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いわて知的財産権セミナーは、岩手県知的所有権センター主催により、岩
手県南技術研究センターを会場に開催されました。講師は、特許情報活用支
援アドバイザーの中嶋孝弘氏が行いました。12 月 13 日は商標初級コース、1
月 17 日には、特許初級コースを行い、それぞれ 5 名（定員 5 名）が受講しま
した。セミナーでは、特許情報や商標制度の基礎知識の説明や特許・商標等
の情報検索ツールであります「特許電子図書館」の利用方法を、実際にパソ
コンの操作を行いながら習得しました。
新商品の事業戦略を計画、実行するにあたって、知的財産権に関する情報
の調査や分析は、必要となってきます。
特許電子図書館は特許庁が発行している特許や商標の情報をインターネッ
トを通じて無料で検索できるシステムです。
是非、活用してみてはいかがでしょうか。

Topics

蛍光Ｘ線分析装置整備
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先にお知らせしておりました機器整備について、国
と一関市からの補助を受け「蛍光Ｘ線分析装置」(ﾌﾞ
ﾙｶｰ･ｴｲｴｯｸｽｴｽ社製)を整備いたしました。この装置は、
物質にＸ線を照射し発生する試料からの元素情報か
ら、それぞれの元素がいくら含まれているか、ほとん
どの試料を非破壊で分析することが可能です。また、
ローズ指令などの環境規制をクリアするため、製品が
含有する規制物質の量が規制値を下回っているかを
確認することにも対応して
おります。
今後、研修会を開催しま
すので、参加をお願いいた
します。
ご利用もお待ちしており
ます。

新加入 賛助会員のご紹介
株式会社東栄科学産業 様（仙台市）
ご加入いただきまして誠にありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。

第３水曜日は

イブ ニングの日

『第 115 回 産学官イブニング研究交流会』へのご案内
日時：2 月 16 日（水） 1８時～
会場：ベリーノホテル一関（一関市山目）
同日は、第 5 回企業情報交換会と併せて開催いたしま
す。皆様お誘い合わせの上、おいで下さい。

第５回企業情報交換会
―いわて・みやぎ 技術 情報交流フェア 2011―
次のとおり開催いたします
【日時】平成 23 年 2 月 16 日（水）
展示 13：00～16：00
講演 16：15～17：45
「いわての盛衰は食にあり」
講師 宮城大学教授 鈴木 建夫 氏
（併催 産学官イブニング研究交流会）
交流会 18：00～（会費 4,000 円）
【会場】ベリーノホテル一関
（一関市山目字三反田 179）
【出展企業】1 月 18 日現在
アオキ㈱､㈱アロン社､㈲イーストスターテクノロジ
ーズ､㈲一関ミート､㈱イノアックコーポレーショ
ン､㈲磐井技研､岩手エレクトロニクス㈱､インター
ワイヤード㈱ 岩手胆沢工場､㈱エイアンドティー､
㈱大武・ルート工業､加美電子工業㈱､関東自動車工
業㈱､北上製紙㈱､㈱共立精工､小岩金網㈱､興栄通信
工業㈱､㈱佐原､三研ソイル㈱､三光化成㈱､㈱サンミ
ューロン 岩手工場､㈱ＳＨＯＥＩ 岩手工場､常磐
パッケージ㈱一関事業所､㈱新興製作所､㈱須藤食
品､千住スプリンクラー㈱､大研工業㈱､㈱大昌電子､
㈱千田精密工業､㈱ツガワ､㈱テクノアート､㈱デジ
アイズ､㈱東亜電化､東栄科学産業㈱､㈱東邦テクノ
ス､㈱東北ウエノ､㈱東北鉄興社､東北日本電気㈱､ト
ステム一関㈱､トヨタ紡織東北㈱､㈱日ピス岩手､㈱
フタバ平泉､㈱ミスズ工業､三菱マテリアル㈱ 岩手
工場､盛岡セイコー工業㈱､森上製作所､ユニカ㈱､和
同産業㈱ ､栗原市企業連絡協議会 (50 音順)
皆様のご来場をお待ちしております。
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第 114 回
産学官イブニン
グ研究交流会

第 40 回インター
ネプコン・ジャ
パン
第 28 回エレクト
ロテスト・ジャ
パン

第9回
東北ポリテクニ
ックビジョン

蔵元レストラン
世嬉の一
一関市田村町 5-42

電話：0191-21-5566

東京ビッグサイト
東京都江東区有明
3-11-1

電話：03-5530-1111

東北職業能力開発
大学校
栗原市築館字萩沢土
橋 26

電話：0228-22-2082

地域を元気にす
る起業家支援セ
ミナー

マリオス 18 階
188 会議室
盛岡市盛岡駅西通
2-9-1

平成 22 年度ものづくり分野の人材育
成・確保事業の成果普及発表
【発表者】
○組込みシステム技術コース
三光化成㈱ 菅原卓也 様
○分析技術応用コース
㈱モディー 佐藤巧実 様
アジア最大、世界 20 カ国から 1850 社が
出展。第 2 世代鉛フリーはんだ、ﾏｲｸﾛ
接合技術、プリンテッドエレクトロニクス、
ナノ導電ペーストなど、注目の新製品・
最新技術が一堂に紹介される。
岩手県内企業様からも出展されます。
同時に「次世代照明 技術展」「国際カ
ーエレクトロニクス技術展」等 11 の展示
会が開催されます。
【記念式典及び講演会】(10：00～12：00)
会場：栗原文化会館
講演：「自動車産業への参入に向けた
QCD レベルの向上」
宮城県経済商工観光部参与
セントラル自動車㈱組立部次長
鎌田定明 氏
【催事】（18 日 13：00～17：00
19 日 9：00～15：00）
会場：東北職業能力開発大学校
研究開発発表会、作品展示、各種競
技会(ロボット､旋盤技術など)等
新たな事業に取組む起業者、創業者、
支援機関等の方々を対象に、起業支援
に関する国の施策、融資制度、起業経
験者による事例についての情報提供。
【主催】東北経済産業局
いわて起業家ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞﾈｯﾄﾜ
ｰｸ会議
【参加料】無料
（事前に参加申込みが必要です。）
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(財)岩手県单技術研究
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振興センター
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謹んで 初春をお祝い申し上げます
旧年中はいろいろお世話になりました 本年もよろしくお願い申し上げます
財団法人
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