
ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第 263 号 

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

                         平成 28年 3月 22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】福島県ハイテクプラザ Webページ広告募集について ＜New!!!＞ 

【2】福島の未来を担う開発型企業育成支援事業の御案内 ＜New!!!＞ 

【3】平成 28年度再生可能エネルギー実技指導の研修生募集について ＜New!!!＞ 

 

**** 各種事業等の御案内 ********************** 

 

【4】災害対応ロボット等研究開発成果発表会の御案内  

【5】第 97回(平成 28年度第 1次)新技術開発助成の御案内 

 

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

 

【6】知財総合支援窓口の御案内 

 

◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【1】福島県ハイテクプラザ Webページ広告募集について ＜New!!!＞ 

 

 ハイテクプラザでは、Webページにおけるバナー広告の募集を以下の 

通り行います。 

 

(1) 広告媒体  

     福島県ハイテクプラザ Webページ 



     http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/index-pc.html 

    (アクセス数 : 約 13,000件/月(トップページ)) 

 

(2) 広告の規格等 

   ・規格       縦 60ピクセル×横 120 ピクセル 

   ・形式       GIF(アニメーション不可)又は JPEG 

   ・データ容量 8KB 以下 

 

(3) 広告の掲載位置、掲載方法及び枠数 

   ・広告の位置及び掲載方法 Webページ内各ページの右上部 

   ・枠数                   3枠 

 

(4) 広告掲載の期間 

   平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで 

   ただし、1ヶ月単位の申込も可とする。 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/news/news-157.html 

 

○ 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】福島の未来を担う開発型企業育成支援事業の御案内 ＜New!!!＞ 

 

 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。 

 平成 28年度も無料で次の事業を行う予定ですので、是非御活用くだ 

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、ハイテクプラザ 

 が企業の方と共に短期間で解決し、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 

  技術課題を抱える企業の皆様に対し、ハイテクプラザ職員を一定 

 の期間派遣し、課題解決と新たな対策等に伴う技術者育成を行いま 

 す。 

  また、ハイテクプラザで対応困難な要請に対しても支援を行える 

 よう、支援アドバイザー(学識経験者の方々など)を派遣し、企業の 

 皆様を支援いたします。 

 

 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 

 

 この他に、企業にハイテクプラザ職員が訪問し、状況調査や技術的 

助言、他の支援施策への橋渡し等を行って参ります。訪問の受入及び 

御活用をよろしくお願いいたします。 

 

○ 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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【3】平成 28年度再生可能エネルギー実技指導の研修生募集について ＜New!!!＞ 

 

 ハイテクプラザでは、再生可能エネルギー関連産業の集積・育成に 

向けて県内企業における技術開発や製品開発の取組みを支援するため、 

広く活用が見込まれる当所保有技術を実技指導を通して移転いたしま 

す。 

 

 平成 28年度も研修生の募集を行う予定ですので、是非御活用くださ 

い。(4月 1日(金)開始予定。) 

 詳しくはハイテクプラザ企画連携部産学連携科までお問い合せくだ 

さい。  

 

 なお、詳細が決まり次第下記ホームページで御案内いたします。 



 http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/index-pc.html 

 

○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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【4】災害対応ロボット等研究開発成果発表会の御案内 

 

 福島県では、イノベーション･コースト構想と連携のもと、ロボット 

関連産業の振興・集積を目指し、ネットワークの形成から研究開発支援、 

販路開拓まで一体的な取組を行っております。 

 この度、平成 27年度に実施した災害対応ロボット開発の「災害対応ロ 

ボット産業集積支援事業」及びロボット要素技術開発の「ロボット関連 

産業基盤強化事業」の合同成果発表会を下記のとおり開催いたします。 

 是非御参加ください。 

 

(1) 日 時  平成 28年 3月 23日(水) 10:00～16:00 

 

(2) 場 所  ビックパレットふくしま コンベンションホール A 

 

(3) 内 容  ①災害対応ロボット産業集積支援事業成果発表 

        ②ロボット関連産業基盤強化事業成果発表 

        ③平成 28年度ロボット関連事業紹介 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/saigairobot-seikahaltupyou.html 

 

○ お問い合せ先 

  福島県 商工労働部 産業創出課 

  TEL: 024-521-7283  FAX: 024-521-7932 
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【5】第 97回(平成 28年度第 1次)新技術開発助成の御案内 



 

 (公財)新技術開発財団では、「独創的な新技術の実用化」をねらい 

とし、基本原理の確認が終了(研究段階終了)した後の実用化を目的に 

した開発試作を対象に、下記のとおり助成を公募しております。 

 

(1) 応募受付期間 平成 28年 4月 1日～4月 20日 

 

(2) 助成対象   開発試作に必要な経費 

 

(3) 助成率    試作費合計額の 2/3 以下 

 

(4) 助成上限   2,000 万円 

 

(5) 助成期間   1年間(平成 28年度) 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 

http://www.sgkz.or.jp/download/newtech/download.html?sscl=ZD_top_now_newtech 

 

○ 申込・お問い合せ先 

  (公財)新技術開発財団  

  TEL: 03-3775-2021 FAX: 03-3775-2020 

  E-mail: zaidan-mado@sgkz.or.jp 
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【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 ☆ ☆ 

  

 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 
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【あとがき】 

 先週から桜の便りを少しずつ耳にするようになりました。梅の花も 

散り始め、いよいよ桜の季節がやってきたように感じられます。 

 さて、ハイテクプラザでは新年度より研究会の再編を行い、技術セ 

ミナーを中心とした「福島県製造技術高度化研究会」と、新分野参入 

支援を中心とした「福島県航空・宇宙産業技術研究会」及び「福島県 

廃炉・除染ロボット技術研究会」の 3研究会で運営していくこととな 

りました。4月以降に合同研究会を開催し、具体的活動内容等を御説 

明する予定です。研究会への参加も随時募集しておりますので、よろ 

しくお願いいたします。 

 次号は 4月 4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/ 


