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平成２４年１月１６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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【１】平成２４年度提案公募型研究開発事業等合同説明会開催のお知 

      らせ 

 

 東北経済産業局では、東北各県、独立行政法人科学技術振興機構 

（ＪＳＴサテライト岩手・ＪＳＴプラザ宮城）、独立行政法人新エネ 

ルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）と連携し、東北各県内の 

企業及び大学、研究機関等を支援するため、平成２４年度予算に係る 

提案公募型研究開発事業等の合同説明会を下記のとおり開催すること 

となりましたので、ご案内いたします。 

 

（１）会津若松 

  日時 平成２４年１月３１日（火） １０：００～１１：３０ 

  場所 ハイテクプラザ会津若松技術支援センター 

  定員 １００名 

 

（２）郡山 

  日時 平成２４年１月３１日（火） １４：００～１６：３０ 

  場所 ハイテクプラザ 多目的ホール 

  定員 １８０名 

 

（３）いわき 

  日時 平成２４年２月 １日（水） １３：３０～１５：００ 

  場所 ハイテクプラザいわき技術支援センター 

  定員 ６０名 

 

 参加申し込み方法などの詳細は、下記東北経済産業局ホームペー 

ジ掲載のパンフレットをご参照ください。 

 

http://www.tohoku.meti.go.jp/s_sangi/topics/pdf/120110setsumeikai.pdf 

 

 皆様のご参加をお待ちしております。 

 

○お問い合わせ先 

 東北経済産業局 地域経済部 産業技術課 



 電話: 022-221-4897 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【２】電波暗室貸し出し停止のお知らせ 

 

 ハイテクプラザの電波暗室は、電源（ＣＶＣＦ）の入れ替えのため、 

２月２０日～２４日（延長の可能性あり）の間、貸し出しを停止しま 

す。 

 ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げま 

す。 

 

○お問い合わせ先  

 技術開発部 生産・加工科 

 電話: 024-959-1738 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【３】ニュースフラッシュ配信方法の変更について 

 

 平成２４年２月より「ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ」の 

配信方法、配信元アドレスが変更となります。 

 

●配信方法変更点 

・インターネット本屋さん「まぐまぐ」を利用しての発行となります。 

 それに伴い、配信元アドレスが下記のとおり変更となります。 

 

 現行配信元アドレス 

  newsmaster@fukushima-iri.jp 

 

 ２月以降配信元アドレス： 

  福島県ハイテクプラザ mag2 0001382352<mailmag@mag2.com> 

 

 となる予定です。 

 

●登録・配信について 



・配信方法の変更にあたり、継続して配信を希望される方は「まぐま 

 ぐ」（URL:http://www.mag2.com/)よりメールアドレスをご自身で 

 登録していただくことになります。現在ご登録いただいている方も、 

 あらためてご自身でご登録していただくこととなります。 

 

登録方法 

１ 上記 URL より「まぐまぐ」へアクセスしてください。 

２ 検索フォームにて「ハイテクプラザ」を検索してください。 

３ 規約に同意いただき、配送希望アドレスをご入力ください。 

４ 「まぐまぐ」より入力アドレスへ本申請メールが配信されます。 

５ メールに記載されている要領に従い、本申請を行ってください。 

 

●その他 

・登録、配信は無料です。ただし、メールを受信するためのプロバイ 

 ダ料金、通信料は受信者の負担となります。 

・テキスト形式により配信いたします。ただし、携帯電話、PHS には 

 対応しておりません。 

 

ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い 

いたします。  

 

○お問い合わせ先 

 企画管理科 

 電話: 024-959-1736 FAX: 024-959-1761 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【４】ハイテクプラザ職員のメールアドレス変更について 

 

 新年（平成２４年１月１日）より、ハイテクプラザ職員のメールア 

ドレスが、下記のように変更になりました。 

 

 変更前 *****@fukushima-iri.jp 

 変更後 +++++@pref.fukushima.jp 

 （*****と+++++は異なる文字列になります。） 

 



