H27.5.15原稿.txt
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★☆
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【公募】
◇第４回「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア２０１５」
（ＲＥＩＦふくしま２０１５）出展者募集開始
◆福島県中小企業外国出願支援事業（助成金）公募のご案内
◇特許出願経費等助成事業（助成金）公募のご案内
【講演会・セミナー】
◆「カイゼンの鬼」「工場再生請負人」PEC協会会長

山田日登志氏

講演会開催のお知らせ

◇福島県よろず支援拠点「クラウドファンディングセミナー＆個別経営相談会」
開催のお知らせ
◆「CNC三次元座標測定機による迅速・高精度測定技術」のご案内
◇平成２７年度 第１回国際ビジネスセミナー
「ASEANのビジネス環境とASEAN経済共同体」のご案内
【お知らせ】
◆２０１５ 広域商談会のご案内
◇景気動向調査、受・発注動向調査について

────────────────────────────────────────
★☆ 第４回「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア２０１５」
（ＲＥＩＦふくしま２０１５）出展者募集開始 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県と県産業振興センターは、１０月２８日（水）、２９日（木）に郡山市のビッグ
パレットふくしまにて、再生可能エネルギー関連産業の展示会を開催いたします。
この展示会では、再生可能エネルギー関連産業の集積・育成に向けて、関連産業でビジ
ネスに取り組まれる企業・団体の皆様に技術・情報の発信及び商談・交流の場を提供しま
す。
現在、県内外企業の皆様に広く出展を募集しております。
【主
【日
【会
【内
【対

催】福島県、（公財）福島県産業振興センター
時】平成２７年１０月２８日（水）、２９日（木）午前１０時～午後５時
場】ビッグパレットふくしま（福島県郡山市南２丁目５２番地）
容】展示会（２６０小間）、セミナー、 マッチングイベント、交流会等
象】・再生可能エネルギー・省エネルギー産業に係る企業
・関連産業に参入・展開を目指す企業
・研究開発を行う大学等研究機関・支援機関
【出展料】福島県内企業団体 ６０,０００円/小間（税込）
※１小間（W3000mm×D2700mm×H240mm）
福島県外企業団体 ８０,０００円/小間（税込）
※国・地方公共団体、大学等、公的研究機関 １小間目無料（無料枠に限りあり）
【申込締切】平成２７年７月１７日（金）
申込方法等、詳しくはこちらをご覧ください
http://reif-fukushima.jp
【参

考】（昨年の実績）
開 催 日：平成２６年１２月３日（水）、４日（木）午前１０時～午後５時
出展規模：１７０団体・２８５小間
来場者数：６，０８０人
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※「ＲＥＩＦ（リーフ）ふくしま２０１４」は、当フェアの愛称です。
（ＲＥＩＦ：Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ Ｅｎｅｒｇｙ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ

Ｆａｉｒ）

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
TEL：０２４－９５９－１９６１ FAX：０２４－９５９－１９５２
E-mail: reif-fukushima@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 福島県中小企業外国出願支援事業（助成金）公募のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
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２７年４月２４日（金）～６月１２日（金）必着
【助成対象者】福島県内に事業所を有する中小企業者等又はそのグループ
※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。
※事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人において、地域団体商標の
出願を行う場合、本事業の対象となり得ます。
【助成額】交付決定後から平成２８年２月２９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/news/2015/04/post-17.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：齋藤浩一
〒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: f-tech@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 特許出願経費等助成事業（助成金）公募のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
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
の進歩及び新事業の早期創出を図ります。
【募集期間】平成２７年４月２４日（金）～６月１２日（金）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２７年４月１日～平成２８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/news/2015/04/post-10.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：齋藤浩一
〒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: f-tech@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「カイゼンの鬼」「工場再生請負人」PEC協会会長 山田日登志氏
講演会開催のお知らせ ☆★
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────────────────────────────────────────
「なぜ「ふるさと製造業」は強いのか」 ～ふるさと製造業・成功の条件～
現場の無駄を徹底的に取り除く「トヨタ生産方式」で、上場企業から中小企業まで、現
場の生産革新を推進し、各工場の業績をV字回復させたPEC協会会長 山田日登志氏の講演
会を開催いたします。どうぞふるってご応募ください。
【日 時】平成２７年７月１７日（金） １３：００～１４：１５
【場 所】ビッグパレットふくしま 多目的展示ホールB
【講 師】PEC協会会長 山田日登志 氏
【定 員】３００名（＊ただし定員になり次第締め切ります。）
【入場料】無料
【締 切】平成２７年６月２６日（金）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.big-palette.jp/15news/2015/05/post-72.html
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（ビッグパレットふくしま）
TEL：０２４－９４７－８０１０ FAX：０２４－９４７－８０２０
E-mail: kouryu@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 福島県よろず支援拠点
「クラウドファンディングセミナー＆個別経営相談会」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
ミュージックセキュリティーズ（株）取締役猪尾愛隆氏をお招きし、「クラウドファン
ディングセミナー」を開催しますので、ご案内申し上げます。
また、セミナー終了後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。
【日 時】平成２７年５月２６日（火）１３：３０～１５：００
【場 所】道の駅あいづ 湯川・会津坂下 会議室
【講 師】ミュージックセキュリティーズ（株） 取締役 猪尾 愛隆 氏
【テーマ】「クラウドファンディングを活用したファン集めと資金集め
～事前にたくさんの人からお金を集めて一歩踏み出す！～」
【定 員】３０名
【参加・相談】無料
【締 切】平成２７年５月１９日（火）
定員になり次第締め切ります。
参加、相談のお申し込など、詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/shinchaku/yorozu/crowdfun2.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 福島県よろず支援拠点
担当：小堀、吉田
TEL：０２４－５２５－４０６４ FAX：０２４－５２５－４０６５

