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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】
◇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
◇ふくしま企業塾「新規事業計画作成セミナー（郡山会場）」受講生募集のお知らせ
◆「環太平洋パートナーシップ(TPP）協定活用セミナー」開催のご案内
◇「ふるさと名物普及促進セミナー」
～ふるさと名物応援宣言による「地域ブランド」成功へのカギ～
【お知らせ】
◆「平成２７年度福島大学 研究・地域連携成果報告会（12/12）」開催のご案内
～福島大学からのお知らせ～

────────────────────────────────────────
★☆ 【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
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〒９６０－８０５３ 福島市三河南町１－２０（コラッセふくしま２Ｆ）
TEL：０２４－５２５－４０３５
FAX：０２４－５２５－４０３６

────────────────────────────────────────
★☆ 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）
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
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────────────────────────────────────────
★☆ ふくしま企業塾「新規事業計画作成セミナー（郡山会場）」受講生募集のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
地域資源や内部経営資源（社内に埋もれた技術シーズ、事業アイデアやコア技術・商品
等）などを活用し、マーケティング理論を踏まえた計画作成を行う「新規事業計画作成セ
ミナー」を開催いたします。
マーケット（市場）が、人口減少や少子高齢化等により、縮小し、厳しい経営環境では、
従来の延長線上を超えたビジネスモデルの再構築やビジネスのイノベーション（変革）が
必要となっており、事業の再構築や事業の多角化等を考えた事業計画作成をお考えの方に
役立つ内容となっております。
【開催日時】平成２８年

１月１３日（水）
１月２７日（水）
２月 ８日（月）
２月２４日（水）
３月 ９日（水）

全日程とも１０時～１６時

【開催場所】ビッグパレットふくしま（郡山市）
【受講対象】新規事業責任者、販路開拓責任者
【募集定員】１５名（定員になり次第、締め切らせていただきます。なお、申込期限を過ぎ
ても定員に達しない場合は、講座開始前まで引き続き募集いたします。）
【受 講 料】２０，０００円
（受講料には５日間の昼食代が含まれます。）
参加申込書など、詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
http://www.utsukushima.net/seminar/2015/shinki-k.pdf
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 企業支援部経営支援課
TEL：０２４－５２５－４０３７
FAX：０２４－５２５－４０３６

────────────────────────────────────────
★☆ 「環太平洋パートナーシップ(TPP）協定活用セミナー」開催のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
今年１０月５日に環太平洋パートナーシップ（TPP）交渉が大筋合意に達しました。TPP
が成立すれば、日本を含む参加１２カ国の経済規模はGDP２８兆ドルと、世界の約４割を占
める巨大な自由貿易経済圏となります。
そうした中、ジェトロ福島はTPPを活用した海外での市場開拓を促進するため、TPP活用
セミナーを開催します。本セミナーでは経済産業省関連分野における大筋合意内容につい
て経済産業省通商政策局経済連携課から解説いただくとともに、ジェトロからTPPの活用に
ついての説明をします。また、農林水産省 東北農政局 福島支局より農林水産物・食品の
輸出状況について説明頂きます。
TPPの活用に関するご理解を深めていただく絶好の機会ですので、是非ご参加ください。
【日 時】平成２７年１２月７日（月）１３：３０～１５：３０（受付１３：００～）
【会 場】ビッグパレットふくしま １階コンベンションホールB（郡山市）
【参加費】無料
【定 員】１００名（先着順）
【締 切】平成２７年１２月４日（金）１７：００
詳しくはこちらをご覧ください
https://www.jetro.go.jp/events/fma/51cb866d0bf3d0b7.html
お申し込み・お問い合わせ先
ジェトロ福島
TEL：０２４－９４７－９８００
E-mail: fma@jetro.go.jp

FAX：０２４－９４７－９８１０

────────────────────────────────────────
★☆ 「ふるさと名物普及促進セミナー」
～ふるさと名物応援宣言による「地域ブランド」成功へのカギ～ ☆★
────────────────────────────────────────
「ふるさと名物」をテコに地域活性化を図るため、地域資源法が改正され、市町村にお
いては「ふるさと名物応援宣言」など積極的な関与が求められているところです。
今般この応援宣言を行った市町村による発表や地域ブランド創出で成功している事例発
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表を行うセミナーを開催いたしますのでご参加下さい。
【日
【会
【内

時】平成２７年１２月１７日（木）１３：００～１７：００
場】仙台市情報・産業プラザ多目的ホール アエル５階
（仙台市青葉区中央１丁目３番１号）
容】
・ふるさと名物応援宣言について（地域資源法の改正）
・ふるさと名物応援宣言した自治体によるプレゼンテーション
・基調講演「深浦マグロステーキ丼開発物語 ～ゼロからのスタート。
経済効果約6億円に至るまで～」 青森県深浦町

【対 象】県市町村職員、支援機関職員、商工団体・観光協会等関係者など
【参加費】無料
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.rosy.jp/furusato-seminar/
お問い合わせ先
東北地域ふるさと名物普及促進事業事務局
（JR東日本企画仙台支店内）
TEL：０２２－２６５－４４４３
東北経済産業局新事業促進室
TEL：０２２－２２１－４９２３

────────────────────────────────────────
★☆ 「平成２７年度福島大学 研究・地域連携成果報告会（12/12）」開催のご案内
～福島大学からのお知らせ～ ☆★
────────────────────────────────────────
福島大学では、この度、特に震災以降取り組んできた研究活動及び地域連携活動の成果
を産業界、自治体関係者、大学関係者等に報告する成果報告会を開催いたします。
年末の御多忙な時期の開催となりますが、皆様のお越しをお待ちしております。
〈平成２７年度福島大学研究・地域連携成果報告会〉
【日 時】平成２７年１２月１２日（土）１３：３０～１７：２０（受付１３：００より）
【場 所】郡山ビューホテルアネックス（郡山市中町10-10）
【参加費】無 料（※事前申込みが必要です）
〈交流会〉
【日 時】平成２７年１２月１２日（土）１７:３０～１９:００
【会 場】郡山ビューホテルアネックス（郡山市中町１０－１０）
【参加費】４，０００円（当日交流会受付にてお支払いください）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.fukushima-u.ac.jp/news/2015/10/001481.html
お問合せ先
福島大学研究推進機構（研究振興課）、地域創造支援センター（地域連携課）
TEL：０２４－５０４－２８９０ FAX：０２４－５４８－５２０９
E-Mail: renkei@adb.fukushima-u.ac.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「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３０３号は平成２７年１２月１５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】
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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

掲載記事の無断転載を禁じます。
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