukushima-iri.go.jp/news/0902/NitrogenStainlessSteel.html 
 
  ○問い合わせ先 
    ハイテクプラザ研究開発部工業材料科 
     電話：０２４－９５９－１７３７（担当：栗花） 
     ＦＡＸ：０２４－９５９－１７６２ 
       E-mail：kurikuri@fukushima-iri.go.jp 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 【３】「Ｘ線ＣＴスキャンシステムの貸し出し休止」のお知らせ 
 
  ハイテクプラザのＸ線ＣＴスキャンシステムは、装置更新のため３月 
 の利用を休止しております。利用再開日の正確な日程については、決ま 
 り次第お知らせいたします。なお、休止期間中はＸ線による透視、およ 
 びＣＴスキャンによる観察が全て行えません。  
  休止期間中は、大変なご不便をお掛けいたしますが、ご理解のほどよ 
 ろしくお願いいたします。 
 



  ○装置名 ： Ｘ線ＣＴスキャンシステム            
  ○休止日 ： 平成２１年３月２日（月）から再開日まで  
  ○再開日 ： 平成２１年３月下旬～４月上旬  
         （再開日は決まり次第お知らせいたします）  
 
 ※装置更新にともない、平成２１年４月１日から設備使用料金が変更と 
 なります。また、装置名称が旧来「Ｘ線ＣＴスキャンシステム」から新 
 規「非破壊構造解析装置」と変更になります。  
 ※利用休止直前および利用再開直後は混雑が予想されますので、ご理解 
 とご協力をお願いいたします。  
 
  ○問い合わせ先  
    ハイテクプラザ企画支援部連携支援科  
     電話：０２４－９５９－１７４１（担当：橋本） 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 【４】「平成２１年度新分野進出等アドバイザー・社外パートナー派遣 
    事業の実施について」＜New＞ 
  財団法人地域総合整備財団では、民間事業活動の発掘及び具体化に対 
 する支援として、事業に関する専門家を派遣し、各種の指導・助言を行 
 う事業を実施しております。 
 
  ○申込書提出期限 第一次募集分 平成２１年３月１６日(月) 
           第二次募集分 平成２１年６月１５日(月) 
  ○提出先 最寄りの各地方振興局 企画商工部 地域づくり・商工労 
       政課まで提出願います。 
          県北地方振興局  電話０２４－５２１－７６２２ 
          県中地方振興局  電話０２４－９３５－１２９２ 
          県南地方振興局  電話０２４８－２３－１５４６ 
          会津地方振興局  電話０２４２－２９－５２９２ 
          南会津地方振興局 電話０２４１－６２－５２０７ 
          相双地方振興局  電話０２４４－２６－１１１７ 
          いわき地方振興局 電話０２４６－２４－６００６ 
 
  ※提出書類の各様式に関しては下記のホームページからダウンロード 
   して下さい。 



        Hhttp://www.furusato-zaidan.or.jp/navi_04/ 
 
  ○問い合わせ先 
   （財）地域総合整備財団 開発部開発課 
     電話：０３－３２６３－５７５８ 
     ＦＡＸ ：０３－３２６３－５７３２ 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 【５】「平成２０年度東北地域知財戦略支援人材育成事業シンポジウム」 
    のお知らせ＜New＞ 
 
  東北経済産業局並びに東北地域知財戦略本部では、東北地域の中小・ 
 ベンチャー企業に対して、知的財産への取り組みを支援する人材の育成 
 事業に取り組んでおります。このたびその一環として「中小企業経営に 
 役立つ知財活動支援」と題し、シンポジウムを開催いたします。 
  皆様の多数の参加をお待ちしております。  
  
