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【1】「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア 2013」 

(REIFふくしま 2013)」出展者募集中!<NEW!!> 

 福島県と県産業振興センターは、11月 6日(水)、7 日(木)に郡山市の 

ビッグパレットふくしまにて、再生可能エネルギー関連産業の展示会を 

開催いたします。 

 この展示会では、再生可能エネルギー関連産業の集積・育成に向けて、 

関連産業でビジネスに取り組まれる企業・団体の皆様に技術・情報の 

発信及び商談・交流の場を提供します。 

現在、県内外企業の皆様に広く出展を募集しております。 



 

<<開催概要>> 

○主 催 福島県、（公財）福島県産業振興センター 

○日 時 平成 25年 11月 6日(水)、7日(木) 午前 10時～午後 5時 

○会 場 ビッグパレットふくしま(郡山市南 2丁目 52番地) 

○内 容 展示会(220小間)、セミナー、ものづくり取引商談会、 

     出展者交流会 

○対 象  ・再生可能エネルギー・省エネルギー産業に係る企業 

     ・関連産業に参入・展開を目指す企業 

     ・研究開発を行う大学等研究機関・支援機関 

○申 込 以下のホームページをご覧ください。 

            http://reif-fukushima.jp 

○締 切 平成 25年 7月 26日(金) 

○問合せ (公財)福島県産業振興センター技術支援部 

            TEL:024-959-1961 

            FAX:024-959-0952 

      E-Mail:reif-fukushima@f-open.or.jp 

○参 考(昨年の実績) 

     開催日:平成 24年 11月 7日(水)、8日(木) 

          出展規模：134 団体・217小間 

     来場者数：4,149 人 

 

※「REIFふくしま 2013」は、当フェアの愛称です。 

  (REIF:Renewable Energy Industrial Fair) 
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【2】福島県地域産業復興支援アドバイザー 製品開発セミナー 

 

 東北大学の堀切川一男教授は、「仙台市地域連携フェロー」として 

次々と新製品の開発・事業化の成果を生み出しており、その産学官 

連携による支援は「仙台堀切川モデル」と呼ばれ全国的にも広く 

周知されております。 

 中小企業との開発・事業化事例は、なんと 60件以上に上ります！ 

 その堀切川教授に今年度から本県の「福島県地域産業復興支援 

アドバイザー」に就任していただき、 県内企業の商品開発等を 



支援していただくこととなりました。 

 つきましては、企業等のみなさま方に、堀切川教授の支援の在り方、 

考え方などを知っていただきたく、この度、浜・中・会津の 3方部で 

「製品開発セミナー」を開催することとなりました。 

 少しでも興味がございましたらこの機会にぜひご参加ください。 

 

1 セミナー名 福島県地域産業復興支援アドバイザー製品開発セミナー 

 

2 日時・場所 

 会津若松会場 

   日 時 平成 25年 6月 27日(木)15:00～17:00 

   場 所 会津大学(中講義室 M10) 

       ※会津若松市一箕町大字鶴賀上居合 90 TEL 0242-37-2500 

   その他 交流会(名刺交換会) 17:00-17:40 

   地 図 http://www.u-aizu.ac.jp/access.html 

 

3 定 員 80名 

 

4 参加費 無料 

 

5 申込方法 

  下記案内チラシ裏面の「参加申込書」に必要事項を記入し、 

  各会場の申込締め切りまでに郵送・FAXでお申し込みください。 

  http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/seihin_kaihatsu_seminar.pdf 

 

6 申込期限 各会場の申込期限は次のとおり 

  会津若松会場 6 月 24 日(月)まで 

 

7 送付先、お問い合わせ 

  福島県商工労働部産業創出課 

  〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2番 16号 

  TEL 024-521-7283 FAX 024-521-7932 

 

8 ホームページ 

  

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_



DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=35411 
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【3】保有特許のご紹介「着用快適性に優れた防刃用衣料素材の開発」 

   <NEW!!> 

 

発明の名称 「防護用繊維素材及びその製造方法」 

特許番号  特願 2013-64050 

権利者   福島県 

 

【概要】従来の防刃素材は、危険回避のみに重点が置かれ、着用時の 

快適性に配慮がされておらず、重く分厚い防刃衣料を長時間着用し 

続けることは困難です。開発した防刃用衣料素材は、従来の織物、編物、 

不織布等の組織構成ではなく、高強力繊維に樹脂皮膜を形成した防刃用 

構成糸をメッシュ状に固着したことを特徴とします。従来品に比べ切り 

付け、突き刺しの性能を大きく損なうことなく、着用快適性（軽量性、 

柔軟性、通気性）に優れており、製造面では従来の編織工程を割愛できる 

メリットがあります。 

 

