
ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第 307号 

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

                          平成 30年 1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  ◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇ 

  

 *** 新着及びイチオシ情報 ************************* 

 

【◆ハイテクプラザ】 

 

1. 電波暗室改修工事及びシステム更新の状況について <vol.2> 

2. 電波暗室改修記念 EMC技術セミナー及び見学会の御案内 <New!!> 

 「地域ものづくりに活かす！新規格 CISPR32と最新 EMCシステム」 

 

【◇各機関】 

 

3. ハイテクプラザ出展事業 

  ふくしまものづくり企業交流会の御案内 <New!!> 

4. 原料原産地表示制度  

  事業者向けマニュアルの活用に関するセミナーの御案内 <New!!> 

 

 *** 各種御案内 *********************************** 

 

5. ◆再生可能エネルギー関連技術指導事業 実技指導の受講者募集  

6. ◆新製品・新技術開発促進事業の御案内  

7. ◆ハイテクプラザ Webページ広告募集  

8. ◇知財総合支援窓口の御案内 

 

◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇ 
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1. 電波暗室改修工事及びシステム更新の状況について <vol.2> 

 

 今回の電波暗室改修工事では、工事終了後に次の特性試験を実施し 

ております。これまで同様、すべての試験で基準値をクリアしており、 

電波暗室としての電気的特性を維持していることを確認しております。 



 

＜特性試験結果＞ 

・サイトアッテネーション特性（30MHz～1GHz） 「合格」 

 ※規格：ANSI C63.4(2014)、基準値：±4.0dB以内 

・Site-VSWR特性（1GHz～18GHz） 「合格」 

 ※規格：CISPR16-1-4 Ed.3.1(2012)、基準値：6.0dB以内 

・電界均一性特性（80MHz～4GHz） 「合格」 

 ※規格：IEC61000-4-3、基準値：6.0dB以内 

 

○ お問合せ先 

  福島県ハイテクプラザ 技術開発部 生産・加工科 

  TEL: 024-959-1738  FAX: 024-959-1761 
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2. 電波暗室改修記念 EMC技術セミナー及び見学会の御案内 <New!!> 

 「地域ものづくりに活かす！新規格 CISPR32と最新 EMCシステム」 

 

 電波暗室の改修工事が完了し、来年度の貸出再開を前に、EMC技術 

セミナー及び見学会を開催いたします。 

 メーカーから講師を招き、更新機器・システムの機能や拡張方法に 

加え、新規格 CISPR32の解説及び新規導入した機器「ノイズスキャナ」 

の EMC対策への活用方法を紹介します。見学会ではデモンストレーショ 

ンを行いながら、更新概要を紹介し、今後の御利用について説明いた 

しますので、奮って御参加ください。 

 

（1）日 時 平成 30年 2月 23日(金) 13:15～16:30 

 

（2）会 場 ハイテクプラザ 3階会議室（郡山市待池台 1-12） 

 

（3）定 員 30名 ※定員になり次第締め切ります。 

 

（4）申 込 以下 Webページ、開催案内に必要事項を記入の上 FAXす 

       るか、同内容を E-mailにより送付してください。 

        【締切：平成 30年 2月 21日】 

 

 ※詳細は以下 Webページを御覧ください。 

  http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/news/news-235.html 

 

○お問合せ先 



 福島県ハイテクプラザ 生産・加工科 （担当：太田、塚本） 

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

 E-mail: hightech-seisan@pref.fukushima.lg.jp 
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3. ハイテクプラザ出展事業 

  ふくしまものづくり企業交流会の御案内 <New!!> 

  

 ものづくり企業における企業間及び産学連携の推進と、新規取引の 

拡大やビジネスの創出を図ることを目的に標記交流会を開催します。 

 

（1）日 時 平成 30年 1月 30日(火) 13:30～17:00 

 

（2）会 場 コラッセふくしま 4階多目的ホール 

      （福島市三河南町 1-20） 

 

（3）内 容 特別講演 1 「チャンスを生かす戦略」  13:40～14:40   

                   東北経済産業局 地域経済部長 蘆田 和也 氏  

             特別講演 2 「補助金活用術」          14:40～15:10   

   東成エレクトロビーム株式会社 代表取締役社長 上野 邦香 氏  

ものづくり企業・大学・支援機関パネル展示&情報交換 15:20～16:50   

                                知財総合支援窓口 15:20～16:50   

 

（4）申 込 講演を聴講希望の方は、以下 Webページから参加申込書 

        を入手し送付するか、電話でお問い合わせください。 

        【締切：平成 30年 1月 26日（金）】 

 ※詳細は以下 Webページを御覧ください。 

  

