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【６】新興国等知財情報データバンク（特許庁提供）について 

【７】■再掲情報■ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ■「中国地域知的財産戦略本部」 

   http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/index.html 

  ┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━┓ 

  ┃『知財総合支援窓口』は、"秘密厳守"・"相談無料"です。            ┃ 

  ┃  ～《支援内容》～                                             ┃ 

  ┃・知的財産権制度の説明                                    ┃ 

  ┃・知的財産に関する各種支援施策の紹介・説明           ┃ 

  ┃・電子出願を含めた出願等の手続支援（電子出願用端末を設置）    ┃ 

  ┃・高度な専門性を必要とする内容は担当者と専門家が共同で解決支援 ┃ 

  ┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━┛ 

   ※中国地域の『知財総合支援窓口』は、以下の HP をご覧ください。   

   http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/m_sodan/index.html 

------------------------------------------------------------------------ 

  ◆「知財人材データベース」への登録について（中国経済産業局）◆ 

------------------------------------------------------------------------ 

 中国地域で、「知的財産を経営に活かすために相談をしたいが、専門家が近く 

にいない」という中小企業等の皆様を、是非サポートしたいとのお考えの知財専 

門家、知財業務経験者の方々に「知財人材データベース」へのご登録をお勧めい 

たします。 

▽「登録から支援までの流れ」については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://chizai-jinzai-db.go.jp/others/regist.php 

------------------------------------------------------------------------ 

２．内 容 

------------------------------------------------------------------------ 

【１】「特許法第 35条第 6項の指針（ガイドライン）案」公表のお知らせ 

    （特許庁） 

------------------------------------------------------------------------ 

 職務発明制度の見直しを含む、「特許法等の一部を改正する法律（平成 27年 7 

月 10 日法律第 55号）」の成立に伴い、改正特許法第 35 条第 6 項に基づく指針（ 

経済産業省の告示）の案がまとまり、公表されましたので、お知らせします。 

 なお、この指針案については、平成 27年度改正法が施行（平成 28年 4月 1日 

を予定）された後、経済産業省告示として公表する予定です。 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu_guideline.htm 

http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/index.html
http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/m_sodan/index.html
https://chizai-jinzai-db.go.jp/others/regist.php
https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu_guideline.htm


------------------------------------------------------------------------ 

【２】「平成 27 年改正特許法 職務発明ガイドライン案説明会」開催のお知らせ 

     （特許庁） 

------------------------------------------------------------------------ 

 「特許法等の一部を改正する法律（平成 27 年 7月 10 日法律第 55号）」の成立 

に伴い、改正特許法第 35条第 6項に基づく指針（経済産業省の告示）の案がま 

とまりましたので、全国の主要都市において説明会を開催いたします。  

【日程、場所および定員】 

 (1)神奈川県 （横浜市教育会館 (ホール)） 

    平成 28 年 1月 25日(月)10:00～12:00      500 名 

 (2)愛知県   （名古屋商工会議所 (2 階ホール)）   

    平成 28 年 1月 27日(水)13:30～15:30      500 名 

 (3)(4)東京都（中野サンプラザ (サンプラザホール)） 

    平成 28 年 2月 3日(水)10:00～12:00      1000名 

    平成 28 年 2月 3日(水)14:00～16:00      1000名（満員） 

 (5)大阪府   （大阪商工会議所 (国際会議ホール)） 

    平成 28 年 2月 15日(月)13:30～15:30      500 名（満員） 

 (6)福岡県   （福岡市中央区 天神ビル (10 号会議室)） 

    平成 28 年 2月 16日(火)13:30～15:30      200 名 

 (7)宮城県   （TKPガーデンシティ仙台 (21階ホール B-2)） 

    平成 28 年 2月 23日(火)13:30～15:30      100 名 

【講 師】特許庁職員 

【参加費】無料 

【内 容】職務発明ガイドライン案説明会 

 「（平成 27 年 7月 10 日法律第 55号）第 35条第 6項」に基づく指針（職務発明 

 ガイドライン案）の概要について 

【お申込方法】以下の HPの参加申込フォームに必要事項を入力の上、確認ボタ 

 ンを押してください。 http://www.jiii.or.jp/h27_houkaisei/area.html 

【申込期限】開催 2日前まで受付いたします。 

      なお、定員に満たない場合は当日会場にて直接受付も可能です。 

【お問合せ先】特許法等改正説明会運営事務局（一社）発明推進協会 

           TEL：03-3502-5437 FAX：03-3504-1480 

           E-mail：h27_houkaisei@jiii.or.jp 

【主 催】特許庁、各経済産業局特許室、内閣府沖縄総合事務局特許室 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.jiii.or.jp/h27_houkaisei/index.html 

