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平成２４年４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】放射能検査を希望される企業の方へのお知らせ<New!!> 

 平成 24 年 4 月 1日以降適用される予定の食品中の放射性物質の新基準では、 

一般の加工食品については 100Bq/kg と従来の 1/5 の値となっております。 

 このことに伴い福島県ハイテクプラザ（郡山市）では、測定器の点検 

や測定条件の再設定を行いますので、平成 24 年 4 月 2日（月）～4日（水） 



の期間において加工食品と工業製品の放射線測定業務を一時休止いたします。 

 測定を希望されます皆様には、測定精度を維持するためご理解、ご協力を 

お願いいたします。なお、この期間中も予約受付は継続しております。 

 

○お問い合わせ 

 福島県ハイテクプラザ   

 Tel：024-959-1911（祝祭日を除く月曜日から金曜日） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【２】ハイテクプラザ職員のメールアドレス変更について<New!!> 

 

 平成 24 年 4 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す。 

 

 変更前 *****@pref.fukushima.jp 

 変更後 *****@pref.fukushima.lg.jp 

 

@pref.fukushima の後に lg が追加となります。 

 

○お問い合わせ先 

 企画管理科 

 電話: 024-959-1736 FAX: 024-959-1761 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【３】施設・設備使用料の免除の終了について＜New!!＞ 

 

東日本大震災に伴い実施してまいりました、ハイテクプラザ施設・設備 

使用料の免除措置は下記をもちまして終了いたしました。 

 

○免除終了年月日：平成２４年３月３１日（土） 

○対    象 ：ハイテクプラザで解放している全ての施設・設備に 

         かかる使用料 

 

平成２４年４月１日以降に施設・設備をご利用の場合は、通常の使用料 



がかかりますのでご注意ください。 

 

詳細はハイテクプラザホームページ 

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

をご覧ください。 

 

○お問い合わせ先 

 企画管理科  

 電話：024-959-1736 FAX: 024-959-1761 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【４】平成２４年度使用料・手数料の一部改正について＜NEW!!＞ 

 

 機器の新規導入および老朽化による廃棄等により平成２４年４月 1日に 

使用料・手数料が一部改正となりました。 

 

○新規料金設定機器 

使用料 

・オートグラフ用低荷重試験治具 ¥  310/h（福島県ハイテクプラザ） 

・熱衝撃試験機（TSA-72EL）    ¥1,380/h（福島県ハイテクプラザ） 

・走査型電子顕微鏡（S-3700N)  ¥7,860/h（福島県ハイテクプラザ） 

・Ｘ線応力測定装置（AutoMATE)  ¥6,020/h（福島県ハイテクプラザ） 

・オートマティックシノア（C-80) ¥  200/h（会津若松技術支援センター） 

 

●料金削除機器・試験名 

使用料 

・熱衝撃試験機(TSV-40ht)           （福島県ハイテクプラザ） 

・ICP 発光分光分析装置（JY238ULTRACE)（福島県ハイテクプラザ） 

・帯鋸盤(MS-450H)            (いわき技術支援センター） 

・湿式高速試料切断機(803CUD)      （いわき技術支援センター） 

・試料押込装置（SIMPLIMETⅡ)        （いわき技術支援センター） 

・動歪解析装置（DPM-612VB）       （いわき技術支援センター） 

・簡易型電子プローブエックス線マイクロアナライザ（いわき技術支援センター） 

 

手数料 



・電波試験 

 雑音電力試験又は端子雑音   （福島県ハイテクプラザ） 

 耐雑音試験又は電界許容度試験   (福島県ハイテクプラザ）                                

 

その他の使用料・手数料の詳細はハイテクプラザホームページ 

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

をご覧ください。 

 

○お問い合わせ先 

 企画管理科  

 電話：024-959-1736 FAX: 024-959-1761 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【５】「ＪＳＴ復興促進センター 事業説明会」のお知らせ <New!!> 

 独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ)では、東日本大震災からの 

復興を目的に、来月 1日に盛岡市、仙台市、郡山市で事務所を開設し、 

「復興促進プログラム」を実施いたします。 

 つきましては、下記の要領で事業説明会を開催いたしますので、 

是非ともご参加いただきますよう宜しくお願い申し上げます。 

 なお、仙台会場では、JST 復興促進センターの開所式を事業説明会と 

併せて行います。 

 

 

 ○郡山会場《事業説明会》 

 【日時】 平成 24 年 4 月 16 日（月）14:30～16:00 

 【会場】 福島県ハイテクプラザ 多目的ホール 

 【参加費】 無料（事前申込み） 

 【申込方法】 下記、お申込み先のＨＰに従い、平成 24 年 4 月 13 日（金）正午 

          までにお知らせください。 

 

 ○仙台会場《開所式・事業説明会》 

 【日時】 平成 24 年 4 月 9日（月）14:00～17:00（交流会 17:15～18:30） 

 【会場】 仙台市情報・産業プラザ 多目的ホール 

        （宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1 AER 5 階） 

 【参加費】 無料（事前申込み、ただし、交流会は 3,000 円） 



 【申込方法】 下記、お申込み先のＨＰに従い、平成 24 年 4 月 4日（水）正午 

         までにお知らせください。 

 

 ＜お申込み・お問合せ先＞ 

   ＪＳＴイノベーション推進本部 震災復興支援準備室 新田、大竹 

    ＴＥＬ 022-719-5970 FAX 022-719-5756 

      ＵＲＬ http://www.jst.go.jp/fukkou/news/e_120327_01.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【６】［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 

行っています。 

  

 ・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。 

 秘密厳守で対応します。 

 

○お問い合わせ先  

 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） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



 

【７】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 

   ４月１７日（火） 

   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/ ） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【８】「知的財産権戦略的活用ガイドブック」配布のお知らせ 

 

 一般社団法人福島県発明協会では、特許、実用新案、意匠、商標の産 

業財産権を中心とした、発明奨励事業、発明啓発事業を推進しており、 

また、「知財総合支援窓口」を開設し、窓口支援担当者を３名配置して、 

知的財産権に関する様々な相談等に無料で対応しております。 

 一方、県内の各機関・団体等においても、中小企業等を対象にした様々 

な相談や支援が行なわれており、知的財産権に関する支援等も独自に実施 

されていることから、これらの情報を整理し、県内の知的財産権の活用に 

関するガイドブックを作成しました。 

 ３月中に県内各支援機関等へ配布を予定しておりますので、是非ご活用 

いただきますようお願い申し上げます。また、知財総合支援窓口及び福島 

県ハイテクプラザ内のパンフレットラックに常置いたしますので、ご自由 

にお持ちください。 

 

○お問い合わせ先 

 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） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【あとがき】 

 平成 24 年度がスタートしました。春は異動の季節ですが、 

本号をもちまして、ニュースフラッシュも発行担当が代わります。 

 

新担当となってからも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

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

「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は 

は、下記のホームページにありますので、ご利用ください。 

ハ イ テ ク プ ラ ザ Ｈ Ｐ ：

http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/information/backnumber.html 

まぐまぐＨＰ：http://archive.mag2.com/0001382352/index.html 

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

 

【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://www4.pref.fukushima.jp/hightech/ 

 

 ○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ていただき、無断転載、無断コピーなどはご 

  遠慮ください。 

 

◎ハイテクプラザ・ニュースフラッシュの配信停止はこちら 

⇒ http://archive.mag2.com/0001382352/index.html 

 

 


