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    ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第９９号 

 

 

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

                      平成２１年６月１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、 

 ご案内するメールマガジンです。 
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 【あとがき】 



 

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽ 

【１】「館内エレベータの運転時間の変更」のお知らせ＜New＞ 

［ハイテクプラザご利用の皆様へ］ 

県民の皆様には、当所をご利用いただきありがとうございます。 

６月１日からエレベータの運転を 

 

「開館日の８時３０分～１７時３０分」 

 

といたしますので、よろしくお願いいたします。 

また、６月８日～１２日、６月２２日～２６日につきましては、省エ 

ネルギー強化週間として、終日エレベータの運転を休止いたします。 

車いす等のご利用の場合や、重量物の搬入の際には、個別に運転いた 

しますので、お気軽にご用命ください。 

 

○問い合わせ先  

  ハイテクプラザ企画連携部企画管理科  

   電話：０２４－９５９－１７３６ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】「福島県・山形県・新潟県三県共同研究成果発表会」の 

お知らせ 

県では農商工連携を中心に新事業創出に努めていますが、新潟県、山 

形県、福島県の公設試験研究機関が連携し実施した、「地域特産資源を 

活用したふるさとブランド機能性食品の開発」において、新規商品とな 

りうる成果が生まれました。 

その成果を県内企業等に普及するため、研究成果発表会を開催いたし 

ますので、多数のご参加をお待ちしております。 

○分担課題名 

  山形県：山形伝統野菜を活用した機能性食品の開発 

  新潟県：山菜を利用した機能性食品の開発 

 福島県：県内果実類（ベリー類）を利活用した機能性食品の開発 

県産特用林産物（きのこ、山菜）を利活用した機能性食品の開発 

 

○日時：平成２１年６月１７日（水） １３：３０～１６：３０ 

 



○場所：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 

ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/access/ 

 

○発表する研究テーマ名 

・県内果実類（ベリー類）を利活用した機能性食品の開発 

・機能性の高い地域特産資源の活用会津地域におけるブルーベリー 

・県産特用林産物（きのこ、山菜）を利活用した機能性食品の開発 

・ブルーベリーとキノコの感染予防効果の検討 

・自然発症高血圧ラットにおけるナメコおよびナツハゼの高血圧予防 

効果の検討 

・山形伝統野菜を活用した機能性食品の開発 

・山菜を利用した機能性食品の開発 

 

○詳しい内容は、下記ホームページをご参照ください。  

ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id406.php 

 

○申込期限 

平成２１年６月１０日（水） ※参加費は無料です。 

 お申込みに関するお問い合わせは、下記企画管理科までお願いいた 

します。 

 

○問い合わせ先  

  ハイテクプラザ企画連携部企画管理科 

   電話：０２４－９５９－１７３６（担当：池田） 

   FAX：０２４－９５９－１７６１ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】「平成２１年度戦略的ものづくり技術移転推進事業 ものづくり 

ＯＲＴ型技術移転事業の研修生募集」のお知らせ 

 

「平成２１年度戦略的ものづくり技術移転推進事業 ものづくりＯＲＴ 

型技術移転事業」の研修生を募集いたします。 

 この事業ではハイテクプラザの所有する技術を県内中小企業の皆様に広く 

ご活用いただくことを目的として、技術習得を希望される企業様から 

従業員様等をハイテクプラザに派遣いただき、マンツーマン（あるいは 

１社数名）の研修により確実に技術を身に付けていただきます。  

 



○各種条件  

これまで実績のある研修テーマは下記ホームページの募集案内をご覧 

ください。  

ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/uploads/panf_ort.pdf 

 

これ以外でもハイテクプラザで対応が可能であれば、ご希望の技術に 

特化したオーダーメードの研修も実施可能です。  

 

○募集期間 

 最終受付は平成２２年２月１９日（金）とさせていただきます。  

 

○応募方法および申込先 

 下記ホームページの研修指導申請書をご利用の上、ハイテクプラザ企画 

連携部産学連携科までＦＡＸでお申し込みください。ハイテクプラザ 

での研修が可能であれば、お申し込み内容を調整した上で研修を実施いた 

します。お申し込みは随時受付しております。 

ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/uploads/shinseisho_ort.pdf 

 

