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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】「知的財産権活用企業事例集 2016｣ 発行のお知らせ（特許庁） 

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

 ～知恵と知財でがんばる中小企業 78～ 

 知的財産を積極的に活用する中小企業・小規模事業者の具体的な取組として、 

新たな 78事例を紹介しています。 

 知恵と知財を武器に様々な分野で活躍している中小企業 78社の取組事例を紹 

介し本事例集は、参考となる先進的な事例を分野別に整理し、知財キーワードご 

とにインデックスを付け、ニーズに合った事例を検索しやすいように工夫してい 

ます。中国地域では、以下の 8社の事例が紹介されています。 

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


【中国地域 8社】 

【建築・建設・土木】 

 ・株式会社コトガワ                 （山口県） 

  https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/kigyou_jireii2016/03.pdf#page=12 

【金型・プレス加工・工業部品】 

 ・内山工業株式会社                 （岡山県） 

  https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/kigyou_jireii2016/04.pdf#page=14 

 ・株式会社ビック・ツール              （鳥取県） 

  https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/kigyou_jireii2016/04.pdf#page=16 

 ・有限会社岩崎目立加工所              （島根県）  

  https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/kigyou_jireii2016/04.pdf#page=18 

【農業機械・食品機械】 

 ・株式会社フジワラテクノアート       （岡山県） 

  https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/kigyou_jireii2016/06.pdf#page=10 

 ・株式会社ヤナギヤ                （山口県） 

  https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/kigyou_jireii2016/06.pdf#page=12 

【医療機器・医療用具・介護用品】 

 ・株式会社コーポレーションパールスター（広島県） 

  https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/kigyou_jireii2016/08.pdf#page=8 

【IT・電気機器・電子機器・分析機器】 

 ・テンパール工業株式会社              （広島県） 

  https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/kigyou_jireii2016/09.pdf#page=10 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/kigyou_jireii2016.htm 

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

【２】「地域団体商標事例集 2016」発行のお知らせ（特許庁） 

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

 地域ブランドの保護・振興を目的に導入した「地域団体商標制度」の一層の普 

及と活用を促進するため、本制度の解説や具体的な活用事例等を紹介しています。 

 また、登録主体を拡充した団体での初の登録である香川県の「小豆島オリーブ 

オイル」など、最新登録 17 件の「商品・サービスの特徴」を含め、平成 27年 

12 月末までに登録された地域団体商標 587 件の紹介等を掲載しています。 

 地域団体商標に関する特許庁の支援策、地域団体商標と地理的表示(GI)の活用 

Ｑ＆Ａ、地域団体商標権の存続期間更新のお知らせ等も掲載しています。 

 中国地域では、39件が登録されています。 

【中国地域(39件)（●平成 27 年登録分)】 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/files/tiikibrand_2016/23_07.pdf 

・鳥取県(6件) 

 （三朝温泉、東伯和牛、東伯牛、因州和紙、大山ブロッコリー、●日南トマト） 

・島根県(7件) 

 （石州瓦、しまね和牛、玉造温泉、十六島紫菜、多伎いちじく、石見和牛肉、 

  ●隠岐牛） 

・岡山県(6件) 

 （岡山白桃、千屋牛、湯郷温泉、湯原温泉、備前焼、藤田レタス） 

・広島県(14 件) 

 （福山琴、広島みかん、広島の酒、広島はっさく、府中家具、広島かき、 

  高根みかん、広島レモン、広島針、びんご畳表、三次ピオーネ、福山のくわい 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/kigyou_jireii2016/03.pdf#page=12
https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/kigyou_jireii2016/04.pdf#page=14
https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/kigyou_jireii2016/04.pdf#page=16
https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/kigyou_jireii2016/04.pdf#page=18
https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/kigyou_jireii2016/06.pdf#page=10
https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/kigyou_jireii2016/06.pdf#page=12
https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/kigyou_jireii2016/08.pdf#page=8
https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/kigyou_jireii2016/09.pdf#page=10
https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/kigyou_jireii2016.htm
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/files/tiikibrand_2016/23_07.pdf


  大長レモン、●大長みかん） 

・山口県(6件) 

 （下関うに、北浦うに、長門ゆずきち、厚保くり、下関ふく、長門湯本温泉） 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tiikibrand.htm 

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

【３】「平成 27 年改正特許法 職務発明ガイドライン案」 説明資料およびビデオ 

   掲載のお知らせ（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）」が成立したことに伴い、改正特許法第 35 条第 6 項に基づ 