https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/pdf/shokumu/09.pdf 

------------------------------------------------------------------------ 

【３】「平成 27 年度 意匠制度の改正に関する説明会」（広島）開催のお知らせ 

   （特許庁） 

------------------------------------------------------------------------ 

～ハーグ協定に基づく国際登録制度と意匠審査基準の改訂（画像を含む意匠）～ 

 平成 27年 5月 13日から利用が開始された、ハーグ協定に基づく意匠の国際登 

録制度について、その概要と具体的な手続方法、出願時の図面作成のポイントを、 

特許庁の職員がわかりやすく説明します。また、デジタル機器の操作画像のデザ 

インなど、画像を含む意匠に関して、平成 28 年度に予定されている意匠審査基 

準改訂のポイントについても解説します。  

http://www.jiii.or.jp/h27_houkaisei/area.html
mailto:h27_houkaisei@jiii.or.jp
http://www.jiii.or.jp/h27_houkaisei/index.html
https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/pdf/shokumu/09.pdf


【日 程】平成 28 年 2月 3 日（水）13:30～16:10（受付開始 13:00） 

【場 所】広島 YMCA国際文化センター2号館大会議室（広島市中区八丁堀 7-11）  

【定 員】50名    

【内 容】 

 (1)意匠の国際登録制度の概要、具体的な手続方法、国際出願時の図面作成のポイント 

 (2)画像を含む意匠に関する意匠審査基準改訂のポイント 

【申込方法】運営事務局（株式会社ワンベスト） 

・Web の場合：お申込みフォームに必要事項を入力の上、送信してください。 

 https://reg26.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nc-namfm-7cd19bd4540949b26e5bf882aa5c0526 

・FAX の場合：下記 HP の参加用紙に必要事項をご記入の上、FAX送信してく 

  ださい。FAX：03-5510-4060（24時間受付） 

【お問合せ先】平成 27年度意匠説明会運営事務局（株式会社ワンベスト） 

        TEL：03-5510-4080 （平日 10:00～18:00 土・日・祝日除く） 

【主 催】特許庁、各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.seminar-reg.jp/isyou/2016/index.html 

------------------------------------------------------------------------ 

【４】「平成 28 年度 弁理士試験の公告及び受験案内」のお知らせ（特許庁） 

------------------------------------------------------------------------ 

 平成 28年度弁理士試験の公告及び受験案内が、特許庁ホームページに掲載され 

ましたのでお知らせいたします。 

【試験の期日】 

 (1) 短答式筆記試験（東京、大阪、仙台、名古屋及び福岡） 

             平成 28年 5 月 22日（日） 

 (2) 論文式筆記試験（東京及び大阪） 

           平成 28 年 7月 3日 （日）必須科目 

           平成 28 年 7月 24 日 （日）選択科目 

 (3) 口述試験   （東京） 

           平成 28 年 10月下旬（詳細期日は、4月中に官報で公告） 

【合格発表（予定）】 

 (1) 短答式筆記試験 平成 28 年 6月 13 日 （月）（予定） 

 (2) 論文式筆記試験 平成 28 年 9月 28 日 （水）（予定） 

 (3) 最終合格    平成 28 年 11月 9 日 （水）（予定） 

【受験願書の交付】 

【インターネットから請求する場合】特許庁の HPから請求してください。 

  ［期間］平成 28年 2月 1 日(月)～平成 28年 3月 22 日(火) 