○問い合わせ先  

  ハイテクプラザ企画連携部産学連携科 

   電話：０２４－９５９－１７４１（担当：菊地） 

   FAX：０２４－９５９－１７６１ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】「平成２１年度戦略的ものづくり技術移転推進事業 短期研究開発 

事業の研究テーマ募集」のお知らせ 

 

「平成２１年度戦略的ものづくり技術移転推進事業 短期研究開発事業」 

は、企業様の直面している技術的な課題について、企業様に代わって短期間で 

解決し、その成果をすみやかに企業様に移転することで、企業様の製品開発を 

支援する事業です。  

 

○提案課題採択の条件 

・主たる事業所、工場などが福島県内にあること。 

・企業様の直面している、自社のみでは解決困難な技術的課題であること。  

・ハイテクプラザの技術・機器で取り組み可能で、３ヶ月程度で解決可能と 



考えられる課題であること。  

・研究終了後、企業様において直ちに研究成果を移転できる体制が準備 

できていること。  

 

○募集期間 

平成 21 年 8 月の 1 ヶ月間 です。 

（4 月募集期間は既に募集を終了しています。） 

・8 月募集期間は 8 月末日まで募集。 

（9 月以降は、随時受け付けとなります。）  

 

○応募方法  

お申し込みの際は担当までご連絡の上、下記から研究課題提案書を 

ダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、FAX でお申し込み 

下さい。 

ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/uploads/shinseisho_monoken.pdf 

 

○詳しい内容は、下記のパンフレットをご覧ください。  

ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/uploads/panf_monoken.pdf 

 

※研究費用は無料です。ただし、成果移転にかかわる経費については、 

ご負担いただく場合があります。  

※研究により知的財産権が得られた場合、権利は福島県に帰属します。  

※広く成果を普及するため、研究成果は公表させていただきます。 

 

○問い合わせ先  

  ハイテクプラザ企画連携部産学連携科 

   電話：０２４－９５９－１７４１（担当：菊地） 

   FAX：０２４－９５９－１７６１ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】「ハイテクプラザのホームページ、及びメールアドレスの 

   ドメイン名変更」のお知らせ 

 

 ハイテクプラザのホームページ、及びメールアドレスのドメイン名が 

平成２１年４月１日より、下記のとおり変更となりました。 

 



（ホームページ） 

   旧アドレス http://www.fukushima-iri.go.jp 

                ↓ 

   新アドレス http://www.fukushima-iri.jp 

 

（メールアドレス） 

   旧アドレス ××××××@fukushima-iri.go.jp 

                ↓ 

   新アドレス ××××××@fukushima-iri.jp 

    

※注意事項 

  ・旧アドレスあてのメールも、１年間受信できるようになっています。  

  ・移行は新旧のアドレスを並行利用しながら順次進めていきます。  

  ・電子メール用ソフトウェア等のアドレス帳等に、ハイテクプラザ 

   のメールアドレスを登録している場合には、修正をお願いします。  

 

○問い合わせ先  

  ハイテクプラザ企画連携部企画管理科  

   電話：０２４－９５９－１７３６（担当：斎藤） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 【６】「ふくしまイブニングサロン」のお知らせ<New> 

イブニングサロンは、さいたま市の新都心プラザで行なわれる産学官 

のネットワーク事業で、全国の元気なものづくり企業が集まり、活発な 

交流を行なっています。 

今般、その活気と交流を福島でも行ないたく、「ふくしまイブニングサ 

ロン」を開催します。先進事例の紹介や交流会を通じて、企業間ネット 

ワークづくりを進めることにより、ビジネスマッチングの場を創出し、 

県内外企業の活発化を図りたいと思います。皆様ふるってご参加ください。 

○開催日時：平成２１年６月１２日（金）１８：３０～ 

 

○場  所：郡山市ビッグアイ市民プラザ会議室 

      郡山市駅前二丁目 11 番 1号 

 

