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うつくしまドットねっと通信

☆★
第２７３号<平成２６年９月１６日号>
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【公募】
◆福島県中小企業外国出願支援事業（助成金）募集のご案内
◇特許出願経費等助成事業（助成金）募集のご案内
◆「２０１４宮城・山形・福島合同商談会」参加受注企業を募集しています
◇平成２６年度 研究開発助成金（第２回）公募のご案内

【講演会・セミナー】
◆「平成２６年度 ISO１４００１内部監査員養成セミナー」のご案内
◇「断面観察の試料作製（切断・埋込・研磨・観察）セミナー」のご案内
◆「地域ブランド創成セミナー」のご案内～実践課題と知財の活かし方～
◇「知財経営ワークショップ」のご案内
～“出願・権利化”だけが知財活動じゃない！本当の“知財活動”
わかりやすく教えます～

────────────────────────────────────────
★☆ 福島県中小企業外国出願支援事業（助成金）募集のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県産業振興センターでは、福島県内の中小企業者等の皆様が、外国への特許等（特許、
実用新案、意匠、商標（冒認対策商標含む））を出願する際に係る費用の一部を助成する
ことで、外国への戦略的な産業財産権の活用を促進します。
【 募集期間 】平成２６年９月１日（月）～９月３０日（火）必着
【助成対象者】福島県内に事業所を有する中小企業者又はそのグループ
※申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願を行っており、
年度内に外国特許庁への出願を行う予定であることが必要です。
【 助 成 額 】交付決定後から平成２７年３月３１日までに、出願及び経費支払の事実が
認められた出願経費に対して、２分の１以内の助成を行います。
【１出願当たりの上限額】特許は上限１５０万円
実用新案、意匠、商標は上限６０万円
ただし、冒認対策商標の場合は上限３０万円
１企業当たりの上限額は３００万円
詳しくはこちらをご覧ください。
http://fukushima-techno.com/
お申し込み・お問い合わせ先
〒９６３－０２１５ 郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内）
公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部技術総務課
担当：齋藤 浩一
TEL：０２４－９５９－１９２９
FAX：０２４－９５９－１８８９
Email: f-tech@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 特許出願経費等助成事業（助成金）募集のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県産業振興センターでは、福島県内の中小企業者等の皆様が、国内において特許等
（特許、実用新案、意匠、商標）を出願する際に係る費用の一部を助成することで、技術
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の進歩及び新事業の早期創出を図ります。
【 募集期間 】平成２６年９月１日（月）～９月３０日（火）必着
【助成対象者】福島県内に事業所を有する中小企業者又はそのグループ
【 助 成 額 】平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日までに、出願及び経費支払の
事実が認められた出願経費に対して、２分の１以内の助成を行います。
助成額の上限は、特許の場合３０万円、それ以外の場合は１５万円です。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://fukushima-techno.com/
お申し込み・お問い合わせ先
〒９６３－０２１５ 郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内）
公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部技術総務課
担当：齋藤 浩一
TEL：０２４－９５９－１９２９
FAX：０２４－９５９－１８８９
Email: f-tech@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「２０１４宮城・山形・福島合同商談会」参加受注企業を募集しています ☆★
────────────────────────────────────────
この商談会は、東京ビッグサイトを会場に発注企業と宮城、山形、福島県内の中小企業
製造業者が一堂に会し商談や情報交換を行うために開催するものです。
ぜひ、ご参加いただき新規取引先の開拓や新たなパートナーづくりにご活用ください。
参加を希望される方は「参加申込書」をダウンロードし必要事項をご記入のうえ、エク
セル形式でメールにてお申込みください。（E-mail: s-saito@f-open.or.jp）
【 日
時 】：平成２６年１１月６日（木）１２：４５～１７：００
【 場
所 】：東京ビッグサイト（東京都江東区有明３－１１－１）
【 参 加 料 】：３，０００円/名（１社３名まで）
【募集企業数】：１５０社（福島県では５０社の募集となります。）
【 申込期限 】：平成２６年９月２４日（水）
（定員になり次第締め切りますので、お早めにお申込みください。）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/modules/invitation/article.php?storyid=548
お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター
担当：斎藤 哲
TEL：０２４－５２５－４０７７