【郵送で請求する場合】 

 封筒の表面に「弁理士試験受験願書請求」と朱書し、返信用の封筒(角形 2号 

 （240mm×332mm）に受験願書の送付先を明記し、140 円分の郵便切手を貼付し 

   たもの）を同封して、以下の宛先に請求してください。 

 ［期間］平成 28年 3 月 1日(火)～平成 28年 4月 1日(金)（必着） 

 ［宛先］〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目 4番 3号 

     特許庁 総務部 秘書課 弁理士室 試験第一班 宛 

【直接交付を受ける場合】 

 期間内に交付場所にお越しください。入構の際は、身分証明書の提示を求め 

  られる場合がありますので、免許証等身分を証明できるものをご持参してく 

 ださい。 

https://reg26.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nc-namfm-7cd19bd4540949b26e5bf882aa5c0526
http://www.seminar-reg.jp/isyou/2016/index.html


 ［期間］平成 28年 3 月 1日(火)～平成 28年 4月 8日(金)9時～17 時 

    （行政機関の休日に該当する日を除く） 

 ［交付場所］特許庁及び各経済産業局※ 

   ※中国経済産業局の受験願書交付場所は、下記の場所となります。 

     （入館時、1 階受付にて入館手続が必要です。） 

   中国経済産業局 地域経済部 次世代産業課 特許室 

      (広島市中区上八丁堀 6番 30号  広島合同庁舎 2号館 3階) 

      TEL：082-224-5680 

【お問合せ先】総務部 秘書課 弁理士室 

    TEL：03-3581-1101 内線 2020 FAX：03-3592-5222 

【受験願書等の受付期間】平成 28年 3 月 25日(金)～4 月 8 日(金)(消印有効) 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/h28_sekou.htm 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/benrisi_test_info.htm 

------------------------------------------------------------------------ 

【５】特許庁委託事業「ASEAN知的財産セミナー」（東京）開催のお知らせ 

  （JETRO） 

------------------------------------------------------------------------ 

 日本企業の進出が相次ぐ ASEAN 地域において、知的財産権保護の必要性はます 

ます高まっていますが、各国の知的財産制度に関する情報は、必ずしも容易に入 

手できるものではありません。 

 そこで、ジェトロでは、国際協力機構（JICA）から ASEAN 各国の知的財産関係 

政府機関に出向している専門家をお招きし、各国の知的財産に関する最新動向に 

ついてご講演いただくセミナーを開催します。 

【日 程】平成 28 年 2月 5 日（金）13:00～17:00（12:30分受付開始） 

【場 所】JETRO本部 5階 展示場（港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル） 

【参加費】無料  

【定 員】200名（先着順、定員になり次第、締切ります）  

【内容および講師】（次第(予定)） 

 (1)開会挨拶 JETROシンガポール事務所 知的財産部長    五十棲 毅 氏 

 (2)「ASEAN知財概況等について」 

       JETROバンコク事務所   知的財産部長     高田 元樹 氏 

 (3)「インドネシア知的財産制度の整備状況について」（仮） 

   国際協力機構（JICA）長期専門家／チーフアドバイザー 長橋 良浩 氏 

  (4)「ベトナムにおける日本の知財協力と企業の知財活用」（仮） 

   国際協力機構（JICA）長期専門家／チーフアドバイザー 西山 智宏 氏 

 (5)「ミャンマー知的財産制度の整備状況について」（仮） 

   国際協力機構（JICA）長期専門家／アドバイザー    上田 真誠 氏 

 (6)Q&A セッション（回答者：全スピーカー） 

   モデレータ：JETROシンガポール事務所 知的財産部長  五十棲 毅 氏 

【お申込方法】以下の HPの参加申込フォームに必要事項を入力し、送信して 

  ください。（はじめてご利用の方はユーザー登録が必要です。） 

【申込期限】平成 28年 1月 29 日（金）23:59 

【主催・共催】特許庁、JETRO 

【後 援】国際協力機構（JICA）   

【お問合せ先】JETRO知的財産課 TEL：03-3582-5198 FAX：03-3585-7289 

           E-mail：chizai@jetro.go.jp 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/h28_sekou.htm
https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/benrisi_test_info.htm
mailto:chizai@jetro.go.jp


