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【1】平成 26年 4月 1日付け使用料・手数料の改定について<NEW!!> 

 平成 26年 4月 1日の消費税増税等に伴い、施設・機器等の料金の改定 

を予定しております。 

 各料金につきましては、福島県ハイテクプラザホームページ上で、 

使用料・手数料パンフレット（予定版）として掲載しておりますので、 

ご確認いただきますようお願いいたします。 

 なお、正式には県議会終了後に確定することから、内容が変更とな 

ることがございますのであらかじめご了承ください。 



  

福島県ハイテクプラザホームページ 

 http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/news/news-79.html 

 

○お問合せ先 企画管理科 電話 024-959-1736 
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【2】三次元座標測定機（いわき）の使用開始について<NEW!!> 

 

 ハイテクプラザいわき技術支援センターの三次元座標測定機((株) 

ミツトヨ マイクロコード RV304)が、故障しておりましたが、修理を 

完了し、使用できるようになりましたので、ぜひご利用下さい。 

 

○お問合せ先 

  ハイテクプラザいわき技術支援センター 電話 0246-44-1475 
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【3】蛍光エックス線分析装置（いわき）の使用停止について 

 

 ハイテクプラザいわき技術支援センターの、蛍光エックス線分析装 

置（波長分散型、リガク製 ZSX100e）は、現在故障中のためご使用い 

ただけません。ご使用いただけるようになりましたら、ご案内いたし 

ますので、皆様にはご不便をおかけしますが、ご了承願います。 

 

○お問合せ先 

  ハイテクプラザいわき技術支援センター 電話 0246-44-1475 
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【4】山形大学有機エレクトロニクスイノベーションセンターとの 

   連携協定締結について<NEW!!> 

 

 福島県ハイテクプラザは、1月 28日付で山形大学有機エレクトロニ 

クスイノベーションセンター(INOEL)と連携協定を締結しましたので、 



お知らせします。 

 INOELでは、有機 EL、有機太陽電池、有機トランジスタなどの有機 

エレクトロニクス技術の研究開発を行っています。 

 本連携協定締結により、ハイテクプラザでは、これらの有機エレク 

トロニクスを活用した技術開発に取り組む福島県内企業への INOELに 

よる技術支援等、連携を図ってまいります。 

 

 参考 INOELの Webページ http://inoel.yz.yamagata-u.ac.jp/ 

 

○お問合せ先 

 ハイテクプラザ産学連携科 電話 024-959-1741 
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【5】ハイテクプラザ技術開発室 平成 26年度入居者募集中（残 1室） 

                            <NEW!!> 

 

 （公財）福島県産業振興センターでは、ハイテクプラザ内の技術開 

発室（38.4平方メートル）の入居者を募集しています。 

 ハイテクプラザと「産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研 

究所（平成 26年 4月開設）」は徒歩 5分の至近距離にあります。 

 平成 26年度の募集では、同新研究所と共同研究を予定している開発 

型企業の入居が続々と決定しています。  

 また、ハイテクプラザとの共同研究が行いやすい環境です。共同研 

究を行えば、ハイテクプラザの SEM・EDX、FR-IR、X 線 CT等最新設備の 

使用料の減免があります。 

 

 ご関心のある方は、是非下記あてお問い合わせください。 

 

○お問合わせ先 

 （公財）福島県産業振興センター技術支援部（テクノコム） 

  電話 024-959-1729 
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【6】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 

    [福島]    2月 18 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]   3月 11 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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【7】平成 26 年度東北地方発明表彰募集のお知らせ<NEW!!> 

 

○東北地方発明表彰とは 

  東北 6県に在籍する企業を対象に、実施されている優れた発明、 

 考案、意匠を生み出した技術者、研究開発者を顕彰するものです。 

 本表彰を通じて、自社の発明を社会にアピールする機会でもあり、 

 東北地方発明表彰を足掛かりに、全国発明表彰へ推薦される道も 

 開かれております。 

  また、平成 26年度は、福島県（郡山市）での開催でもあり、県 

 内企業からの多数のご応募を、お待ちしております。 

 