企業支援部取引支援課

────────────────────────────────────────
★☆ 平成２６年度 研究開発助成金（第２回）公募のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
三菱UFJ技術育成財団は、技術指向型の中小企業の育成を通じて、我が国産業の発展並
びに中小企業の経営高度化に貢献することを目的とし、新商品、新技術の研究開発に対す
る助成事業を行っております。
また、平成２４年度より当財団の助成金交付をこれまでに受けた中小企業の更なる成長
をご支援するために株式保有事業を開始しております。
創業以降の成長に対応する形で助成金交付に加えて株主となることにより、従来以上に
長期的にご支援してまいります。
新規性に富み、意欲的なプロジェクトのご応募をお待ちしております。
◎助成金
【応募資格】
・原則として設立または創業後もしくは新規事業進出後５年以内の中小企業または個
人事業者。
・優れた新商品、新技術を自ら実施しようとする具体的計画（プロジェクト）を持っ
ている者。
【助成金額】
助成金として、次のいずれか少ない方の金額を交付いたします。
・１プロジェクトにつき３００万円以内。
・研究開発対象費用の１／２以下。
【応募期間】
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第２回目：平成２６年９月１日（月）～１０月３１日（金）
（最終日の当日消印のあるものまで有効です）
◎株式保有
【応募資格】
・当財団の助成金交付・債務保証を過去に受けた中小企業。
・当財団の助成金交付・債務保証を受けた際のプロジェクトによる新製品、新技術の
開発及び事業化により成長が見込める者。
【株式保有額】
１社につき５００万円以内。ただし、対象企業の議決権の過半数を超えない金額。
【応募期間】
随時受付けます。
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.mutech.or.jp/
お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人三菱UFJ技術育成財団
TEL：０３－５７３０－０３３８

────────────────────────────────────────
★☆ 「平成２６年度 ISO１４００１内部監査員養成セミナー」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
環境マネジメントシステムを始めとして、組織のマネジメントシステムの運用において、
内部監査の重要性が高まっています。どのように環境マネジメントシステムを構築し実践
すればよいのか。
また、規格が要求している内部監査の効果的実施について、事例研究と実施演習を交え
て解説します。
【日
【場
【講
【受
【定
【締

時】平成２６年１０月１６日（木）、１７日（金）、２３日（木）、２４日（金）
（４日間。いずれも９：３０～１６：３０まで）
所】福島県ハイテクプラザ １階研修室（郡山市）
師】三井ＩＳＯエコ技術士事務所 所長 三井 孝次郎 氏
講 料】２０，０００円（消費税を含む）
員】２４名
切】平成２６年１０月３日（金）（ただし、定員になり次第締め切ります。）

詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2014/04/140013.php
お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部（テクノ・コム）
担当：玉木
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail: seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「断面観察の試料作製（切断・埋込・研磨・観察）セミナー」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
材料や部品を解析する上で断面を観察することは重要なプロセスです。解析作業の試料
前処理として、正確に解析断面を作成する作業は様々なノウハウが必要になります。試料
前処理の一手法として、最も一般的に行われているのが機械的試料作製手法です。
セミナー内容は、１日目午前中は座学で試料作製の概要をつかんでいただき、午後から
は希望者のみ切断・埋込みの実習、２日目・３日目には各コースを選んで研磨実習を行い
ます。
【日時】平成２６年１０月１日（水）・２日（木）・３日（金）
【場所】福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台１－１２）研修室及び試料調整室
【講師】ビューラー ＩＴＷジャパン株式会社 畠山 進一氏
【受講料】３，０００円 （実習に参加しない、座学のみの方は無料です）
【定員】座学４０名、実習１２社（１コース２社まで最大３６名）
（希望日が重なった場合調整させていただくことがあります。ご了承ください）
【締切】平成２６年９月２２日（月）
詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2014/04/post-130.php
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お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部（テクノ・コム）
担当：玉木
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail: seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 『地域ブランド創成セミナー』のご案内～実践課題と知財の活かし方～ ☆★
────────────────────────────────────────
東北経済産業局では、地域資源を活用した新たな地域ブランドの創成、ブランド化の促
進を目的として、地域資源を活用しようとする中小企業、自治体、商工関係団体、事業・
農業協同組合、ＮＰＯ法人、各種関係機関等の関係者を対象に「地域ブランド創成セミナ
ー」を開催します。セミナーでは、地域ブランド創成における知財の果たす役割や実践課
題について解説するとともに、地域ブランド創成に取り組んでいる当事者からの体験談を
ご紹介いただき、実践的な知見・情報を分かりやすくお伝えします。
多くの皆様のご来場をお待ちしております。（事前に参加ご登録をお願いします）
【日 時】 平成２６年９月１９日（金） １４時００分～１７時００分
【会 場】 ビッグパレットふくしま「コンベンションホールＢ」(郡山市)
【定 員】 ８０名
【参加費】 無料
【主 催 等】 主催：東北経済産業局
後援：東北各県
申込み専用サイトはこちらをご覧ください
https://sc-form.jp/9/108/f62/
詳しくはこちらをご覧ください（東北経済産業局ＨＰ）
http://www.tohoku.meti.go.jp/2004_tokkyo/topics/pdf/140807_3.pdf
お問い合わせ先
株式会社リベルタス・コンサルティング
担当：小川、五十嵐
TEL：０３－３５１１－２１６１ FAX：０３－３５１１－２１６２