【目標とする最終製品】 

・一般用防護衣料用途（暴漢、防蜂刺、通勤、通学） 

・労働安全用途（林業、鉄鋼、ガラス） 

・災害対策用途（シート、テント、ボート、頭巾等） 

・スポーツレジャー（マリンスーツ、ライダースーツ等） 

 

詳細はホームページのハイテクプラザ保有特許集に掲載しています。 

http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/property/property-01.html 

 

○お問い合わせ先 

 ハイテクプラザ産学連携科(担当:高橋亮) 

 TEL:024-959-1741 FAX:024-959-1761 
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【4】ものづくり復興支援事業のご案内 



 

 福島県ハイテクプラザでは、東日本大震災により深刻な被害を 

受けている県内企業等の復興を図るため、製造現場の技術課題解決に 

向け、様々な支援事業を用意しております。 

 原則無料で次の事業を行っておりますので、是非ご活用ください。 

 

(1)技術開発事業 

 企業の皆様が直面している技術的課題について、代わりにハイテク 

プラザが短期間で解決し、その成果を速やかに移転することで、製品 

開発を支援するものです。 

 

(2)現場支援事業 

 工場復旧や新たな対策等に伴い、技術者の育成が必要となる企業等 

の皆様に対し、ハイテクプラザ職員を一定の期間、派遣するものです。 

 また、ハイテクプラザで対応困難な要請に対しても、ある程度の 

支援を行えるよう、支援アドバイザー(学識経験者の方々など)を 

派遣する仕組みもあります。 

 

詳細は、近日中にハイテクプラザのホームページに掲載予定です。 

申し込み手続き方法等は、下記までお問い合わせください。 

 

○お問い合わせ先 

 ハイテクプラザ産学連携科(担当:遠藤) 

 TEL:024-959-1741 FAX:024-959-1761 
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【5】オシロスコープ入門主催<NEW!!> 

 

 電気信号の観測にオシロスコープは欠かせない計測器です。しかし、 

実際の測定場面において、「見たい波形を的確に捉え、正しく測定を 

行う」ことは、意外に難しいものです。そこで本セミナーでは、オシロ 

スコープを実際に操作しながら、測定原理や基本的な操作方法を習得し、 

オシロスコープを用いた正しい測定が行えるようになることを目指し 

ます。（2名で 1 台のオシロスコープを操作します。） 

 



○主な内容 

    オシロスコープとは 

    オシロスコープの基本的な使い方(垂直軸、水平軸、トリガ) 

    アナログ性能(周波数帯域と立ち上がり時間) 

    デジタル性能(サンプリング・レート、メモリ長、デッド・タイム) 

    カーソル測定と自動測定 

    プローブの種類と使い方 

    オシロスコープ選定のポイント 

 

○日 時 平成 25年 7月 24日(水) 13:00～17:00 

○場 所 福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台 1-12）1階 研修室 

○受講料 3,000円(消費税含む) 

○講 師 アジレント・テクノロジー株式会社 

      アプリケーションエンジニアリング部 

      デジタルソリューショングループ 福本拓司 氏 

○定 員 16名 

○申 込 ホームページ掲載の申込書に必要事項を御記入の上、FAX 

     又は E-mailでお申し込みください。 

○ホームページ 

     http://fukushima-techno.com/training/2013/03/post-103.php 

○締 切 平成 25年 7月 12日(金) ※定員になり次第締め切ります。 

○申込先 (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) 

       TEL 024-959-1929 FAX 024-959-1889 

      E-mail f-tech@f-open.or.jp 
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【6】統合マネジメントシステムの進め方と最新情報<NEW!!> 

 

 ISO9001と ISO14001など、複数のマネジメントシステム規格を取得 

される企業も増加傾向にあります。これに伴いシステムを統合して 

運用し、審査を受ける企業も年々増えてきています。システムを統合 

することにより効果的で効率的運用が図られ、同時に審査費用などの 

負担軽減が期待できます。このセミナーは、システム統合の具体的な 

進め方について、企業の本業をベースに運用しやすい統合マネジメント 



システム(品質・環境)の考え方、進め方を実践的に学ぶセミナーです。 

さらに、2015年の規格改定について最新情報を提供します。 

 

○日 時 平成 25年 7月 3日(水) 13:30～16:30 

○場 所 福島県ハイテクプラザ(郡山市待池台 1-12) 1 階 研修室 

○講 師 一般財団法人 日本品質保証機構 

      ISO東北事務所 所長 千田守 氏 

○受講料 5,000円(消費税を含む)  