変更後のメールアドレスについては、各職員にご確認願います。また、 

これに伴い、ハイテクプラザの代表アドレスも変更となります。変更 

後のアドレスは、決定次第、ホームページ等でお知らせします。 

 

○お問い合わせ先 

 企画管理科 

 電話: 024-959-1736 FAX: 024-959-1761 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【５】福島県ハイテクプラザ、福島県県産品加工支援センターＨＰの 

   リニューアルについて 

 

 福島県ハイテクプラザ、福島県県産品加工支援センターのホームペ 

ージは下記をもちましてリニューアルいたします。それに伴い、ホー 

ムページＵＲＬが変更となります。 

 

１ 変更日：平成２４年１月３０日（月） 

 

２ リニューアル後ＵＲＬ 

 ○福島県ハイテクプラザ 

    http://www4.pref.fukushima.jp/hightech 

 ○福島県県産品加工支援センター 

    http://www4.pref.fukushima.jp/fpppsc 

 

※現行ＨＰは１月２７日（金）を持って閉鎖となります。 

 

 １月３０日（月）以降、現行ＨＰにアクセスされた方は自動的に新 

規ＨＰへ移動しますので、ブックマークの変更をお願いいたします。 

 

 また、上記リニューアルに伴い、お問い合わせメールアドレスも一 

部変更となりますので、ご注意ください。 

 

○技術的な相談 

  →これまでと同様、「Web 相談窓口」よりお問い合わせ下さい。 

○その他一般的なご相談・意見 



  →hightech-info@pref.fukushima.lg.jp へお寄せ下さい。 

 

 ※info@fukushima-iri.jp は閉鎖となりますのでご注意下さい。 

 

○お問い合わせ先 

 企画管理科 

 電話: 024-959-1736 FAX: 024-959-1761 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【６】福島県新商品生産による新事業分野開拓者認定制度 

   平成 23 年度募集案内について＜New＞ 

 

 県では、新しい独自の製品を生産する事業者の方を福島県知事が認 

定し、この新商品を県が入札によらないで随意契約で購入することが 

できる制度を平成１８年度より実施しています。 

 

 優れたものを作っているのに、販売実績が乏しいことによる信用不 

足などから、取引拡大に苦労されている中小企業の皆様の販路開拓を 

支援します。 

 

◆募集期間 

 平成 24 年 1 月 10 日(火)～平成 24 年 2 月 3日(金) 

 

◆対象となる事業者 

  実施計画新商品を生産することで新しい事業分野に 

  進出する事業者の方です。 

 

◆募集案内・応募方法ホームページ 

 http://www.pref.fukushima.jp/industry/biz/np/ 

 

○お申込み・お問い合せ先 

  福島県商工労働部産業創出課 

  電話: 024-521-7283 FAX: 024-521-7935 

  E-mail business@pref.fukushima.jp 

 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【７】「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）研修」のお知らせ＜New＞ 

 

 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） 

とハイテクプラザでは、県内企業の皆様を対象とした研修を実施して 

おります。皆様のお申し込みをお待ちしております。 

 

【情報セキュリティーセミナー「多様化する脅威から企業を守る 

 方法と対策」】 

 企業や官公庁における情報漏洩、ウェブサイトの改ざん、パソコン 

の紛失や盗難などの事件が起きています。一度の情報漏洩が企業の経 

営に致命的なダメージとなりかねない今日、企業において情報セキュ 

リティへの対策は不可欠です。多様化・複雑化している脅威に対して、 

柔軟かつ迅速に対するだけでなく、万が一の事故や東日本大震災のよ 

うな災害が起きた場合でも業務継続を可能とするＩＴシステムが求め 

られています。経営者・セキュリティ担当者、システム管理者、ウェ 

ブサイト運営者に向けた、情報セキュリティの管理・技術からの対策 

に関する実践的なセミナーです。最新の話題をとりまぜながら、企業 

にとって実現可能なセキュリティ確保について、様々な観点からお話 

しします。 

 

