
ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第 260号 

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

                         平成 28年 2月 8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。 

 

◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆  トピックス  ◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇ 

 

****  新着情報 ＜New!!!＞  ******************** 

 

【1】医療機器等開発における、評価・試験機器利活用セミナーの御案内 ＜New!!!＞ 

【2】一日中小企業庁 inふくしま開催の御案内 ＜New!!!＞ 

【3】「再生可能エネルギー関連産業の成長を牽引する中核的専門人材 

   の養成」成果報告会開催の御案内 ＜New!!!＞ 

【4】福島県ものづくりフェアの御案内 ＜New!!!＞ 

【5】平成 27年度医療機器関連産業連携促進セミナーの御案内 ＜New!!!＞ 

 

**** ハイテクプラザより ********************** 

 

【6】平成 27年度ふくしま特許ビジネスセミナー開催の御案内 

【7】福島の未来を担う開発型企業育成支援事業の御案内 

 

**** セミナー等の御案内 ********************** 

 

【8】放射光施設産業利用セミナー開催の御案内 

 

**** 福島県発明協会より ********************** 

 

【9】ふくしま知的財産支援センターからのお知らせ 

【10】知財総合支援窓口の御案内 

 

◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇ 
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【1】医療機器等開発における、評価・試験機器利活用セミナーの御案内 ＜New!!!＞ 

 

 福島県、茨城県、群馬県、山梨県の 4県 5公設試では、相互に連携し、 



中小企業の技術開発支援等を通して医療機器関連分野への新規参入及 

び事業拡大を推進しています。 

 

◆連携する公設試験研究機関 

 【福島県ハイテクプラザ、茨城県工業技術センター、群馬県立産業技 

  術センター、山梨県工業技術センター、山梨県富士工業技術センター】 

 

◆主な支援 

 ・公設試保有機器の相互利用促進と技術開発支援 

 ・新規導入機器を活用した共同研究 

 ・医工連携情報等の提供 

 ・大学・研究機関・公設試等への橋渡し 

 

 本年度は、経済産業省の事業を活用して、3公設試へ新たに評価・試 

験機器を導入しました。企業の皆様に御活用頂くにあたり、導入した 

機器のスペックや用途等を御紹介するセミナーを開催いたしますので、 

是非御参加くださいますよう、御案内申しあげます。 

 

■山梨県「疲労・耐久試験機」紹介等セミナー 

 日時：平成 28年 2月 17 日(水) 13:30～16:30 

 会場：山梨県富士工業技術センター  (富士吉田市下吉田 6-16-2) 

 内容：疲労試験機器の活用方法 

 お問合先：機械電子部 阿部  (TEL：0555-22-2100) 

 詳細および参加お申込み： 

        http://www.pref.yamanashi.jp/kougyo-fj/training.html 

 

■群馬県「広域大段差対応白色干渉計」紹介等セミナー 

 日時：平成 28年 3月 8日(火)  13:30～16:10 

 会場：群馬産業技術センター  (群馬県前橋市亀里町 884-1） 

 内容：広域大段差対応白色干渉計による微細形状測定技術の最新動向と 

    三次元表面粗さの最新規格について ほか 

 お問合先：計測係 増田  (TEL：027-290-3030） 

 詳細および参加お申込み：(後日下記 HP上にアップします） 

     http://www.tec-lab.pref.gunma.jp/ 

 

■茨城県「チタン対応非破壊材料構造解析システム」紹介等セミナー 

 日時：平成 28年 3月 16 日(水)  13:30～16:30 

 会場：茨城県工業技術センター  (茨城県東茨城郡茨城町長岡 3781-1） 

 内容：X線残留応力測定の原理、各残留応力の測定方法、導入機器の紹介 

 お問合先：先端材料部門 早乙女  (TEL：029-293-7492） 



 詳細および参加お申込み：(後日下記 HP上にアップします） 

     http://www.kougise.pref.ibaraki.jp/ 

 

○ お問い合せ先 

    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 
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【2】一日中小企業庁 inふくしま開催の御案内 ＜New!!!＞ 