          担当：（内容について）南澤・谷波、（出席について）若狭 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.jetro.go.jp/events/iia/5c878749cc29c0e7.html 

------------------------------------------------------------------------ 

【６】新興国等知財情報データバンク（特許庁提供）について 

------------------------------------------------------------------------ 

 特許庁では、我が国企業の新興国等での事業展開に伴う出願等の知財活動をサ 

ポートし、海外知財リスクに対応するため、中国・韓国・台湾を中心とした新興 

国等の知財実務情報を、国別・地域別、カテゴリー別に整理して提供しています。 

 最新情報はトップページに「新着情報」として掲載しています。 

 また、新興国等に進出する際に、まず収集すべき知財実務情報を、「ガイダン 

ス情報」として取りまとめて掲載しています。 

「新着情報」 

（更新日）（国・地域）（カテゴリー） 

------------------------------------------------------------------------ 

2016.01.15 韓国         営業秘密流出の実態と事前防止策 

2016.01.15 インドネシア 特許審査ハイウェイ（PPH）の利用 

2016.01.15 インド       商標制度の運用実態 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.globalipdb.jpo.go.jp/ 

------------------------------------------------------------------------ 

【７】■再掲情報■ 

------------------------------------------------------------------------ 

■「もうけの花道」Web動画セミナーの Renewal のお知らせ(中国経済産業局) 

------------------------------------------------------------------------ 

 「もうけの花道」は、中小ベンチャー企業が抱える様々な知財に関する問題・ 

課題に対して事例を交えて対処法や支援施策等を紹介し、幅広い層の人達に知的 

財産への「気づき」や「認識」を広め、普及活動、活用促進を進めています。 

 本年は、「もうけの花道」のコンテンツを充実させて、リニューアルを果たし 

ました。【もうけの花道】、【もうけのビックリたまご】、【もうけの落とし穴】及 

び【知財戦略のススメ】の各事例をご紹介しています。 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/hanamichi.html 

------------------------------------------------------------------------ 

■「キヤノン(株)のブランド戦略事例から学ぶ！中小企業の知財活用のコツ」 

   (広島、岡山)開催のお知らせ(中国地域知的財産戦略本部） 

ブランド、デザイン、特許等の知的財産を企業経営に活かす活用ポイン卜、重 

要性等についてのセミナーを開催いたします。 

(1)≪広島県会場≫  

 【日 程】平成 28年 1月 21 日（木）13:30～16:00 

 【場 所】広島発明会館 4 階 研修室（広島市中区千田町 3-13-11） 

(2)≪岡山県会場≫ 

 【日 程】平成 28年 1月 22 日（金）13:30～16:00 

 【場 所】テクノサポート岡山 研修棟 1階大会議室（岡山市北区芳賀 530） 

《両会場共通》 

【内容・講師】 

https://www.jetro.go.jp/events/iia/5c878749cc29c0e7.html
http://www.globalipdb.jpo.go.jp/
http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/hanamichi.html


 (1)知財を企業経営に活かす 

  ・ビジネスにおける知財の活用 ・知的財産の有効活用のポイント 

    《講師》森 寿夫 氏 森特許事務所 所長 弁理士 

 (2)キヤノン（株）のブランド戦略事例 

  ・組織 ・プロダクトブランデイング・ネーミング 

  ・調査、権利化、維持 ・模倣品対策 

   《講師》久留 晴夫 氏 キャノン（株）知的財産法務本部 担当部長 

【対象者】一般、中小企業等 

【定  員】60名 

【参加費】無料 

【申込締切】平成 28年 1月 19 日（火） 

【申込方法】以下の HPの「参加申込書」に必要事項を記入し、FAXか郵送にて 

 お申込ください。E-mailの場合は必要事項を記入の上、送信してください。 

【お問合せ・申込先】事務局 

 (1)広島会場：（一社）広島県発明協会(〒730-0052広島市中区千田町 3-13-11) 

  TEL：082-241-3940 FAX：082-241-4088 E-mail：info@hiroshima-hatsumei.jp 

 (2)岡山会場：（一社）岡山県発明協会(〒701-1221岡山市北区芳賀 5301) 

