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────────────────────────────────────────
★☆ 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２８年５月２４日（火）～６月２４日（金）必着
【助成対象者】福島県内に本社、研究開発拠点、生産拠点等が所在する中小企業者又はそ
のグループ
【助 成 額】平成２８年４月１日～平成２９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/2016/05/28-1.php
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

────────────────────────────────────────
★☆ 福島県中小企業外国出願支援事業（助成金）公募のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
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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２８年５月２４日（火）～６月２４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２９年２月２８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/2016/05/28-2.php
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 齋藤浩一
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
Email：f-tech@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 【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２８年度第１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２８年度第１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２８年度第１回公募期間
平成２８年７月１日（金）から平成２８年７月２９日（金）まで （必着）
平成２８年１０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２８年６月２３日（木） いわき産業創造館（ラトブ６Ｆ）（いわき市） 会議室１
・平成２８年６月２４日（金） 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）
的ホール
・平成２８年６月２８日（火） 福島県ハイテクプラザ（郡山市） 多目的ホール
・平成２８年６月２９日（水） コラッセふくしま４Ｆ（福島市） 中会議室４０１
※

説明会の申込書及び詳しい内容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）
TEL：０２４－５２５－４０３５
FAX：０２４－５２５－４０３６

────────────────────────────────────────
★☆ 第５回「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア２０１６」
（ＲＥＩＦふくしま２０１６＊）出展者募集開始について ☆★
────────────────────────────────────────
福島県と福島県産業振興センターは、１０月１９日（水）、２０日（木）に郡山市の
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ビッグパレットふくしまで開催する、第５回「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業
フェア２０１６」（ＲＥＩＦふくしま２０１６）の出展者を募集いたします。
ＲＥＩＦふくしま２０１６は、再生可能エネルギー関連産業の最新の技術・製品が一
堂に会する展示会です。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。皆様からの出展のお申し込みをお待ちし
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２８年１０月１９日（水）、２０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（W 3,000mm×D 2,700mm×H 2,400mm）
福島県外企業・団体 ８０,０００円/小間（税込）
【申込締切】平成２８年７月２０日（水）
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２７年１０月２８日（水）、２９日（木）午前１０時～午後５時
出展規模：１７６団体・２８２小間
来場者数：６，３６９人

＊「ＲＥＩＦ（リーフ）ふくしま２０１６」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

────────────────────────────────────────
★☆ 福島駅西口インキュベートルーム（起業支援室）入居者募集のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県では、県内で新たに事業を開始しようとする方や事業の開始後間もない方を対象
に、低廉な料金で施設を提供するとともに、専門の支援人材 （インキュベーションマネー
ジャー）を中心に、各種課題に対する一貫したサポート（相談対応、診断、情報提供等）
を行うなど、ハード・ソフトの両面から支援を行うインキュベートルームを開設しており
ます。
このたび、空室の入居者を募集いたしますので、ぜひご利用ください。
【募集期間】平成２８年６月３日（金）まで（１７：００必着）
【入居時期】平成２８年７月中旬以降予定
書面審査及び面接審査を実施します。
６月下旬～７月上旬予定
詳しくはこちらをご覧ください
http://incu.jp/20160411.html
お問い合わせ先
施設設置者：福島県
指定管理者：特定非営利活動法人福島県ベンチャー・ＳＯＨＯ・テレワーカー共働機構
福島市三河南町１番２０号コラッセふくしま６階
担当：新城、佐々木
TEL：０２４-５２５-４０４８ FAX：０２４-５２５-４０６９
E-mail: shinjo@incu.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 福島県よろず支援拠点「支援機関様向けセミナー」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
フロンティア・マネジメント（株）代表取締役大西正一郎氏をお招きし、「支援機関様
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向けセミナー」を開催しますので、ご案内申し上げます。
【日
【場
【報

時】平成２８年６月１７日（金）１４：００～１６：１０
所】コラッセふくしま ５階 研修室
告】「よろず支援拠点事業の近況の報告」
福島県よろず支援拠点 チーフコーディネーター 渡辺 正彦
【講演１】「事業承継の最新動向～事例から見る事業承継のポイント～」
福島県よろず支援拠点 コーディネーター 移川 康輔
【講演２】「地方創生における中小企業の中長期的戦略について」
フロンティア・マネジメント(株) 代表取締役 大西 正一郎
【定 員】８０名
【参加・相談】 無料
【締 切】平成２８年６月１０日（金）
※定員になり次第締め切ります。

氏

詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/shinchaku/yorozu/semi.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
TEL：０２４－５２５－４０６４
FAX：０２４－５２５－４０６５

────────────────────────────────────────
★☆ 「平成２８年度ＩＳＯ１４００１マニュアル作成セミナー」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
このセミナーは、ＩＳＯ１４００１：２０１５版に基づき、環境マニュアルの作成につ
いて説明します。
「２００４版（旧規格）からの移行のポイントを知りたい」、
「現在、使用中のマニュアルは分かりにくく、不満が多いので分かり易くしたい」、
「新規格の章立てに合わせて作成したほうが良いのか迷っている」、といった企業を対象
に、これまでマニュアルを作成又は改訂・変更したことがあり、新規格を勉強した担当者
（実務経験のある方）向けに企画しました。
講義と演習を交えてわかりやすく説明致します。
【日
【場
【内