 

 「一日中小企業庁」は、経済産業省の担当者が各地を訪問して中小 

企業者の方々に最新の施策情報を説明するとともに、意見交換や交流 

の場も設けて今後の中小企業施策をより良いものにしていこうという 

イベントです。 

 中小企業者の方々はもちろん、中小企業施策に関心のある方はどな 

たでも参加できますので、是非この機会に御参加ください。 

 

(1) 日 時  平成 28年 2月 9日(火) 13:00～18:10 

 

(2) 会 場  ザ・セレクトン福島 (福島市太田町 13-73) 

 

(3) 定 員  200名 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://www.1day-smea.jp/fukushima/ 

 

○ 申込・お問い合せ先 

  福島県 商工労働部 商工総務課 

  TEL: 024-521-7270 
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【3】「再生可能エネルギー関連産業の成長を牽引する中核的専門人材 

   の養成」成果報告会開催の御案内 ＜New!!!＞ 

 

 福島大学では、平成 27年度文部科学省委託事業「再生可能エネルギ 

ー関連産業の成長を牽引する中核的専門人材の養成」成果報告会を下 

記により開催いたします。是非御参加ください。 

 



(1) 日  時  平成 28 年 2月 13日(土) 13:00～16:00 

 

(2) 会  場  ビックパレットふくしま 4階プレゼンテーションルーム 

 

(3) 申込締切  平成 28 年 2月 10日(水) 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://www.cera.fukushima-u.ac.jp/welcome/topix_show/116 

 

○ 申込・お問い合せ先 

  福島大学 再エネ中核人材養成プロジェクト事務局 (地域連携課内) 

  TEL: 024-548-8012 FAX: 024-548-5244 

   E-mail: f-core@adb.fukushima-u.ac.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【4】福島県ものづくりフェアの御案内 ＜New!!!＞ 

 

 福島県では、産学官連携による新商品開発支援事業の一環として、 

東北大学の堀切川教授をアドバイザーに迎え、県内企業の新商品開発 

の支援を行っています。今回は、本事業において開発された新商品の 

成果報告会を開催いたします。 

 多数の皆様の御参加をお待ちしております。 

 

(1) 日 時  平成 28年 2月 22日(月) 13:00～17:00   

                   2 月 23日(火)  10:00～17:00 

 

(2) 会 場  エスパル福島 5階 ネクストホール 

 

(3) 内 容  1日目 ・開発商品展示 

            ・基調講演 

             ①新商品開発における販路開拓について 

                      合同会社阿部マネジメントオフィス 阿部憲夫 氏 

                     ②早期復興を促す産学官連携スタイル 

                      東北大学大学院工学研究科 教授 堀切川一男 氏 

 

               2日目  ・開発商品展示・販売会 

            ・相談会(技術相談、販路開拓、知的財産) 

  

  詳しくはこちらを御覧ください。 



  http://fukuiro-kirari.jp/topics 

 

○ お問い合せ先 

    福島県 商工労働部 産業創出課 (担当:安齋) 

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

  E-mail: anzai_hiroki_02@pref.fukushima.lg.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【5】平成 27年度医療機器関連産業連携促進セミナーの御案内 ＜New!!!＞ 

 

 郡山市では、医療機器産業の最近の動向、平成 28年度開所予定の医 

療機器センターの概要と共に本市に誘致した医療機器関連企業の事業 

内容等を市内ものづくり企業へ紹介することで、医療機器等の開発・ 

製造について理解を深めてもらい、企業間連携を促進することを目的 

として標記セミナーを開催いたします。 

 

(1) 日 時  平成 28年 2月 22日(月) 13:30～17:00   

                

(2) 会 場  郡山ビューホテルアネックス 4階 花勝美 

 

(3) 内 容  ①基調講演 1  

         一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構 理事長 菊地眞氏 

        ②基調講演 2 

         CYBERDYNE(株) 営業部 部長 安永好宏氏 

        ③企業紹介 

         (株)田中医科器械製作所・(株)マイステック、 

         (株)ニチオン、(有)品川通信計装サービス 

  