   TEL：086-286-9656 FAX：086-286-9678 E-mail：hkinfo@optic.or.jp 

【主 催】中国地域知的財産戦略本部、中国経済産業局 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji9161.html 

------------------------------------------------------------------------ 

■「事例から学ぶ！中小企業の知財活用のコツ」（山口）開催のお知らせ 

 （中国地域知的財産戦略本部） 

------------------------------------------------------------------------ 

 ～知恵と知財でがんばる「(有)ちふりや工業」の場合～ 

【日 程】平成 28 年 1月 26 日（火）13:30～16:00 

【場 所】山口グランドホテル 2階 ダイヤモンド（山口市小郡黄金町 1-1） 

【講 師】維新国際特許事務所 所長       井上 浩   氏 

     （有）ちふりや工業 代表取締役  岩下 芳人  氏 

【内 容】 

 (1)知的財産、知的財産権とは (2)企業における特許権の活用 

 (3)経営戦略と知財戦略 (4)知的財産権の必要性 (5)まとめ 

【対象者】一般、中小企業の経営者、知財担当者、若手社員 等  

【参加費】無料  

【定 員】30名  

【申込方法】以下の HPの「参加申込書」に必要事項を記入し、FAXか郵送にて 

 お申込ください。E-mailの場合は必要事項を記入の上、送信してください。 

【申込締切】平成 28年 1月 25 日（月） 

【お問合せ先・申込先】事務局  

 （一社）山口県発明協会(〒753-0077山口市熊野町 1-10 NPYビル 10 階) 

 TEL：083-922-9927 FAX：083-921-2013 E-mail：hatsumei@ymg-ssz.jp 

【主 催】中国地域知的財産戦略本部、中国経済産業局 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji9108.html 

------------------------------------------------------------------------ 

■「知財総合支援窓口運営業務」の企画提案公募のお知らせ（特許庁） 
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 全国の都道府県において、中堅・中小企業、個人事業主、創業予定の個人（以 

下「中小企業等」という。）を対象として、利用者にとって利便性が優れる場所 

に窓口を開設し、都道府県の実情（産業構造の地域性や特性等）に応じて、窓口 

相談支援事業者及び機能強化事業者と協力しつつ、中小企業等の利用者からの相 

談に対する的確な回答の提供、及び中小企業等の利用者からの支援要請に対する 

的確な支援を行う窓口を運営するとともに、知的財産への意識が希薄な（活用し 

たことがない等）中小企業等に対する知的財産活用の重要性等について“気づき” 

（意識）を醸成し知的財産の活用を促すための普及啓発等の業務を行う事業者を 

公募型企画競争により選定します。 

【スケジュール】 

 平成 27年 12 月 10日（木）  公募開始 

  平成 28年 1月 29日（金）  公募締切り 

  平成 28年 2月 23日（火）  公募選考委員会による事業者決定 

  平成 28年 2月 26日（金）  選考結果の通知 

  平成 28年 4月 1日（金）  業務開始 

【説明資料交付場所】下記問い合わせ先及び説明会会場にて交付するほか 

 E-mail で交付を請求することができます。 

 ※E-mailによる説明資料の請求の受付は、平成 28年 1月 22日（金）まで。 

【お問合せ先】（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）地域支援部 

 〒100－0013 東京都千代田区霞が関 3－4－3（特許庁庁舎 2 階） 

 TEL：03-3503-6051 FAX：03-3502-8916 E-mail：PA8300@inpit.jpo.go.jp 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.inpit.go.jp/kobo/anken/h27/h271210.html 