 ・応募締切：平成 26年 3月 31日（月） 

 ・提出先 ：一般社団法人福島県発明協会 

 ・応募方法 

  応募要領、申請書（調査表）は、下記 URLから確認及び、ダ 

  ウンロードください。 

  http://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/H26/chihatsu_boshuyoko.html 

 



○お問い合わせ・申込先 

 一般社団法人福島県発明協会 

  電話：024-959-3351 

  FAX ：024-963-0264 
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【8】［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 ☆ ☆ 

 

○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いたします。 

 （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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【9】産学官連携による新商品開発成果報告会のご案内<NEW!!> 

 

 県では、福島県地域産業復興支援アドバイザーの堀切川一男教授 

（東北大学）を中心に、今年度より進めて参りました地域企業の新商 

品開発等の取り組みについて、『成果報告会』を開催いたします。 

 商品開発に取り組んでいる企業様からの報告や、実際に商品（製品） 

を展示する交流会を行います。 

 自社の保有技術を活かした商品開発等に関心のある方は、ぜひこの 

機会に出席をお願いいたします。 

 

1 日時 平成 26年 2月 25日(火) 13:30-17:00 

 

2 場所 ホテル福島グリーンパレス 2階「瑞光西の間」 

 

3 定員 80名 

 

4 内容（詳細は別添チラシ参照） 

 (1)講演 弘進ゴム(株) ※第 5回ものづくり日本大賞受賞 

 (2)活動報告（堀切川教授） 

 (3)各企業様より報告（5社） 

   ・(有)タツミ工機 

   ・アイシーエレクトロニクス(株) 

   ・(合同)楽膳 

   ・日本オートマチックマシン(株) 

   ・(株)タカワ精密 

 (4)展示交流会 

   上記発表企業を含めた 10社程度の展示ブースを観覧の上、交流 

  会を行います。 

 

5 申し込み  

 下記の案内チラシ裏面の「参加申込書」に必要事項を記入し、トー 

タルサポート事業事務局まで FAXでお申し込みください。 

 

 http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/260225_flyer.pdf 



 

6 事務局 

 トータルサポート事業事務局（山川印刷所） 

 電話 024-593-2221 FAX 024-593-5455 
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【10】「福島県大町起業支援館」入居者募集のご案内<NEW!> 

 

 県では、産業支援サービス業として大きな成長が期待されるカスタ 

マーセンター業を入居対象とし、地元雇用の創出や県内産品の販売促 

進、県内への集客促進など、本県地域経済の活性化に資することを目 

的に福島県大町起業支援館を開設しております。 

 このたび、入居者を募集いたしますので、お知らせします。 

 

 1 募集を行う部屋 

  A室 115.59平方メートル 

  B室 106.70平方メートル 

  C室  45.85平方メートル 

  E室  35.80平方メートル 

 

 2 対象者 

  次に掲げる事項の全てを満たすことが必要です。 

 (1)中小企業者等であって、次のいずれかに該当する者のうち、本県 

  地域経済の活性化に資するものとして適当と認められるものであ 

  ること。 

 ア カスタマーセンター業に属する事業を営む又は営もうとする者 

 イ カスタマーセンター業に密接に関連する事業を営む又は営もう 

  とする者 

  (2)入居にあたっての会社の形態として、次のいずれかに該当する 

  こと。 

 ア 新たに会社を設立する場合であって、入居後、起業支援館内に 

  本店（個人の場合にあっては主たる事業所。以下同じ。）を置く 

  場合 

 イ 福島県内に本店を置く中小企業者等であって、入居後、起業支 

  援館内に本店又は支店を置く場合 



 ウ 福島県外に本店を置く中小企業者等（大企業の出資が５０％以 

  上の企業、大企業の連結対象企業、上場企業、株式公開企業及び 

  これらの実質グループ企業を除く。）であって、入居後、起業支 

  援館内に本店を置く場合 

  (3)入居開始希望日が、原則として募集締め切り日の翌々月から 2ヶ 

  月の間であること 

 

