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                  平成 27年 3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、県内企業等の皆様へ当所および関係機関が実施する各種事業等に 

ついて御案内するメールマガジンです。 
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【1】福島の未来を担う開発型企業育成支援事業 

     「3Dプリンタの現状と今後の可能性について」セミナーの御案内 

 

 当所では、県内企業のものづくり技術のサポートをするために、本 

年度、樹脂用インクジェット式 3Dプリンタと 3次元 CADなどの機器を導 

入いたしました。 

 今回のセミナーでは、 3D プリンタの今後の可能性や展望、熱溶解積 

層式３Dプリンタの紹介、 3Dプリンタものづくり研究会の活動につい 

ての説明を下記により開催いたしますので、ふるって御参加ください。 

 

 

(1) 日 時  平成 27年 3月 20日(金) 13:30～16:00 

 

(2) 場 所  福島県ハイテクプラザ 3階会議室 (郡山市待池台 1-12) 

 

(3) 内 容  講演「3Dプリンタの可能性と課題」 

            (独)産業技術総合研究所 先端製造プロセス研究部門 

                   基礎的加工研究グループ グループ長 岡根利光 氏 

 

              講演「3Dプリンタの現状と動向」 

           (株)スリーディー・システムズ・ジャパン  

          3Dプリンター事業部 マネージャー 春日寿利 氏 

 



              紹介「熱溶解積層式 3Dプリンタの紹介、3Dプリンタ 

                    ものづくり研究会の活動について」 

           ハイテクプラザ 生産・加工科 専門研究員 緑川祐二 

 

(4) 定 員  30名 

 

(5) 参加費   無料 

 

(6) 申込方法  ハイテクプラザホームページに掲載する開催案内・申 

       込書に必要事項を御記入の上、FAXまたは各項目を 

       e-mailでお送りください。なお、e-mailのタイトルは 

       「3Dプリンタセミナ申込」として下さい。 

 

(7) 申込締切 平成 27年 3月 17日(火) 

 

 詳しくは、以下のサイトを御覧ください。 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/news/news-118.html 

 

○ お申し込み・お問い合わせ先 

  ハイテクプラザ技術開発部 生産・加工科 (担当:緑川) 

  TEL: 024-959-1738    FAX: 024-959-1761    

  E-mail: midorikawa_yuuji_01@pref.fukushima.lg.jp  
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【2】ものづくり・商業・サービス革新補助金の 1次公募の御案内 

 

 東北経済産業局では、国内外のニーズに対応したサービスやものづ 

くりの新事業を創出するため、認定支援機関等と連携して、革新的な 

設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援する「もの 

づくり・商業・サービス革新補助金」の公募をいたします。 

 

 詳しくはこちらを御覧ください 

 http://www.chuokai-fukushima.or.jp/monozukuri/h26koubo01.html 

 

○ 公募期間 

  平成 27年 2月 13日(金) ～ 5月 8日(金) 

 

○ 申請書受付先・お問い合わせ先 

  福島県地域事務局 福島県中小企業団体中央会 

  TEL: 024-529-7603 
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【3】JST復興促進プログラム 成果発表・展示会 

  「未来を創る東北の力－科学技術の英知・絆の成果－」の御案内 



 

  JST復興促進センターでは、平成 23年 3月 11日の東日本大震災の発生 

を受けて、被災地企業と学との産学連携を支援する復興促進プログラ 

ムを実施し、イノベーションによる被災地の復興を支援してきました。 

 今回は、JST復興促進センターが支援する企業から 60社の研究開発 

成果を広く全国の皆さまに御紹介するとともに、マーケットへのアピ 

ール、BtoBマッチングの場として成果発表・展示会を開催します。 

  会場では、支援企業 60社によるショートプレゼンや成果物の展示会 

を行ない、支援企業の研究開発成果を分かりやすく御紹介します。会 

場には、商談用ブースもご用意しております。 

 新製品の発掘や製品開発・改良に御関心をお寄せの方は是非御参加 

下さい。 

 

(1) 開催日時    平成 27年 3月 24日(火) 12:00～18:00 

 

(2) 会    場    コクヨホール (東京都港区港南 1丁目 8番 35号) 