http://www.inpit.go.jp/content/100767472.pdf 

------------------------------------------------------------------------ 

■「知財金融シンポジウム 知財金融とは何か」（さいたま）開催のお知らせ 

  （特許庁） 

 ～知財を切り口とした事業性評価から生まれる地方創生の視点～ 

 中小企業の知財を活用したビジネス全体を評価する「知財ビジネス評価書」を、 

金融機関における評価の一助として活用いただくことを目的とした、特許庁「中 

小企業知財金融促進事業」の一環として開催するものです。 

【日 程】平成 28 年 1月 29 日（金）13:30～17:00 

【場 所】さいたま新都心合同庁舎講堂（さいたま市中央区新都心 1-1） 

【定 員】250名※定員になり次第締切らせていただきます。 

【参加料】無料 

【プログラム】 

 ・基調講演 1 経済産業省 特許庁 長官              伊藤 仁  氏  

 ・基調講演 2 財務省 関東財務局 理財部長           金森 正樹 氏  

 ・基調報告 1 神戸大学大学院経済経営研究所 教授     家森  信善 氏  

 ・基調報告 2 内田・鮫島法律事務所 弁護士・弁理士   鮫島  正洋 氏  

【パネルディスカッション】 

 《パネリスト》 

  内田・鮫島法律事務所 弁護士･弁理士          鮫島 正洋 氏 

  日本銀行 金融機構局 金融高度化センター 副センター長 山口 省藏 氏 

  正林国際特許商標事務所 所長弁理士          正林 真之 氏 

   （ほか、地域金融機関、中小企業経営者を予定） 

  《モデレータ》 

mailto:PA8300@inpit.jpo.go.jp
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  三菱 UFJリサーチ&コンサルティング（株）産業資金研究室長 

  兼知的財産コンサルティング室 主任研究員       肥塚 直人 氏 

【申込方法】以下の HPの参加申込書に必要事項を記入の上、必ず 

  「FAX：03-6733-1028」もしくは「メール(知財金融 Web site 内の申込み 

   メールフォーム)」にて事前にお申込みください。   

     http://chizai-kinyu.jp/event/event0002.html     

【申込期限】平成 28年 1月 25 日（月） 

【お問合せ先】事務局 三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング（株） 

 （特許庁受託事業）中小企業知財金融促進事業 TEL：03-6733-1405 

【主 催】経済産業省特許庁、関東経済産業局 

【後 援】財務省関東財務局（予定） 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/201511_symposium_chizai.htm 

------------------------------------------------------------------------ 

■「ダントツ発明力事例研究」～他社特許突破セミナー（広島）開催の 

  お知らせ（広島県発明協会） 

【日 程】平成 28 年 2月 4 日（木）13:00～17:00 

【場 所】広島発明会館 4階 研修室（広島市中区千田町 3-13-11）  

【講 師】TechnoProducer（株）M&A シニアエキスパート 冨松 大介 氏 

【定 員】12名 

【対象者】すべての技術系担当者（特に就業 3年目以上の技術者） 

     知的財産／教育担当者、研究開発企画担当者、経営企画担当者 

【受講料】会員：20,520円（税込） 一般：41,040円（税込） 

【お問合せ先、申込先】以下の HPの参加申込書にご記入の上、FAX又は郵送にて 

 お申込みください。また、メールでのお申込みは下記内容をご記入の上、送 

 信してください。 

（一社）広島県発明協会(〒730-0052広島市中区千田町 3-13-11) 

 担当：熊野、吉村 

 TEL：082-241-3940 FAX：082-241-4088 E-mail：info@hiroshima-hatsumei.jp 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji9189.html 

☆====================================================================☆ 

 本メールサービスの内容等に対するお問合せ、ご意見、ご要望、また本メー 

  ルサービスの配信の希望、中止及び配信先の変更等は、こちらへお願いします。 

 中国地域知的財産戦略本部事務局 

 経済産業省 中国経済産業局 地域経済部 次世代産業課 特許室 

 住 所：〒７３０－８５３１ 広島市中区上八丁堀６番３０号 

 TEL：（０８２）２２４－５６８０  FAX：（０８２）２２４－５６４５ 

 E-mail: cgk-tokkyo@meti.go.jp 

 ＵＲＬ： http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/mail_mz/index.html 

☆====================================================================☆ 

http://chizai-kinyu.jp/event/event0002.html
https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/201511_symposium_chizai.htm
mailto:info@hiroshima-hatsumei.jp
http://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji9189.html
mailto:cgk-tokkyo@meti.go.jp
http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/mail_mz/index.html