────────────────────────────────────────
★☆ 「CNC三次元座標測定機による迅速・高精度測定技術」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
地球規模で生産が展開されるなか、国内では付加価値の高いものづくりが求められてい
ます。製品は形状が複雑で高精度になり、それに伴って寸法形状の評価も煩雑さを増して
います。幾何公差が多用されているので、ノギスやマイクロメータだけでは対応できませ
ん。
ハイテクプラザいわきでは企業のものづくりを支援するため、新型のCNC三次元座標測
定機（ミツトヨ社製 CRYSTA-Apex S776）を導入しました。本測定機は長さや角度をはじ
め、幾何公差の測定ができます。また、倣いによる輪郭要素測定、CNCによる自動測定に
も対応しているので、迅速で高精度な評価が可能です。更に、データ取得速度60,000/秒
のラインレーザプローブを装備しているので、CADデータを活用したCAT等の要望にも応
えることができます。
今回は企業による利活用促進を目的として、CNC三次元座標測定機の機能のご紹介とラ
インレーザプローブによる測定の実演を行いますので奮ってご参加ください。
【日
【講

時】平成２７年 ６月１０日（水）１３：００～１６：００
師】（株）ミツトヨ 営業本部 技術営業 渡邉 圭介氏
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所】福島県ハイテクプラザいわき技術支援センター
研究室および精密測定器室（いわき市常磐下船尾町杭出作２３－３２）
【定 員】２０名
【受講料】無料
【締 切】平成２７年５月２９日（金）
【場

詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2015/04/post-155.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）
〒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

────────────────────────────────────────
★☆ 平成２７年度 第１回国際ビジネスセミナー
「ASEANのビジネス環境とASEAN経済共同体」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
２０１５年に経済共同体の創設を目指し、EUやNAFTA（北米自由貿易協定）と並ぶ人口
規模で最大級の経済圏となるASEAN。近年、本県企業からジェトロへのASEANに対する貿易
相談は増加、また複数の企業が実際進出を検討している注目のエリアです。本セミナーで
は主にASEAN各国のビジネス環境、アジアのFTAの全体像とASEAN経済共同体の現状と今後の
見通しなどについて、分かりやすく説明いたします。
ASEANのビジネス環境にご関心のある方、今後ASEANでのビジネスをお考えの方は、是非、
ご参加ください。
【日 時】平成２７年５月２９日（金）１３：３０～１５：００
【場 所】ビッグパレットふくしま ３階研修室（郡山市）
【講 師】ジェトロ海外調査部国際経済課長 椎野 幸平（前シンガポール事務所次長）
【参加費】無料
【定 員】４０名程度
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.jetro.go.jp/events/2015/20150414354.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

────────────────────────────────────────
★☆ ２０１５ 広域商談会のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
この商談会は、発注企業と受注企業が一堂に会し、商談や情報交換を行っていくために
開催するものです。
是非、御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。
【日 時】平成２７年７月１７日（金） １２：４０～１６：３０
【場 所】ビッグパレットふくしま 多目的展示ホールA（郡山市）
【参加料】発注企業 無料
受注企業 県内企業 ３，０００円／名
県外企業 ５，０００円／名
【申込期限】平成２７年６月９日（火）
参加申込み等、詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/modules/invitation/article.php?storyid=593
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
企業支援部取引支援課
TEL：０２４－５２５－４０７７ FAX：０２４－５２５－４０７９
E-mail: hoshikawa@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
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★☆ 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３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２９０号は平成２７年６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。
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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

掲載記事の無断転載を禁じます。
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