  詳しくはこちらを御覧ください。 

  

http://www.city.koriyama.fukushima.jp/273500/sousyutu/20151225iryoukikikickoff.htm

l 

 

○ お問い合せ先 

    郡山市役所 産業観光部 産業創出課 産業創出係 

  TEL: 024-924-2271 FAX: 024-925-4225 

  E-mail: sangyousousyutu@city.koriyama.fukushima.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



 

【6】平成 27年度ふくしま特許ビジネスセミナー開催の御案内 

 

 ハイテクプラザでは、知的財産戦略を企業経営に活かしていただく 

ことを目的に、ふくしま特許ビジネスセミナーを開催します。今回は、 

「中小企業経営者のための知的財産戦略」、「メガソーラーリモート 

計測システムの開発」について外部講師の方々から御講演いただきま 

す。皆様の御参加をお待ちしております。 

 

(1) 日 時  平成 28年 2月 18日(木) 13:30～15:35 

 

(2) 会 場  ハイテクプラザ 多目的ホール (郡山市待池台 1-12) 

 

(3) 定 員  100名 

 

(4) 参加費  無料 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/news/news-149.html 

 

○ 申込・お問い合せ先 

  福島県ハイテクプラザ 企画連携部産学連携科 (担当:長尾) 

  TEL: 024-959-1741 FAX: 024-959-1761 

   E-mail: hightech-renkei@pref.fukushima.lg.jp 
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【7】福島の未来を担う開発型企業育成支援事業の御案内 

 

 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。是非御活用ください。 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/project/project-05.html 
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【8】放射光施設産業利用セミナー開催の御案内  

 



 東北放射光施設推進協議会では、「東北放射光施設構想」の実現に 

向けて、東北地方への放射光施設設置に向けた機運醸成や施設の利用 

について理解促進を図る活動に取り組んでいます。その一環として、 

下記セミナーを開催いたします。皆様の御参加をお待ちしております。 

 

(1) 日 時  平成 28年 2月 19日(金) 14:30～16:30 

 

(2) 会 場  ホテルメトロポリタン仙台 4階「千代」 

 

(3) 内 容  講演「放射光施設利用による産業振興」 

        

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/news.html 

  

○ 申込・お問い合せ先 

  東北放射光施設推進協議会事務局  

  TEL: 022-211-2721  FAX: 022-211-2729 

    E-mail: shinsanr@pref.miyagi.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【9】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。 

 予約制ですので、事前に下記へ御連絡をお願いします。 

 

 ・ 日程及び場所 

     2月 16日(火) 9:00～12:00  ハイテクプラザ 福島技術支援センター 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://homepage2.nifty.com/j3i-f_hatsu/pdf/h27_jyunkai_soudan.pdf 

          

○ お問い合せ・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/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



【10】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 ☆ ☆ 

  

 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)に関する県内 

唯一の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。 

 窓口支援担当者 3名が、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。是非御利用ください。 

 

・ 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 2回開催 (原則水曜日 13:00～) 

・ 弁護士相談(無料)を月 2 回開催 (原則第二・四木曜日 13:00～)    

  

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://homepage2.nifty.com/j3i-f_hatsu/pdf/h27_senmonka_soudan.pdf 

 

   秘密厳守で対応いたします。 

   お気軽に、下記へ御連絡ください。 

 

○ お問い合せ先 

  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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【あとがき】 

 真冬の寒さが続いています。インフルエンザ等も流行しているよう 

ですので、体調管理には十分にお気をつけください。 

 さて、来週 18日(木)は、ハイテクプラザが主催する特許ビジネスセ 

ミナーが開催されます。当日は、外部講師の方からの講演に加え、ポ 

スター及び製品の展示にて当所の知財支援事業紹介を行いますので、 

お越しの際には是非とも御覧ください。 

 次号は 2月 22日に配信する予定です。 

 

【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・お問い合わせ】 

 〒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/ 