○日 時 平成２４年１月２７日（金）１３：３０～１６：３０ 

○場 所 福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台 1-12）研修室 

○講 師 会津大学 教授 林隆史氏 

○定 員 ３０名 

○受講料 無料 

○締 切 平成２４年１月２０日（金） 

○申込方法 

  ホームページ掲載の受講申込書に必要事項を御記入の上、ＦＡＸ 

  または E-mail でお送りください。 

○ホームページ 

 http://fukushima-techno.com/training/2011/05/post-51.php 

 

 



【腐食防蝕セミナー「ステンレス鋼の腐食防蝕の基礎と 

  その最新動向」】 

 腐食は金属材料を扱ううえで切っても切れない問題です。種々の金 

属材料が多種多様な環境下で使用されており、腐食反応で発生する腐 

食の形態も複雑となり、その分類も単純ではありません。 

 特に、鉄鋼材料の腐食は製品寿命に大きく影響します。その中でも 

ステンレス鋼は、その耐食性の良さから厨房設備機器から各種プラン 

トにおける構造材料にまで広く利用されております。しかしこれらは、 

使用環境や設計・施工条件などによっては腐食が発生し、構造物や機 

器等の機能低下をもたらし、安全性・耐久性を著しく低下させる原因 

となります。 

 そこで今回のセミナーでは、鉄鋼材料の腐食の原理や防蝕の基礎に 

ついて理解を深め、ステンレス鋼に特有な腐食及びその防蝕対策、更 

にステンレス鋼の最新動向について事例を交えてわかりやすく紹介し 

ます。つきましては県内事業所の皆様には奮ってご参加下さい。 

 

○日 時 平成２４年２月１０日（金）１３:１０～１６:４０   

○場 所 福島県ハイテクプラザいわき技術支援センター 研修室  

     いわき市常磐下船尾町杭出作２３－３２ 

     TEL: 0246-44-1475 

○講 師 新日鐵住金ステンレス(株)研究センター 

      主任研究員（工学博士）田所 裕 氏 

○定 員 ５０名（定員になり次第締め切らせて頂きます）  

○受講料 １，０００円／人  

○締 切 平成２４年２月１日（水）  

○ホームページ 

 http://fukushima-techno.com/training/2011/05/post-47.php 

 

 

【IT 関連セミナー「ソーシャルメディアの活用におけるトラブルと 

 問題解決法」】 

 Twitter、ＳＮＳ（Facebook 等）、Youtube 等の動画配信サービスは、 

これまで個人の利用が中心でした。しかし、最近ではビジネスや事業 

構築、広報マーケティング、プロモーションなどの様々な領域で活用 

されつつあります。東日本大震災においては支援などでも、こうした 

情報ツール・サービスが活躍していました。一方で、新たなメディア 



を利用するにあたって、組織における情報管理教育の在り方や方向性 

を確実にする必要性もでてきています。このセミナーは、こうした情 

報ツールやサービスを中心とした情報システムの活用において生じる、 

法的問題やトラブルに対しての解決方法や対応策を説明するセミナー 

です。企業経営者、ＩＴ担当者、情報管理者、自治体のシステム担当 

者などを対象に、ソーシャルメディアの基本からわかりやすく解説し 

ます。 

 

○日 時 平成２４年２月１０日（金）１０：００～１６：３０  

○場 所 福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台 1-12）研修室 

○講 師 会津大学 上級准教授 清野 正哉 氏 

○定 員 ３０名    

○受講料 無料 

○締 切 平成２４年２月３日（金）  

○ホームページ 

 http://fukushima-techno.com/training/2011/05/it.php 

 

 

○申込・お問い合わせ先 

  （公財）福島県産業振興センター技術支援部（担当：竹内） 

  〒963-0215 郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内） 

  電話: 024-959-1929 FAX: 024-959-1889 

  E-mail f-tech@f-open.or.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【８】平成２３年度第３回特許出願経費等助成事業（助成金）募集の 