○定 員 30名 

○申 込 ホームページ掲載の申込書に必要事項を御記入の上、FAX 

     又は E-mailでお申し込みください。 

○ホームページ 

     http://fukushima-techno.com/training/2013/03/post-114.php 

○締 切 平成 25年 6月 21日(金) ※定員になり次第締め切ります。 

○申込先 (公財)福島県産業振興センター技術支援部 (担当:玉木) 

      〒963-0215 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 
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【7】平成 25 年度「ロボット介護機器開発・導入促進事業(開発補助 

   事業)」の交付先の第二次公募について<NEW!!> 

 

 経済産業省より、表記補助事業の公募が行われていますので、 

ご案内します。詳細は、下記ホームページをご覧ください。 

 

 http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k130530002.html 
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【8】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。 



 

 ・日程及び場所 

    

    [会津]   7 月 23日（火） 9:00～12:00 

          ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター 

    [福島]   9 月 10日（火） 9:00～12:00 

          ハイテクプラザ 福島技術支援センター 

    [いわき]  10月 15 日（火）13:00～16:00 

          ハイテクプラザ いわき技術支援センター  

 

 ・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・申込先 

 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） 

 

 電話：024-959-3351 

 FAX ：024-963-0264 

 e-mail:j3i-f@nifty.com 

 URL：http://www.fukushima-i.org/ 
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【9】［知財総合支援窓口］のご案内 

  

   ☆ ☆ 知的財産権に関する無料相談窓口 ☆ ☆ 

 

[移転のご案内] 

・当知財総合支援窓口（一般社団法人福島県発明協会）は、4月 1日 

 より下記へ移転いたしました。連絡先等に変更はございません。 

 

 移転先：福島県ハイテクプラザ 2F 技術開発室 5号室及び 6号室 

 

○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、知的財産権（特許、実用新案、意匠、商標、著作権など）に関 

する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。 



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。 

 （専門家を活用した相談・支援も無料で行っています） 

・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。 

・必要に応じて、訪問相談も行っております。 

 

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。 

お気軽に、知財総合支援窓口へご連絡ください。 

秘密厳守で対応いたします。 

 

 

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

 

○お問い合わせ先 

 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） 0570-82100 

 FAX ：024-963-0264 

 URL：http://www.fukushima-i.org/ 

 e-mail：上記 URLから各窓口担当のメールアドレスをご確認ください。 
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【10】H25年知的財産権制度説明会(初心者向け)の開催案内<NEW!!> 

 

さて、我が国が知的財産立国を宣言してから１０年余り、私たちの身の 

回りで特許や商標といった言葉を耳にする機会は格段に増え、知的財産 

が企業経営や研究開発において重要な役割を担うことは多くの方々の共 

通認識となっています。 

 

こうした中、これから特許や商標などの知的財産権を学びたい方を対象 



に初心者向けの説明会を開催いたします。 

 

本説明会では、特許・実用新案・意匠・商標制度の概要や手続の基本的 

な内容、知って得する知的財産関連の支援策について、特許庁職員が分 

かり易く説明いたします。 

 

参加費は無料で、参加者には特許庁作成のテキストを無料配布しており 

ますので、是非この機会にご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

【開催概要】 

 

 日時：平成 25年 9 月 19日（木） 13:30～17:00 

 定員：50名（事前申込制 定員になり次第締切） 

 会場：ビッグパレットふくしま（3F中会議室 B（南）） 

    郡山市南二丁目 52番地 

 

【申込】下記 URLからお申込みください。 

    http://www.jiii.or.jp/h25_shoshinsha/calendar.html 

 

【主催】特許庁・各経済産業局特許室 

【後援】福島県 

 

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

 

【問い合わせ先】 

 平成 25年度知的財産権制度説明会運営事務局 

 （一般社団法人発明推進協会） 

 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-9-14 

 電話：03-3502-5436  FAX：03-3504-1480 

 E-mail：h25_shoshinsha@jiii.or.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【あとがき】 

 都合により、発行が一日に遅れましたことをお詫びいたします。 

 最近、蒸し暑くなりつつありますが、東北地方はまだ梅雨入り宣言 

は出されていないようです。そういえば、例年より雨が少ないような 



気もします。このまま梅雨なしで、夏になるんでしょうかね。じめじ 

めしたのが嫌いなので、個人的には大歓迎なんですが。 

 それから、まだ公式発表ではありませんが、ハイテクプラザでは、 

8月 2日に研究成果発表会を予定しています。詳細はおってご案内しま 

すので、ご参加をご予定ください。 

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

「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 HP: 

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産学連携科 

TEL:024-959-1741 

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 


