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 ■「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】「平成 27 年改正特許法等の施行のための政令が閣議決定」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 年法律第 55 号）の施行期日を定め 

る政令」の施行期日を、平成 28 年 4月 1日と定めるものです。 

 

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


【平成 27年改正特許法等の概要】 

 (1)特許法           ： 職務発明制度の見直し  

 (2)特許法、商標法、国際出願法 ： 特許料等の改定 

 (3)特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.meti.go.jp/press/2015/01/20160119001/20160119001.html 

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

【２】平成 27年特許法等改正に伴う料金改定(平成 28 年 4月 1日施行)のお知らせ 

   （特許庁） 

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

 「特許法等の一部を改正する法律」及び「特許法等の一部を改正する法律の施 

行に伴う関係政令の整備等に関する政令」（以下、「改正法等」といいます。） 

の施行に伴い、特許関係料金、商標関係料金及び国際出願に係る国際調査手数料 

等が改定されることとなります。 

【概 要】 

 (1)特許関係 ： 特許料、出願料を 10％程度引下げ 

 (2)商標関係 ： 商標登録料を 25％程度、更新登録料を 20％程度引下げ 

 (3)国際出願関係手数料：国際出願の調査手数料等を日本語及び外国語別の料金 

             体系に改正 

【特許関係】（ 改定前 ／ 改定後 と記載しています。） 

 (1)出願料（特許法等関係手数料令第 1条第 2項） 

  ・特許出願    ：15,000円 ／ 14,000円 

  ・外国語書面出願  ：24,000円 ／ 22,000円 

 (2)特許料(平成 16年 4月 1 日以降に審査請求をした出願) (Ｓ＝請求項数) 

  第 1～3 年まで毎年 ： 2,300 円＋Ｓ× 200円 ／ 2,100円＋Ｓ×  200円 

  第 4～6 年まで毎年 ： 7,100 円＋Ｓ× 500円 ／ 6,400 円＋Ｓ×  500円 

  第 7～9 年まで毎年 ：21,400 円＋Ｓ×1,700円 ／19,300円＋Ｓ×1,500円 

  第 10～25年まで毎年：61,600 円＋Ｓ×4,800円 ／55,400円＋Ｓ×4,300円 

【商標関係】（ 改定前 ／ 改定後 と記載しています。） (Ｃ＝区分数) 

 (1)商標設定登録料 

  ・10 年分  ：Ｃ×37,600 円 ／ Ｃ×28,200円 

    ・分割納付 ：Ｃ×21,900円 ／ Ｃ×16,400円 

 (2)更新登録料 

  ・10 年分 ：Ｃ×48,500 円 ／ Ｃ×38,800円 

  ・分割納付 ：Ｃ×28,300円 ／ Ｃ×22,600円 

【PCT 国際出願に係る手数料】（ 改定前 ／ 改定後（日本語・外国語） ） 

  (1)国際調査手数料及び送付手数料 

   ・80,000円 ／ 日本語：80,000円 外国語：166,000円 

  (2)国際調査の追加手数料（1 発明毎） 

    ・60,000円 ／ 日本語：60,000円 外国語：126,000円 

  (3)予備審査手数料 

    ・26,000円 ／ 日本語：26,000円 外国語： 58,000円  

  (4)予備審査の追加手数料（1 発明毎） 

    ・15,000円 ／ 日本語：15,000円 外国語： 34,000円 

【新旧料金適用の考え方】 

 (1)改正法等の施行日（平成 28 年 4月 1日）より前に納付される特許料等は改 

  正前の料金（以下、「旧料金」といいます。）を適用します。 

http://www.meti.go.jp/press/2015/01/20160119001/20160119001.html


 (2)改正法等の施行日(平成 28 年 4月 1日)以降に納付される特許料等は改正後 

  の料金（以下、「新料金」といいます。）を適用します。 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/fy27_ryoukinkaitei.htm 

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

【３】平成 27年度「パテントコンテスト・デザインコンテスト表彰式」開催の 

   お知らせ（特許庁） 

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

 特許庁は、文部科学省、日本弁理士会及び（独）工業所有権情報・研修館とと 

もに、生徒・学生の知的財産に対する意識と制度に対する理解の向上を目的とし、 

全国の高校生、高等専門学校生や大学生等が創造した発明・デザインの中から特 

に優れたものを表彰し、出願支援を行っています。 

 平成 27年度の 61件の受賞者に対して、平成 28年 1 月 25日（月）にイイノホ 

ール&カンファレンスセンター(東京都千代田区)において、表彰式を開催しました。 

 また、過年度に出願支援を受けて権利化され、事業化に成功している優秀な事例 

について、発明･デザインで 2件の受賞者へ、特許庁長官賞の賞状を授与しました。 

【平成 27年度の特許庁長官賞】 

・パテントコンテストの部 

 特許第 4209927号（平成 19 年度パテントコンテスト入賞：出願支援対象） 

 発明の名称：テンペ入りチーズの製造方法（商品名：テンペチーズ） 

 発明者  ：清廣 まりな、中田 拓也 

 学校名  ：岡山県立高松農業高等学校（出願支援当時） 

  (請求項 1：大豆発酵食品であるテンペ菌発酵大豆に水を加えて強制撹拌する 

  ことでペースト状にしたテンペペーストを、無熟成・無塩の半硬質チーズ原 

   料に混合してプロセスチーズにすることを特徴とするテンペ入りチーズの製 

   造方法) 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/shoukai/soshiki/photo_gallery2016012601.htm 