   ご案内 

 

 福島県産業振興センターでは、福島県内の中小企業者に対して、国 

内において特許等（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）を出願す 

る際に係る費用の一部を助成することで、中小企業者の技術の進歩及 

び新事業の早期創出を図ることを目的とする事業を行います。 

  

○募集期間 

 平成２３年１２月１９日（月）から平成２４年１月１８日（水） 



  

○助成対象者 

 福島県内に事業所を有する中小企業者。 

  

○助成対象となる国内出願 

（１）出願又は出願予定の知的財産が、高い独創性と高い実現性を有 

   していること。 

（２）知的財産を戦略的に活用し、新事業の早期創出を図る意欲があ 

   ること。 

（３）出願した案件を権利化することで、申請企業の将来に大きく寄 

   与する可能性を有していること。 

  

○助成対象経費 

 弁理士等への報酬、特許庁に支払う出願に係る手数料、その他経費 

 

○助成額 

 助成対象経費の２分の１の助成を行います。ただし、助成額の上限 

 は１企業あたり２０万円です。 

  

○申請方法など、詳細は下記ホームページをご覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/news/2011/10/post-10.php 

  

○申込・お問い合わせ先 

  （公財）福島県産業振興センター技術支援部（担当：鹿目、齋藤） 

  〒963-0215 郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内） 

  電話: 024-959-1929 FAX: 024-959-1889 

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

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【９】［知財総合支援窓口］のご案内 

 

○知財総合支援窓口 

 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、東北経済産業局特許室より特許等取得活用支援事業の委託を受け、 

知財総合支援窓口を開設しました。 



 知財総合支援窓口には、窓口担当者（知財アドバイザー）が常駐し 

て、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 

行っております。 

  

 ・窓口担当者が課題を把握し、最適な解決策を提案します。 

 ・専門性の高い課題は、知財専門家と共同で解決支援したします。 

 ・知財以外の支援が適切な場合は、他の支援機関をご紹介します。 

 

 経営課題の解決に知的財産が活用できるかもしれません。 

 

 まずは、知財総合支援窓口へご相談ください。 

 秘密厳守で対応いたします。 

 

 電話（窓口直通）024-963-0242 

   （ナビダイヤル）0570-82100 

 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） 

 

 

【１０】ふくしま知的財産支援センターからのお知らせ 

 

○知財専門家巡回相談会 

 弁理士による、知的財産権に関する無料の相談会を開催します。 

 ・主催 福島県 

 ・日程および場所 

     １月～２月の予定は、下記のとおりです。 

      １月１７日（火）13:00～16:00 

       ハイテクプラザいわき技術支援センター 

      ２月１４日（火） 9:00～12:00 

       ハイテクプラザ福島技術支援センター 

 ・予約制ですので、事前に下記へご連絡をお願いします。 

      

○お問い合わせ先 

  ふくしま知的財産支援センター（一般社団法人福島県発明協会） 

   電話： 024-959-3351 

   （ URL：http://www.fukushima-i.org/ ） 

 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【あとがき】 

 新年が明けて、早くも１６日が過ぎてしまいました。やり残したこ 

とやまとめなど、年度末に向かってのラストスパート、頑張らねば。 

 ハイテクプラザでは、引き続き放射線量測定や、東日本大震災で被 

災された企業等を対象とした施設・設備使用料を免除などを実施して 

おります。みなさまどうぞご利用ください。 

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

「バックナンバーのお知らせ」 

ハイテクプラザ・ニュースフラッシュのバックナンバーにつきまして 

は、下記のホームページにございますので、ご利用ください。 

  ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/publicity/backnumber/ 

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

 

【編集・発行】 

 〒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企画管理科 

   電話: 024-959-1736 FAX: 024-959-1761 

   ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/ 

 

 ○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、無断コピーなどはご遠慮くださ 

  い。 

 


