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★☆

うつくしまドットねっと通信

☆★
第３０１号<平成２７年１１月１６日号>

事務局:公益財団法人福島県産業振興センター
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【公募】
◆【助成金のご案内】
「ふくしま産業応援ファンド事業」「ふくしま農商工連携ファンド事業」
平成２７年度第２回公募の開始について
【講演会・セミナー】
◇「FT-IRによる異物解析セミナー」
～製品等に付着した「汚れ、異物」の分析方法～開催のご案内
◆「腐食防食セミナー（金属材料の腐食に関する不具合解析技術と材料分析）」開催のご案内
◇「事業引継ぎ支援セミナー・個別相談会」開催のご案内
◆第１回 産業用ロボット活用セミナー
「自動化システムのポイントとシステムインテグレータ事情」開催のご案内
◇第２回 産業用ロボット活用セミナー
「産業用ロボットの最新技術動向と活用事例」開催のご案内
【お知らせ】
◆景気動向調査、受・発注動向調査について

────────────────────────────────────────
★☆ 【助成金のご案内】
「ふくしま産業応援ファンド事業」「ふくしま農商工連携ファンド事業」
平成２７年度第２回公募の開始について ☆★
────────────────────────────────────────
（公財）福島県産業振興センターでは、県内の農林漁業者や中小企業者等の皆様が、商
品開発・技術開発・販路開拓等の取組みを行うに当たって、その経費の一部を助成する
「ふくしま産業応援ファンド事業」及び「ふくしま農商工連携ファンド事業」を実施して
おり、このたび、平成２７年度第２回公募を、以下のとおり実施いたします。
公募開始に先立ち、県内４方部で公募説明会を開催いたしますので、お申し込みの上、
ぜひご参加ください。
■
※

平成２７年度第１回公募期間
平成２７年１２月１７日（木）から平成２８年１月２２日（金）まで （必着）
平成２８年４月１日から開始（事業着手）する事業が対象となります。

■ 公募説明会
いずれも開始時刻は１３：３０からとなります（事前申込制）。
・平成２７年１２月１０日（木） コラッセふくしま４Ｆ（福島市） 中会議室４０１
・平成２７年１２月１４日（月） 福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター
（会津若松市） 多目的ホール
・平成２７年１２月１５日（火） 福島県ハイテクプラザ（郡山市） 研修室
・平成２７年１２月１６日（水） いわき産業創造館ラトブ６Ｆ（いわき市） 会議室１
※ 詳しい事業内容については、こちらをご覧ください
ふくしま産業応援ファンド事業
http://www.utsukushima.net/fund/ouen.htm
ふくしま農商工連携ファンド事業
http://www.utsukushima.net/fund/noushoukou.htm
お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部 経営支援課
〒９６０－８０５３ 福島市三河南町１－２０（コラッセふくしま２Ｆ）
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────────────────────────────────────────
★☆ 「FT-IRによる異物解析セミナー」
～製品等に付着した「汚れ、異物」の分析方法～開催のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
有機系異物の分析においてポピュラーな分析手法である、フーリエ変換赤外分光光度計
（FT-IR）を巧く使うための技術養成講座を開催します。装置運用に最低限必要な基礎知識、
陥りやすい失敗例、実際の異物のサンプリング手法、 アプリケーション例などを分かりや
すく紹介する内容となっています。当日は、ポータブルＦＴ-ＩＲデモ機の展示・デモ測定
も合わせて行います。
不良対策や製品開発の一助になる内容ですので、ご多忙とは存じますが、奮ってご参加
下さいますようご案内申し上げます。
【日
【場
【講

時】平成２７年１１月２５日（水） １３：００～１６：３０
所】福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台１－１２）１Ｆ 研修室
師】サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
モレキュラー営業部アプリケーショングループ、マネージャー
【定 員】３０名（ただし、定員になり次第締め切ります）
※申し込み多数の場合は、１社１名とさせて頂きます。
【受講料】３，０００円
【締 切】平成２７年１１月１８日（水）

小松 守氏

詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2015/04/-.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
〒９６３－０２１５ 郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内）
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-ｍail: seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「腐食防食セミナー（金属材料の腐食に関する不具合解析技術と材料分析）」
開催のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
日常生活に広く用いられている金属材料の腐食は、ある意味避けられない現象ではあり
ますが、腐食メカニズム等を知ることで、今後の腐食防食対策に役立ちます。そこで本セ
ミナーでは、ＪＦＥテクノリサーチ株式会社から講師の方々を招聘し、なぜ腐食が起きる
のかを腐食の発生・メカニズム等について基礎から学びます。同時に金属材料の腐食に関
する原因解析技術及び化学分析についても事例を紹介して分かりやすく解説致します。
【日
時】平成２７年１１月２６日（木）
１３：００～１６：１５
【場

所】福島県ハイテクプラザいわき技術支援センター
（いわき市常磐下船尾町杭出作２３－３２）
【定
員】３０名
【受 講 料】３，０００円（消費税を含む）
【締
切】平成２７年１１月２０日（金）