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

【４】「権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載の申込について」の 

    お知らせ（特許庁） 

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

 特許庁では、特許権・実用新案権・意匠権の設定の登録がされることによって 

発生する特許権等の権利について、権利譲渡又は実施許諾をしたい方のために、 

当該出願の出願人又は権利者の申出によって、権利譲渡又は実施許諾の用意があ 

る旨を特許公報･登録実用新案公報･意匠公報に掲載するサービスを行っています。 

【今回の変更点】 

 ・特許出願 ： 特許料納付と同時 

 （平成 28 年 2月 1日からの申込みは、特許公報の発行期間の短縮にともない 

  「特許料納付と同時」に変更します。) 

【お問合せ先】 

 ・申込書の書き方、提出の方法についてのご質問について 

  特許庁総務部普及支援課公報管理班 

  TEL：03-3581-1101 内線 2326 FAX：03-3508-0877 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kouhou/kouhou2/kenri_jyouto_kouhou_moushikomi

.htm 

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/fy27_ryoukinkaitei.htm
https://www.jpo.go.jp/shoukai/soshiki/photo_gallery2016012601.htm
https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kouhou/kouhou2/kenri_jyouto_kouhou_moushikomi.htm
https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kouhou/kouhou2/kenri_jyouto_kouhou_moushikomi.htm