 3 募集期間 

  平成 26年 2 月 28 日(金)まで 

 

※ 詳しくは福島県大町起業支援館のホームページをご覧ください。 

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

 

 4 お申し込み・お問い合わせ先 

  福島県商工労働部産業創出課 

  〒960-8670福島県福島市杉妻町 2-16 

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

  E-mail: business@pref.fukushima.lg.jp 
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【11】「福島駅西口インキュベートルーム入居者募集」のお知らせ 

 

 福島県では、県内で新たに事業を開始しようとする方や事業の開始 

後間もない方を対象に、低廉な料金で施設を提供するとともに、専門 

の支援人材(インキュベーションマネージャー)を中心に、各種課題に 

対する一貫したサポート(相談対応、診断、情報提供等)を行うなど、 

ハード・ソフトの両面から支援を行うインキュベートルームを開設し 

ております。このたび、入居者を募集いたしますので、ぜひご利用く 

ださい。 

 

【募集する部屋】 

 共同利用室 A タイプ(約 6平方メートル) 3室 

 共同利用室 B タイプ(約 10平方メートル) 2室 

 個    室 E タイプ(約 41平方メートル)  1室 の計 6室です。 

 



【募集期間】平成 26年 1月 14日(火)～平成 26年 2 月 21日(金) 

 

※詳しくはこちらをご覧ください 

 http://incu.jp/20131225.html 

 

お申し込み・お問い合わせ先 

福島駅西口インキュベートルーム  担当 新城・佐々木 

TEL:024-525-4048 FAX:024-525-4069 

E-mail: shinjo@incu.jp 
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【12】特定ものづくり基盤技術高度化指針の改正について<NEW!!> 

 

 中小企業庁は、本日、中小ものづくり高度化法に基づく「特定もの 

づくり基盤技術」を 11技術に見直すとともに、「特定ものづくり基盤 

技術高度化指針」の内容を改訂しましたので、お知らせします。 

 詳細はこちらをご覧下さい。 

http://www.meti.go.jp/press/2013/02/20140210001/20140210001.html 

 

■今回の改正内容 

（1）「特定ものづくり基盤技術」の変更 

 特定ものづくり基盤技術を以下の 11技術に変更しました。 

 一  情報処理に係る技術 

 二  精密加工に係る技術 

 三  製造環境に係る技術 

 四  接合・実装に係る技術 

 五  立体造形に係る技術 

 六  表面処理に係る技術 

 七  機械制御に係る技術 

 八  複合・新機能材料に係る技術 

 九  材料製造プロセスに係る技術 

 十  バイオに係る技術 

 十一  測定計測に係る技術 

 

（2）「特定ものづくり基盤技術高度化指針」の改訂 



 変更後の特定ものづくり基盤技術（11技術）について、最新技術の 

動向を踏まえ、新たな高度化指針を策定した。 

 

■お問い合わせ先 

中小企業庁 創業・技術課 担当者：潮、野下、吉村 

電話：03-3501-1816 

 

東北経済産業局地域経済部情報・製造産業課 担当者：菅原、小林 

電話：022-221-4903 
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【あとがき】自転車で巡る隠れた名所（その 11） 

天栄村の県道 55号から少し東に入った釈迦堂川に河童淵があります。 

昔、領主の馬場八郎左エ門が、天栄村沖内の釈迦堂川を馬に乗って通 

り過ぎようとした時、川の途中で馬が歩みを止めたので馬の後部を見 

たところ、河童が尻尾につかまっていました。八郎左エ門は、太刀を 

抜いて手討ちにしようとしましたが、河童が詫びを入れたので、今後 

は悪さをせず水難から守るよう河童に誓わせ、偏平石にその旨を書か 

せて詫び証文としました（AT）。 

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

「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。 

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

の範囲内でご利用いただき、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 



⇒ hightech-newsflash@pref.fukushima.lg.jpあて、 

 件名に「解除希望」等と記載し送信 