 

(3) 参 加 費    無料 (要事前申込) 

  

 内容詳細及び申込方法については、以下のサイトを御覧ください。 

 http://www.jst.go.jp/fukkou/news/e_150209_01.html 

 

○ お問い合わせ先 

   独立行政法人科学技術振興機構 JST復興促進センター(担当:松澤、田原) 

  TEL: 022-395-5712 FAX: 022-395-5830 

  Email: fukkou@jst.go.jp 
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【4】「海外展開支援セミナー」の御案内 

    ～ 海外展開成功の秘訣と心得～  

 

  東北経済産業局では、海外展開に向けた意識の向上を図ることを目 

的として、中小企業等や各種支援機関等の関係者を対象に「海外展開 

支援セミナー」を福島県郡山市で開催します。 

  セミナーでは、海外展開の現状や成功の秘訣と留意点、また海外展 

開時の知財の活用やリスク管理等について事例を交えながら分かり易 

くお伝えします。 

  多くの皆様の御来場をお待ちしております. 

 

(1) 開催日    平成 27年 3月 18日(水) 13：30～16：30 

 

(2) 会 場    ビックパレットふくしま 小会議室 2･3 

              (郡山市南 2 丁目 52) 

 

(3) 定 員  50名 



 

(4) 内 容  「中小企業の海外展開プロセスと留意点」 

          コンサルビューション(株) 代表取締役 高原 彦二郎  氏 

        

             「中小企業の海外展開時の知的財産面での留意点」 

                (独)工業所有権情報・研修館 

                 海外知的財産プロデューサー 加茂 広  氏 

 

             「主催・後援機関等からの平成 27年度関連施策のご紹介・お知らせ」 

 

(5) 申込方法  事務局宛てに FAX又は以下のサイトから事前にお申し込み下さい。 

  

            ○ 東北経済産業局ホームページ 

              http://www.tohoku.meti.go.jp/2004_tokkyo/topics/150216.html 

  

             ○ 申込み専用サイト(事務局 HP: (株)ブレインワークス) 

              https://gw.bw-net.co.jp/bwg_file/bwg/tohoku2015031820.html 

  

○ お問い合わせ先  

  事務局  (株)ブレインワークス(担当:中嶋) 

       TEL: 03-5759-5066 FAX: 03-5759-5547 

   主催者 東北経済産業局 地域経済部 産業技術課 特許室  

       TEL: 022-223-9730  FAX: 022-262-5906  
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【5】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 

 

  今年度の弁理士による、知的財産権に関する無料の相談会は終了 

  いたしました。 

  

○ 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) 

  TEL: 024-959-3351  FAX: 024-963-0264 

  E-mail: j3i-f@nifty.com 

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

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【6】［知財総合支援窓口］の御案内 

 

   ☆ ☆ 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、窓口支援担当者(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。 

 

・ 窓口の開設時間: 8:30～17:15(土日祝日、年末年始を除く) 

・ 知財専門家相談(無料)を週 1回開催(原則水曜日: 13:00～) 

・ 弁護士相談(無料)を月 1 回開催(原則第三木曜日: 13:00～) 

 * 日程等は、ホームページを御確認ください。 

 

 秘密厳守で対応いたします。 

 お気軽に、知財総合支援窓口へ御連絡ください。 

 

○ 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) 

  電話: (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御確認ください。 
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【あとがき】 

 本号が本年度最後の配信となります。新年度も皆様にとって有益な 

情報をタイムリーに配信できるよう努めてまいりますので、引き続き 

宜しくお願い申し上げます。 

 次号の配信は 4月 6日を予定しております。 

 

【バックナンバー・配信停止等】 

・ 過去の配信内容は、以下の URLから御覧いただけます。 

  http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/information/backnumber.html 

・ 配信停止を希望される場合は、以下の宛先まで「解除希望」と記載 

   の上送信してください。 

  hightech-newsflash@pref.fukushima.lg.jp 

・ ハイテクプラザ・ニュースフラッシュの記事は、私的利用の範囲内 

   で御利用いただき、無断転載、無断コピーなどは御遠慮ください。 

 

【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://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/ 