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

【５】「産学連携知的財産アドバイザー派遣先募集」のお知らせ（INPIT） 

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

 （独）工業所有権情報・研修館(INPIT)は、事業化を目指す産学連携プロジェク 

トを展開する大学に、知的財産の専門家である産学連携知的財産アドバイザー 

（以下「産学連携知財 AD」という。）を派遣して、地方創生に資する大学等の活 

動を促進することを目的とした「産学連携知的財産アドバイザー派遣事業」を平 

成 28 年度より開始します。この目的の達成に向け、｢プロジェクト支援型｣と｢プ 

ロジェクト形成支援型｣の 2 つのサブ事業から構成されるプログラムを推進する 

派遣先を募集いたします。 

【A)プロジェクト支援型】 

(1)応募の要件：応募時点で、大学等の研究成果に基づく事業化の可能性が高い 

  と思われる新技術が存在していることが必要です。 

(2)申請者の要件：申請する大学 （以下、「幹事大学 A｣という）は、産学連携の 

   体制整備を始めてから 10 年以上経過し、一定程度の技術移転実績等を有して 

  いる中小規模の大学であって、学校教育法（昭和二十二年三月三十一日律第 

  二十六号）で定めるところの大学あり、毎年一定数の学生を受け入れ、卒業 

  させるともに、研究活動が実施されている大学であること 等。 

(3)支援活動の概要：知的財産マネジメントの側面から次の支援等を行います。 

   ・プロジェクトの研究開発戦略や事業戦略又は事業化シナリオの把握 

  ・プロジェクトが属する分野の特許情報の分析 

   ・研究開発戦略・事業化戦略と整合する知的財産戦略の策定を支援 

  （知的財産ポートフォリオの出口イメージとそれに至るロードマップ） 

【B)プロジェクト形成支援型】 

(1)応募の要件：応募時点で、大学等の研究成果に基づいた事業化の可能性があ 

  ると見込まれる技術シーズ又はデザインが複数存在していることが必要です。 

(2)申請者の要件:申請する大学（以下、「幹事大学 B」という）は、産学連携の 

  体制整備を始めてから概ね 10年未満の中小規模の大学であって、学校教育 

  法（昭和二十二年三月三十一日律第二十六号）で定めるところの大学であり、 

  毎年一定数の学生を受入れ、卒業させるとともに、研究活動が実施されてい 

   る大学であること等。 

(3)支援活動の概要：知的財産マネジメントの側面から次の支援等を行います。 

  ・大学ネットワークの連携関係の的確な利活用に関するアドバイス 

  ・大学ネットワークに参加する大学等の知的財産活用体制の強化に関する 

     アドバイス 

  ・ニーズとシーズの発掘及びプロジェクトを創出する上での課題の抽出と 

   課題解決の方法等に関するアドバイス 

《共通》 

【知財調査等に要する費用の支弁】 

  各プロジェクトの支援活動を産学連携知財 ADが円滑に実施できるように、産 

  学連携知財 ADには 1人当たり年 250万円を上限に特許文献等の調査・分析等 

  に必要な費用を本事業において支弁します。 

【費用負担】産学連携知財 AD の人件費および活動費は、（INPIT）が負担いたし 

  ます。ただし、採択された大学における執務環境整備・消耗品等は、当該大 

  学の負担となります。 

【募集期限】平成 28年 2月 12 日（金）（必着） 

【お問合せ先】（独）工業所有権情報・研修館（INPIT） 



 知財人材部 専門人材担当 TEL：03-5512-1202 FAX： 03-5512-1203 

 E-mail： PA9300@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/katsuyo/uicad/hakensaki_bosyuu/koubo.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） 

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

2016.01.26 ロシア 商標制度の運用実態 

2016.01.26 中国   特許審査ハイウェイ（PPH）の利用 

2016.01.26 香港   意匠の表現に関する制度・運用 

▽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】「地理的表示登録産品事例報告会」(岡山)開催のお知らせ(食品需給研究ｾﾝﾀｰ) 

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

 地理的表示保護制度（GI）とは、地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産 

物・食品のうち、品質等の特性が産地と結びついており、その結びつきを特定で 

きるような名称（地理的表示）が付されているものについて、その地理的表示を 

知的財産として国に登録することができる制度です。 

 このたび、登録産品の事例報告会及び相談会を開催いたしますので、地理的表 

示について知りたい方、登録申請をお考えの皆さまは、ぜひご参加ください。 

【日 程】平成 28 年 2月 4 日（木）13:30～17:00 

【場 所】ラヴィール岡山 嘉（よろこび）の間（岡山市北区駅元町 1-10） 

【対象者】登録申請を検討している団体、その団体を支援する市町村等など 

【定 員】事例報告会：100 名、相談会(事前申込制)：6名/団体 

【内 容】 

 (1)事例報告会等（13：30～15：30） 

  ・あおもりカシス（あおもりカシスの会） 

    ・神戸ビーフ・但馬牛（神戸肉流通推進協議会） 

    ・その他 登録産品の事例報告（GIサポートデスク） 

    ・地理的表示保護制度について（中国四国農政局） 

  (2)個別相談会（1者につき 30 分程度）（15：50～17：00） 

【申込方法】（一社）食品需給研究センター 登録産品事例報告会 担当宛て 

 (1)Web からのお申込：下記の HPの参加申込フォームに必要事項を記入の上 

   お申込みください。 

    https://ssl.alpha-prm.jp/fmric.or.jp/gidesk/event/chugoku.htm 

 (2)FAX でのお申込：下記の HP の参加申込票に必要事項を記入の上、 

   送信してください。（FAX：03-5567-1960） 

mailto:PA9300@inpit.jpo.go.jp
http://www.inpit.go.jp/katsuyo/uicad/hakensaki_bosyuu/koubo.html
http://www.globalipdb.jpo.go.jp/
https://ssl.alpha-prm.jp/fmric.or.jp/gidesk/event/chugoku.htm


  http://www.fmric.or.jp/gidesk/event/pdf/chugoku160204.pdf  

【申込期限】平成 28年 2月 2日（火） 

【お問合せ先】（一社）食品需給研究センタ（GI サポートデスク） 

        担当： 中谷（なかたに）、江端（えばた） 

        TEL：03-5567-1991 FAX：03-5567-1960 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.fmric.or.jp/gidesk/event/index.html 

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

【８】広報誌「とっきょ」平成 27年 12・1月号 発行のお知らせ（特許庁） 

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

 ・全国ご当地ブランドめぐり  

     (1)小豆島オリーブ（香川県）(2)勇知いも（北海道稚内） 

 ・全国の特許室を訪ねて 関東経済産業局 特許室 

 ・特集 1 ニセモノを買わない、はびこらせない! 

          模倣品・海賊版撲滅キャンペーン 

 ・特集 2 画像デザインを簡単調査！ 

     画像意匠公報検索支援ツール(Graphic Image Park) 

 ・知恵と知財でがんばる中小企業 株式会社ユニオン（大阪市） 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/pdf/kohoshi_tokkyo/tokkyo_26.pdf 

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

【９】■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 

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

■「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 

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

■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 

http://www.fmric.or.jp/gidesk/event/pdf/chugoku160204.pdf
http://www.fmric.or.jp/gidesk/event/index.html
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/pdf/kohoshi_tokkyo/tokkyo_26.pdf
http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/hanamichi.html
https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu_guideline.htm


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】 

 (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 

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

■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。  

【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） 

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


【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 

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

■「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。 

 ［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) 

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


▽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 

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

■「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 

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