
ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第 331号 

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

                                           平成 31年 1月 21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及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  ◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇ 

 

 ★は「ハイテクプラザ」、☆は「各機関」のトピックです。 

 

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

 

1. ★「エックス線光電子分光装置活用セミナー」開催の御案内  

      <ｲﾁｵｼ!!> 

2. ☆「産学・地域連携セミナー」開催の御案内 <ｲﾁｵｼ!!> 

3. ☆「第 26回 地域を活かす科学技術政策研修会」開催の御案内 

      <New!!> 

 

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

 

4. ★ハイテクプラザ Web ページ広告募集の御案内 

5. ☆知財総合支援窓口の御案内 

 

 ************************************************************ 

 

 2月の配信日は、第 332号 2月 4日（月）、第 333号 2月 18日（月） 

となります。 

 

◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

1. 「エックス線光電子分光装置活用セミナー」開催の御案内 <ｲﾁｵｼ!!> 

 

 当所では県内企業のものづくり技術をサポートするために、本年度 

JKA 補助事業によりエックス線光電子分光装置（XPS）を導入しました。 

 XPSは nmオーダーの極表面の分析が可能な装置で、医療機器、半導体、 

材料、ナノテク等の各分野での研究開発や品質管理に利用することが 

可能です。 



 本セミナーでは、エックス線光電子分光の原理から、得られるデー 

タを理解するための基礎知識までを、各種表面分析法の特徴や違いと 

合わせて解説します。この機会に是非、御参加ください。 

 

(1) 日時  平成 31年 2月 14日（木） 13:30～16:30 

                 （講演のみ参加の方は 14:00から） 

 

(2) 場所  ハイテクプラザ 3階 会議室 

       

(3) 講師    サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 

      XPS担当マネージャー 齋藤健 氏 

 

(4) 内容   ○見学第 1部  13:30～14:00  ※希望者のみ 先着 10名    

            ○講演     14:00～16:00 

              ・各種表面分析手法について 

              ・XPSの基礎、スペクトルの原理・解析、各種測定法について 

              ・完全自動エックス線光電子分光装置 K-Alpha について 

            ○見学第 2部  16:00～16:30  ※希望者のみ 先着 10名 

 

(5) 参加費  無料 

 

(6) 定員  20名 

 

(7) 申込  以下の Web ページから「参加申込書」をダウンロードし、 

            必要事項を記入の上、E-mail または FAX でお申込みくだ 

            さい。 

 

(8) 締切  平成 31年 2月 8日（金） 

 

  ※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-266.html 

 

○ お申込み・お問合せ先 

   ハイテクプラザ 技術開発部工業材料科（担当: 高木、鈴木） 

   TEL: 024-959-1737 FAX: 024-959-1761 

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

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

2. 「産学・地域連携セミナー」開催の御案内 <ｲﾁｵｼ!!> 

 



  近年、人工知能（AI）やロボット等の新たな技術知識が我々の日常 

生活に浸透するにしたがい、産業界等の抱える技術課題も複雑かつ高 

度化し、従来以上に産学連携による課題解決が求められています。 

  そこで、大学や企業における取組を振返りながらイノベーション創 

出へのヒントを得るためのセミナーを下記により開催します。奮って、 

御参加ください。 

 

(1)  日時    平成 30年 2月 8日（金）  

                ・講演  14:30～17:00 

          ・交流会 17:30～19:00 

 

(2)  場所       郡山商工会議所会館 6階 中ホール A  

               （郡山市清水台 1-3-8） 

 

(3)  参加費     無料 

 

(4)  定員    100名 

 

(5)  申込       以下の Web ページから「参加申込書」をダウンロードし、 

                必要事項を記入の上、E-mail または FAX でお申込みくだ 

                さい。 

 

(6)  締切       平成 31年 1月 31日（木）まで 

 

(7)  主催・共催 【主催】 

                  産学連携学会東北・北関東支部 

                【共催】 

         福島大学地域創造支援センター、 

         ふくしま産学官連携コーディネータ会議 

 

  ※詳しくは以下の Web ページを御覧ください。 

    http://www.cera.fukushima-u.ac.jp/welcome/topix_show/141 

 

○ お申込み・お問合せ先 

   福島大学地域創造支援センター 

   〒960-1296 福島市金谷川 1番地 

   TEL: 024-548-8012   FAX: 024-548-5209 

   E-mail: ura@ipc.fukushima-u.ac.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



3. 「第 26回 地域を活かす科学技術政策研修会」開催の御案内 <New!!> 

 

 公益財団法人全日本地域研究交流協会では、2月 4～5日に郡山市で、 

産学官による医療・医療機器の課題解決に向けたワークショップ・セ 

ミナーを開催します。皆様の御参加をお待ちしております。 

 

(1) 日時    平成 31年 2月 4日（月） 13:00～17:40 

             2月 5日（火）   9:00～15:00            

        

(2) 場所    ふくしま医療機器開発支援センター 

        （郡山市富田町字満水田 27-8） 

 

(3) 内容     ○2月 4日（月） 

          13:30～14:30 基調講演 

          14:30～17:40 講演『国の戦略と支援』 

         18:00～19:30 意見交換会（会費 3000円） 

         ○2月 5日（火） 

          9:00～15:00 ワークショップ・セミナー  

 

(4) 参加費    無料 ※意見交換会のみ会費 3000円かかります。 

 

(5) 定員    140名 

 

(6) 申込    以下の Webページからお申込みください。 

        https://jah.jp/jarec/index.cgi 

 

(7) 締切    平成 31年 1月 25日（金） 

        ※定員になり次第締め切ります。 

 

(8) 主催・共催 【主催】 

         公益財団法人全日本地域研究交流協会 

        【共催】 

         福島県（予定） 

         国立研究開発法人科学技術振興機構 

 

  ※詳しくは以下の Web ページを御覧ください。 

    https://jah.jp/jarec/pdf/JAREC_seminor_2019.2.4_2.5.pdf 

 

○ お申込み・お問合せ先 

   公益財団法人全日本地域研究交流協会（担当: 鈴木、中崎、栗原） 

  TEL: 03-3831-5911  



 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

4. ハイテクプラザ Web ページ広告募集の御案内 

 

 福島県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 

以下のとおり行います。是非、御活用ください。 

         

● 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 2,200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 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日まで 

  ただし、1か月単位の申込みも可。 

 

 ※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-240.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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

5. 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 13:15～) 

 

● 弁護士相談(無料)を月 2回開催 (原則第二・四木曜日 13:15～)    

  

  秘密厳守で対応いたします。 

  お気軽に御連絡ください。 

 

○ 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)  0570-082100 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【あとがき】 

  年明け以降、寒い日が続いています。ハイテクプラザのある待池台 

では、時折冷たく強い風が吹くことがあります。当所へお越しの方は、 

防寒対策はもちろんのこと、駐車場を御利用の際は車のドアの開閉に 

も十分お気をつけください。 

 次号の配信については、2月 4日（月）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/ 