 

○テ ー マ：医療福祉機器 



 

○ゲ ス ト 

山形大学大学院理工学研究科 教授 野長瀬裕二 氏 

      日本大学工学部 教授  工学博士 尾股 定夫 氏 

（株）アドテックス 代表取締役  佐藤 弘男 氏 

（株）アトム 代表取締役 秦安延(はたやすのぶ) 氏 

 

○参 加 費：2,000円 

 

○締  切：６月８日（月） 

 

○申込方法および詳しい内容につきましては、下記にお問い合わせください。 

 

○問い合わせ先 

郡山地域企業戦略研究会事務局  
（郡山商工会議所 ものづくり課内 担当：山田） 

郡山市清水台 1-3-8 TEL 921-2620：FAX 921-2640 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【７】「福島県伝統的工芸品産業振興事業補助金」のお知らせ<New> 

福島県は、福島県内の伝統的工芸品産業の振興を図るため、組合等が 

行う伝統的工芸品産業振興事業に対して、補助金を交付しております。 

この度、補助金交付希望者を募集することとしましたので、ご案内い 

たします。 

 

○事業概要につきましては下記県産品振興戦略課 HPまで 

（URL：http://www.pref.fukushima.jp/industry/local/） 

 

○募集締切：平成２１年６月１５ 日（月） 

 

○問い合わせ先  

福島県観光交流局県産品振興戦略課 

電話：０２４－５２１－７２９６（担当：荒川） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【８】「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） 

    平成２１年度研修スケジュール」のお知らせ 



 

 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）とハイ 

テクプラザでは、県内企業の皆様を対象として、先端技術の開発普及を 

重点とした研修を実施しております。 

平成２１年度の研修スケジュールの詳細については、下記ホームペー 

ジをご参照していただくか、電話にてお問い合わせ下さい。 

 ＨＰ：http://www.f-open.or.jp/techno.com/training/2009kensyu.pdf 

 

○問い合わせ先 

 （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：影山） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【９】「平成２１年度 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の主催により、ハイテクプラザ及び各技術支援 

センターにおいて、特許・実用新案・意匠・商標・著作権等、知的財産権に関 

する相談を無料で受ける無料発明相談会を開催します。  

どのようなものが特許や商標として保護（登録）されるのか、手続きはどの 

ようにすれば良いのか、料金はいくらかかるのか、侵害の警告を受けた場合に 

どうすれば良いのか、他人が模倣している場合にどうすれば良いのか等、お気 

軽にご相談ください。  

ご相談は予約制ですので、日程表をご確認のうえ、社団法人発明協会福島県 

支部まで電話にてお申し込み下さい。  

 

○日時・場所等（日程表） 

下記ホームページの日程表をご覧下さい。  

 ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/uploads/niteihyou.pdf 

 

○申込み方法  

社団法人発明協会福島県支部まで、電話でお申し込みください。  

 

○なお、平成２１年６月末までの開催予定日は次のとおりです。 

       開催会場         開催日時 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

郡  山：福島県ハイテクプラザ     ６／１（月）  



い わ き：いわき技術支援センター      ６／８（月） 

郡  山：福島県ハイテクプラザ     ６／１７（水）  

福  島：福島技術支援センター     ６／２３（火）  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○問い合わせ先 

 （社）発明協会福島県支部 

   電話：０２４－９５９－３３５１（担当：吉成） 

   （ ＨＰ：http://www.jiii-fukushima.org/ ） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【あとがき】 

 ６月に入り深緑の季節となり、梅雨に入るまでの間の暖かい日が 

続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

ハイテクプラザでは、技術相談・機器使用・依頼試験など、 

皆様のご利用を心よりお待ちしております。 

============================================================= 

 

【編集・発行】 
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  ていただくことがあります。メールアドレスを変更される場合 

  は、忘れずにご連絡をお願いいたします。 

 ○ハイテクプラザ・ニュースフラッシュの記事については、私的 

  利用の範囲内で使用し、無断転載、無断コピーなどはおやめく 
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