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/plaza-sangaku/shigoto/sangyo/sangyoshinko/1712

2202.html 

 

○お問合せ先 

 福島市商工観光部産業創出推進室 

 福島市三河南町 1-20コラッセふくしま 2階産業交流プラザ内 

 TEL:024-525-4022 FAX:024-536-2819 

 E-mail: hightech-seisan@pref.fukushima.lg.jp 
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4. 原料原産地表示制度  



  事業者向けマニュアルの活用に関するセミナーの御案内 <New!!> 

 

 平成 29年 9月 1日に加工食品の原料原産地に係る食品表示基準の一部 

が改正され、全ての加工食品（輸入品を除く）の重量割合上位１位の 

原材料について原料原産地の表示が必要となりました。 

 農林水産省では、食品事業者における新制度への対応方法を示すマ 

ニュアルを作成し、そのマニュアルの内容を解説するセミナーを全国 

で開催することとしており、東北地域では平成 30年 2月 21日に仙台市 

で開催しますのでお知らせします。 

 

（1）日 時 平成 30年 2月 21日 13:30～16:00  

 

 (2) 場 所 仙台国際センター 大ホール 

      （仙台市青葉区青葉山） 

 

 (3) 主 催 農林水産省 

 

 (4) 申込方法 

      株式会社インターリスク総研 Webページ 

         http://www.irric.co.jp/event/180125/index.php 

        の「申込登録」から 2月 19日までお申し込みください。 

    （定員 550名 先着順となります。） 

 

○ お問合せ先 

  株式会社インターリスク総研  （担当：人見・佐藤) 

  TEL:03-5296-8912 
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5. 再生可能エネルギー関連技術指導事業 実技指導の受講者募集 

 

 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、当所保有技術の中か 

ら広く活用が見込まれる技術を、実技指導をとおして移転いたします。 

 つきましては、以下により受講者を募集しますので、是非ご活用く 

ださいますようご案内いたします。 

  

(1) テーマ及び実施場所 

 ・ 太陽電池シリコンウェハーの微細加工技術（郡山） 

 ・ 工業製品の形状・寸法測定技術（郡山、いわき）  



 の他 7テーマ 

 

(2) 実施日数  1テーマあたり 1～3日程度 

(3) 費用負担  無料 

(4) 申込受付  随時 

(5) その他   実績は公表する場合があります。公表を希望し 

        ない場合には、あらかじめお申し出ください。 

 

 詳しくは以下の Webページを御覧ください。 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/news/news-209.html 

 

○ お問合せ先 

  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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6. 新製品・新技術開発促進事業の御案内 

 

 ハイテクプラザでは、県内ものづくり企業を下請け型から開発・提 

案型企業へ転換することにより、自社製品や新技術の創出を図るため、 

製造現場の技術課題解決に向けて、様々な支援事業を用意しておりま 

す。 

 平成 29年度において、無料で次の事業を行いますので、是非御活用 

ください。 

 

● 開発支援事業 

   開発・提案型を目指す企業のため、企業が直面している技術的 

 な課題をハイテクプラザが代わりに解決し、その成果を速やかに技 

 術移転することで、企業の製品開発を支援する事業です。 

 

● 現場支援事業 

   開発・提案型を目指す企業のため、技術的な課題を抱える企業 

 の皆様に対し、一定期間、ハイテクプラザの職員等を製造現場に派 

 遣又はハイテクプラザに企業の従業者を受け入れて、新たな対策等 

 に伴う製造従業者の育成等の支援を行う事業です。 

   また、ハイテクプラザで対応困難な内容である場合は、支援ア 

 ドバイザー(学識経験者等)とともに企業の皆様を支援します。 

 

 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。 

 

 詳しくは以下の Webページを御覧ください。 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/project/project-07.html 

 

○ お問合せ先 

  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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7. ハイテクプラザ Webページ広告募集  

 

 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。 

 

● 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)) 

 

● 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 

 

● 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 

 

● 広告掲載の期間 

  平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで 

  ただし、1ヶ月単位の申込も可とする。 

 

 ※詳細は以下の Webページを御覧ください。 

  http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/news/news-206.html 

 

○ お問合せ先 

  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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8. 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 ☆ ☆ 

  

 (一社)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～)    

  

   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】 

 1月 30日にコラッセふくしまで開催する、「ふくしまものづくり企 

業交流会」にハイテクプラザもパネル展示として出展致します。興味 

のある方は、是非お越しください。   

 次号の配信については 2月 5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・お問合せ先】 

 〒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 

  E-mail: hightech-newsflash@pref.fukushima.lg.jp 

 HP: http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/ 