時】平成２８年６月２９日（水） （９：３０～１６：３０）
所】福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台１－１２）１階 研修室
容】・ＩＳＯ１４００１：２０１５年版の特徴
・ＩＳＯ１４００１の新旧規格（２００４年と２０１５年）の差分について
・ＩＳＯ１４００１：２０１５年版の要求事項の解説と演習
演習は新規の規格要求事項から選定します
・マニュアル作成の手順とポイントについて説明
【講
師】ＩＳＯ経営コンサルタント 阿部 陽三氏
IRCA登録：QMS・EMS主任審査員、JEMAI登録：環境ｻｲﾄｱｾｯｻｰ、CSR検定、
３R検定、環境の公的資格を複数合格。統計的手法、FMEA研修ｺｰｽ終了。
【定
員】３０名
【受 講 料】１０，０００円（消費税を含む）
【申込方法】申込書に必要事項を御記入の上、ＦＡＸ又はE-mailでお申し込みください。
（受講が承認された方には、受講料請求書とともに締切後通知いたします）
【締
切】平成２８年６月１０日（金）（ただし、定員になり次第締め切ります）
※定員を超えた場合は、１社１名にさせて頂く場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2016/04/post-197.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：竹内
〒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

────────────────────────────────────────
★☆ ふくしま企業塾 管理者養成セミナー 「組織活性化」 受講生募集のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
管理者、中間管理者を対象とした、組織活性化手法を習得するセミナーを開講します。
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組織を支える管理者、中間管理者が社員のやる気を引き出し、社風を創造することによ
り企業を成長へと導きます。
【開催日時】平成２８年７月 ６日（水）
平成２８年７月２０日（水）
両日とも１０時～１６時
【開催場所】コラッセふくしま（福島市）
【受講対象】管理者・中間管理者
【募集定員】１６名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）
【受 講 料】８，０００円
（受講料には２日間の駐車場代が含まれます。昼食は各自ご用意ください。）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/seminar/2016/sosiki.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

────────────────────────────────────────
★☆ ふくしま企業塾 管理者養成セミナー 「経営計画」 受講生募集のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
管理者、中間管理者を対象とした、経営計画書作成セミナーを開講します。
組織を支える管理者、中間管理者は、自社を取り巻く内的、外的環境を診断・分析し、
自社のあるべき姿を設計、具現化に向けた取り組みを推し進める必要があります。現状か
らあるべき姿の具現化までに必要な実行性のある経営計画書作成のポイントを、初めての方
にもわかりやすくご紹介させていただきます。
【開催日時】平成２８年８月 ４日（木）
平成２８年８月１８日（木）
全日程とも１０時～１６時
平成２８年８月３０日（火）
【開催場所】コラッセふくしま（福島市）
【受講対象】管理者・中間管理者
【募集定員】１６名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）
【受 講 料】１２，０００円
（受講料には３日間の駐車場代が含まれます。昼食は各自ご用意ください。）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/seminar/2016/keiei.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

────────────────────────────────────────
★☆ 【無料】「製造業」新入社員セミナー受講生募集のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
県内の製造業へ入社して間もない方を対象に、新入社員が身に付けるべき基本的な事項
を習得するセミナーを開講します。経験豊富な講師が事例を交えてわかりやすく解説し、
新入社員の一日も早い戦力化の実現を目指します。
【内容】 １．仕事の進め方の基本について
２．ものづくりの基本について
３．５S活動について
【開催日時】平成２８年７月２７日（水）
午後１時３０分～午後４時３０分
【開催場所】コラッセふくしま（福島市）
【受講対象】１～２年目程度の新入社員（製造業）
【募集定員】３０名
（お申込み多数の場合は、１社につき１名とさせていただく場合があります。）
【受 講 料】無料
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/seminar/2016/seizou.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
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────────────────────────────────────────
★☆ 「2016 福島広域商談会」のご案内 ～受注企業を募集しています！～ ☆★
────────────────────────────────────────
発注企業の皆様と主に福島県内の受注企業の皆様が一堂に会し、商談や情報交換を行っ
ていただく場として、下記により「2016福島広域商談会」を開催いたします。
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。
【日
【場
【参

時】平成２８年７月２２日（金） １２：２０～１６：３０
所】ビッグパレットふくしま（福島県郡山市南２丁目５２番地）
加 費】３，０００円/名（県内企業） １社３名までの参加とさせていただきます。
５,０００円/名（県外） １社３名までの参加とさせていただきます。
【募集企業数】１５０社程度
【 申込期限 】平成２８年６月９日（木）
（先着順となりますので、お早めにお申込みください。）
【 申込方法 】「参加申込書」をダウンロードし必要事項をご記入のうえ、メール又はFAX
にてお申込みください。
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/modules/invitation/article.php?storyid=665
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 担当：星川
TEL：０２４－５２５－４０７７ FAX：０２４－５２５－４０７９
E-mail: hoshikawa@f-open.or.jp
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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３１５号は平成２８年６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】
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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