  ○日程 平成２１年３月１０日（火） 
       １３：３０～１６：３０ （開場 １３：００） 
  ○場所 仙台サンプラザ １階「ローズの間」 
      宮城県仙台市宮城野区榴岡５－１１－１ 
  ○参加費 無料 
  ○申込方法 下記のホームページから申込書をダウンロードしていた 
        だき、必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたは E-mail でお 
        申し込み下さい。 
Hhttp://www.tohoku.meti.go.jp/chizaihonbu/hdqrs/thk-ipsppn/zinzaiikusei.pdf 
  ○主催 東北経済産業局 
      東北地域知財戦略本部 
  
  ○問い合わせ申込先 
    ＮＥＣトーキンテクノサービス（株） 
     電話：０２２－３０８－５４６１（担当：阿部、石川） 
     ＦＡＸ：０２２－３０８－５４６３ 
     E-Mail：seminar-ntts@nec-tokin.com 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



 【６】「ハイテクセミナー」のお知らせ＜New＞ 
 
  財団法人福島県産業振興センターでは、工業技術の普及と経営の発展 
 をめざし、ハイテクセミナーを開催します。今回は、経済のみならず幅 
 広い分野で活躍中の森永卓郎氏と、世界に先駆けてリチウムイオン二次 
 電池を福島の地から誕生させ、世界最先端のバッテリー商品を世界に発 
 信し続けるソニーエナジー・デバイス（株）社長の講演です。 
  皆様の多数の参加をお待ちしております。 
 
  ○日程 平成２１年３月４日（水） １３：２０～１６：４０ 
  ○場所 ホテルハマツ  
      郡山市虎丸町３－１８ 
  ○内容  
    ・講演テーマ１ 
    「世界同時不況の経営戦略～今、中小企業は何をすべきか？～」 
      講師 森永 卓郎 氏（獨協大学教授・経済アナリスト） 
       
    ・講演テーマ２ 
    「リチウムイオンバッテリーの技術と今後のバッテリービジネス 
     動向」 
      講師 ソニーエナジー・デバイス（株） 
         代表取締役社長 山口 哲男 氏 
       
  ○参加費 無料 
  ○定員  ３００名 
  ○申込方法 下記のホームページから申込書をダウンロードしていた 
        だき、必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたは E-mail でお 
        申し込み下さい。 
        http://www.f-open.or.jp/techno.com/news/2008/hi.pdf 
         
  ○問い合わせ申込先 
   （財）福島県産業振興センター 技術支援部（テクノ・コム） 
     電話：０２４－９５９－１９２９（担当：竹内） 
     ＦＡＸ ：０２４－９５９－１８８９ 
     E-Mail：f-tech@f-open.or.jp 
     ＨＰ：http://www.f-open.or.jp/techno.com/ 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 【７】「福島県医療福祉機器研究会会員募集」のお知らせ 
 
  財団法人福島県産業振興センターおよび福島県では、産学官連携によ 
 る研究開発成果を連続的に創出し、併せて既存産業の高度化による医療 
 および福祉機器分野における産業クラスターの形成を図るため、うつく 
 しま次世代医療産業集積プロジェクトを推進しております。 
  福島県医療福祉機器研究会はこのプロジェクトを推進するため産学官 
 の１０４企業・団体（１１３名）で構成され、産学官交流・研究開発促 
 進・地域企業の技術基盤強化により福島県の医療産業集積を目指して活 
 動しています。 
  当研究会は、平成１７年９月から活動しており、会員企業の中からは 
 医療機器産業分野への新規参入や薬事法の製造業許可を取得するなど成 
 果が着実に増えています。 
  今年度は企業会員をサポートする活動をさらに強化していく予定でビ 
 ジネスに直結する技術と経営の両面での基盤強化事業を企画中です。 
 是非この機会に本研究会への参加をお待ちしております。 
  詳細は下記ホームページでご覧下さい。 
   http://www.f-open.or.jp/techno.com/iryou/workshop/ 
 
  ○問い合わせ申込先 
   （財）福島県産業振興センター 技術支援部（テクノ・コム） 
     電話：０２４－９５９－１９５１（担当：宇野） 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━         
 【８】「福島県医療福祉機器研究会 製品試作・安全性試験に係わる 
    助成事業の募集」のお知らせ 
 