２Ｆ研修室

詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2015/04/post-164.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
〒９６３－０２１５ 郡山市待池台1-12（福島県ハイテクプラザ内
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail: seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「事業引継ぎ支援セミナー・個別相談会」開催のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
ページ(2)

H27.11.16原稿.txt
税理士法人三部会計事務所所長の三部吉久氏をお招きし、「事業引継ぎ支援セミナー」
を開催しますので、ご案内申し上げます。
身近な事例をもとに、事業引継ぎの専門家が税務や各種手続きについて分かりやすくご
説明いたします。
また、セミナー終了後に個別経営相談会を実施しますので、この機会にご利用ください。
《福島会場》
【開催日時】平成２７年１２月２日（水） １３：３０～１４：４５
【開催場所】コラッセふくしま ５－Ａ研修室
《会津会場》
【開催日時】平成２７年１２月９日（水）
【開催場所】会津アピオ ２階研修室
《郡山会場》
【開催日時】平成２７年１２月１１日（金）
【開催場所】郡山商工会議所 ５－２研修室

１３：３０～１４：４５

１３：３０～１４：４５

《いわき会場》
【開催日時】平成２７年１２月１４日（月） １３：３０～１４：４５
【開催場所】いわき産業創造館 セミナー室Ａ
《全会場共通》
【受講料】無料
【 定 員 】各会場２０名(定員になり次第締め切り)
【 講 師 】三部 吉久 氏
税理士法人三部会計事務所代表社員所長
税理士・中小企業診断士・ＣＦＰ
【 内 容 】１．個人事業の事業引継ぎ
・事業主変更とそれに伴う税務、手続き
２．中小企業(小規模企業)の事業引継ぎ
・株式の引継ぎ、債務の処理
３．ケーススタディ
【個別相談会】各会場セミナー終了後 １４：５０～１７：００
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/shinchaku/h27/hikitugi.pdf
お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 郡山事務所
福島県企業間連携事業・福島県事業引継ぎ支援センター
担当：諸橋、高橋、有我
TEL：０２４－９５４－４１６３
FAX：０２４－９５４－４１６４

────────────────────────────────────────
★☆ 第１回 産業用ロボット活用セミナー
「自動化システムのポイントとシステムインテグレータ事情」開催のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
日本の製造業の競争力強化のために、ロボットを活用した一段高い自動化へのチャレン
ジが叫ばれています。本セミナーでは、講演（1）で産業用ロボットの市場動向や自動化
システムのポイント、講演（2）で顧客の業務内容の課題に合わせた自動化システムの企画
・構築などの業務を請け負うシステムインテグレータの国内外の事情について解説します。
【日 時】平成２７年１２月１１日（金）１３：００～１６：００
【場 所】福島県ハイテクプラザ （郡山市待池台1－12）
【講演１】「市場の動向とロボット自動化システムのポイント」
（講師）三菱電機株式会社 ＦＡシステム事業本部 機器事業部
主席技監 小平紀生氏
（一般社団法人日本ロボット工業会 システムエンジニアリング部会長
ロボット技術検討部会長）
【講演２】「国内外のシステムインテグレータ事情」
（講師）トーマツベンチャーサポート株式会社 アドバイザリーサービス事業部
瀬川友史氏
【定 員】１００名
【受講料】無 料
【締 切】平成２７年１２月４日（金）
（受講が承認された方には、受講決定通知書をＦＡＸにてお送りいたします）
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詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2015/04/post-173.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：阿部
〒９６３－０２１５ 郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内）
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail: seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 第２回 産業用ロボット活用セミナー
「産業用ロボットの最新技術動向と活用事例」開催のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
第２回産業用ロボット活用セミナーでは、三菱電機(株)名古屋製作所で実現している最
新技術の活用事例と、システムインテグレータによる現状と事例紹介を行います。
【日 時】平成２７年１２月１７日（木）１３：００～１６：００
【場 所】福島県ハイテクプラザ （郡山市待池台1－12）
【講演１】「e-F@ctoryと知能化ロボットが実現する自動化ソリューション」
（講師）三菱電機株式会社 名古屋製作所 ロボット製造部
ロボットテクニカルセンター長 武原純二氏
【講演２】「生産システムインテグレーションの事例」
（講師）三菱電機システムサービス（株） 北日本支社 川上大介氏
【定 員】１００名
【受講料】無 料
【締 切】平成２７年１２月４日（金）
（受講が承認された方には、受講決定通知書をＦＡＸにてお送りいたします）
詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2015/04/post-174.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：阿部
〒９６３－０２１５ 郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内）
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail: seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 景気動向調査、受・発注動向調査について ☆★
────────────────────────────────────────
公益財団法人福島県産業振興センターでは、平成２７年９月末時点での景気動向調査、
受・発注動向調査の結果を取りまとめましたのでお知らせします。
こちらからご覧ください
http://www.utsukushima.net/information/shinkoujoho/
お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部
経営支援課TEL：０２４－５２５－４０３４（景気動向調査関係）
取引支援課TEL：０２４－５２５－４０７７（受・発注動向調査関係）
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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３０２号は平成２７年１２月１日発行予定です。
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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。
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【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 : webmaster@f-open.or.jp
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