────────────────────────────────────────
★☆ 「知財経営ワークショップ」のご案内～
“出願・権利化”だけが知財活動じゃない！本当の“知財活動”
わかりやすく教えます～ ☆★
────────────────────────────────────────
東北経済産業局では、企業経営における課題や事業成果に結びついた戦略的な知的財産
活動（＝知財経営）の普及定着に向けた人材育成を目的として、企業経営者等を対象に
「知財経営ワークショップ」を開催します。ワークショップでは、企業経営における知的
財産や知財活動の本当の意味を理解し、無意識の知財活動への「気づき」を得るとともに、
講義・演習等を通じて実践のための知識とスキルが習得できます。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。（事前に参加ご登録をお願いします）
【日時】全２回（全４日間連続講座）
第１回 平成２６年１０月２３日（木）、２４日（金）
第２回 平成２６年１１月２０日（木）、２１日（金）
【会場】ホテルニューカリーナ
盛岡市菜園二丁目３－７

ＴＥＬ：０１９－６２５－２２２２

【対象者】ものづくり企業の経営者、部門管理者・リーダー、知財担当者等
【定 員】２０名程度（先着順）
【参加費】無料（宿泊費等は自己負担）
【条 件】全２回（全４日間）に参加可能であること
【内容】企業経営と知財活動の関係や､知財活動の本質を理解するための講義、演習等
【主催等】主催：東北経済産業局
後援：中小企業基盤整備機構東北本部
【申込期限】平成２６年９月１９日（金）１７：００まで
詳しくはこちらをご覧ください（東北経済産業局ＨＰ）
http://www.tohoku.meti.go.jp/2004_tokkyo/topics/pdf/140807_2.pdf
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お申し込み・お問い合わせ先
株式会社インテリジェント・コスモス研究機構
担当：嶺岸、小竹
ＴＥＬ：０２２－３４３－０４８１ ＦＡＸ：０２２－２７９－８８８０
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「うつくしまドットねっと通信」は、起業家を目指す方や現に企業を経営されている皆様
に有用性の高い情報を総合的かつ適時・適切に提供するメールマガジンです。
今後とも皆様のお役に立つ情報を提供していきたいと考えておりますのでどうぞよろしく
お願いいたします。
「うつくしまドットねっと通信」の登録・配信解除はこちらからお願いいたします。
http://www.mag2.com/m/0001594018.html
「うつくしまドットねっと通信」第２７４号は平成２６年１０月１日発行予定です。
今回もご覧いただきましてありがとうございました。
お問い合せはこちらまでお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【編集・発行】
公益財団法人福島県産業振興センター(経営支援課)
〒９６０－８０５３ 福島市三河南町1番20号
TEL:０２４－５２５－４０３４ FAX:０２４－５２５－４０３６
URL : http://www.utsukushima.net/
E-mail : sien@f-open.or.jp

掲載記事の無断転載を禁じます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ページ(5)