  財団法人福島県産業振興センターおよび福島県では、産学官連携によ 
 る研究開発成果を連続的に創出し、併せて既存産業の高度化による医療 
 および福祉機器分野における産業クラスターの形成を図るため、うつく 
 しま次世代医療産業集積プロジェクトを推進しております。 
  このたび、福島県内の法人が行っている医療および福祉機器に関連す 
 る研究開発の実用化および製品化を支援するため、製品試作と安全性試 
 験にかかる費用の一部を助成することとなりましたのでお知らせいたし 
 ます。 



 
  詳細は下記ホームページでご覧下さい。 
 http://www.f-open.or.jp/techno.com/iryou/info/2008/05/post_21.php 
 
 １ 事業概要 
 （１）製品試作支援事業 
   製品化のためブラッシュアップ、デザイン設計を含めた試作品の 
  作製にかかる費用を助成 
   採択予定数：１２件程度 
   助成額：助成対象経費の１／２以内（助成上限額：１，０００千円） 
 （２）安全性試験支援 
   実用化に向けた性能（機能性、耐久性、安全性等）を確認するため 
  の必要な安全性試験（ＥＭＣ試験、動物試験、臨床試験等）にかかる 
  費用を助成 
   採択予定数：８件程度 
   助成額：助成対象経費の１／２以内 
   （ア）医療機関医師等による有効性・安全性評価経費  
                     助成上限額：１，５００千円 
   （イ）専門家によるコンサルティング経費 助成上限額：５００千円 
   ※（ア）および（イ）は同時に申請できるものとする。 
 ２ 助成対象製品 
   保健・医療用の用具、機器、器材、用品等 
  
  ○問い合わせ申込先 
    （財）福島県産業振興センター 技術支援部（テクノ・コム） 
     電話：０２４－９５９－１９５１（担当：守岡） 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 【９】「無料発明相談会」のお知らせ 
 
  社団法人発明協会福島県支部では「無料発明相談会」をハイテクプラ 
 ザおよび各技術支援センターにおいて開催しています。 
  特許・実用新案・意匠・商標の出願の方法、申請書類のチェックなど、 
 知的財産権に関する相談をお受けします。問題をお持ちの方は遠慮なく 
 お越しの上ご相談下さい。 
  ただし、各会場とも発明協会福島県支部への電話予約が必要です。 



  なお、平成２１年３月下旬までの開催予定日は次のとおりです。 
  詳細については、下記のホームページ（ＨＰ）をご参照下さい。 
 
     開催会場              開催日時 
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 郡  山：ハイテクプラザ         ３／１７ (火）  ９：００～ 
 福  島：福島技術支援センター        ３／９ （月） １０：００～ 
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
  
  ○問い合わせ申込先 
   （社）発明協会福島県支部 
     電話：０２４－９５９－３３５１（担当：桐生、吉成） 
     ＨＰ：http://192.67.236.172/jii/event/H20soudan.pdf 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 【１０】「情報セキュリティ対策（持込み可能メディア）について」 
 
  ハイテクプラザでは、企業の皆様が当所の機器を使用して測定したデ 
 ータをお持ち帰りになる場合は、予め未使用のブランクディスク（ＣＤ 
 －Ｒ、ＤＶＤ、フロッピーディスク。ＵＳＢポート接続機器は不可。） 
 のご準備を、お願いしております。 
  情報セキュリティ対策のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたし 
 ます。 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 【あとがき】 
  暦の上ではあと数日で「啓蟄」を迎え、テレビの気象情報でも花粉情報 

 も流れる様になり、春が待ち遠しい時期になりました。ハイテクプラザ周辺 

 に時々降る雪もみぞれ雪が多くなりましたが、皆様の周囲はいかがでしょ 
 うか。ハイテクプラザでは各種セミナー等もこれから盛んに開催する予 
 定です。技術相談・機器使用・依頼試験同様、皆様のご利用を心よりお 
 待ちしております。 
 
============================================================= 
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