く指針（ガイドライン）について、産業構造審議会特許制度小委員会で審議して 

まいりました。同小委員会での審議及びパブリックコメントの結果を受けたガイ 

ドライン案がとりまとまりましたので、昨年 1月から全国の主要都市において説 

明会を開催いたしました。説明会は全日程終了しておりますが、当日の講義内容 

のビデオ、資料については、以下の HP よりご覧いただけます。 

【講義内容】改正特許法第 35 条第 6 項に基づく職務発明ガイドライン案の概要 

【説明会の内容に関するお問合せ】 

 担当：特許庁 総務部 普及支援課 産業財産権専門官 

  TEL：03-3581-1101 内線 2340  E-mail：PA0661@jpo.go.jp 

【ガイドライン案の内容に関するお問合せ】 

 担当：特許庁総務部総務課制度審議室 

 TEL：03-3581-1101 内線 2118 E-mail：PA0A00@jpo.go.jp 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h27_syokumu_video.htm  

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

【４】「かんたん商標出願講座（動画）リニューアル」のお知らせ（INPIT） 

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

 （独）工業所有権情報・研修館（INPIT）相談部では「産業財産権相談サイト」 

を開設し、FAQの形式で書面手続の各種様式や記載例、手続の流れなどをご案内 

しています。 

 このたび、「かんたん商標出願講座（動画）」をリニューアルし、「商標とは何 

か」、「先願調査方法」、「出願書類の書き方」、「新しいタイプの商標について」等 

を音声付で解説しています。商標制度等の理解を深める参考資料としてご利用く 

ださい。 

【お問合せ先】（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）相談部 相談担当  

   TEL：（代表）03-3581-1101 内線 2121～2123 FAX：03-3502-8916 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.inpit.go.jp/blob/soudan/movie/m00001/shutsugan/index.html 

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

【５】広報誌「とっきょ」平成 28年 4・5 月号 発行のお知らせ（特許庁） 

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

【特集 1】特許情報分析を活用してください 

      中小企業等特許情報分析活用支援事業 

【全国の特許室を訪ねて】四国経済産業局 特許室 

【特集 2】営業秘密・知財戦略相談窓口「営業秘密 110 番」が 1周年を迎えました 

【知恵と知財でがんばる中小企業】 株式会社タニタ 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tiikibrand.htm
mailto:PA0661@jpo.go.jp
mailto:PA0A00@jpo.go.jp
https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h27_syokumu_video.htm
http://www.inpit.go.jp/blob/soudan/movie/m00001/shutsugan/index.html


【イベント報告】グローバル知財戦略フォーラム 2016 ／巡回特許庁 in 中部 

【全国ご当地ブランドめぐり】氏家うどん（栃木県）、中津からあげ（大分県） 

【マンガで見る知財の歴史 Vol.27】世界初「胃カメラ」を発明した 杉浦睦夫 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/pdf/kohoshi_tokkyo/tokkyo_27.pdf 

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

【６】広報誌「Tokkyo Walker」vol.4 発行のお知らせ（特許庁） 

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

 知財制度の普及啓発のため、制度の概要だけでなく、制度趣旨や知財戦略の仕 

掛けなどについて、初めての方に対してもわかりやすく発信し、知財が身近な存 

在であることを実感して頂ける新マガジンを発行しています。 

【特集】地方発、世界へ 産学連携で起こすイノベーション 

 ・Spiber(株)、信州大学（杉原伸宏、柏原秀雄）、山口大学（佐田洋一郎） 

 ・IP SCOPE ヒット商品で学ぶ知財／ 超快適マスク ／ユニ･チャーム(株) 

 ・数字で見る知財 特許情報が一億件突破!!累積蓄積文献数の変化 

 ・マンガで分かる知財 行け行け 寿司漫画 

 ・ツナグヒト 特許庁 審査第一部意匠課 

 ・Topics ☆ロボット分野特許、上位 10社中 8社が日本企業 

       先進技術分野で世界をリード 

      ★トムソン・ロイターが選ぶ、最も革新的な 100 社 

       日本は 40社で、2年連続世界最多を記録！ 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/oshirase/kouhou/pdf/tokkyo_walker/tokkyo_walker_04.pdf 

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

【７】■再掲情報■ 

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

■知財がわかる！動画サイト「もうけの花道」大幅リニューアルのお知らせ 

（中国経済産業局、中国地域知的財産戦略本部） 

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

 「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。 

 知的財産(知財)を経営に活用し、「もうける」企業を取材し、その取り組み事 

例を動画配信するサイト「もうけの花道」を開設し、現在 70本を超える動画を 

掲載しています。 

 このたび、皆様にご活用いただくため、当サイトを“よりわかりやすく” 

“より見やすく”大幅リニューアルいたしましたのでお知らせします。 

 そこで今回は「もうけの花道」の内容を少しだけ紹介させていただきます。 

掲載動画はどれも 3～5分程度ですので、通勤や仕事の合間に是非ご覧ください。 

 楽しく、気軽に知財が学べる「もうけの花道」へ今すぐアクセス！ 

▽もうけの花道～知財戦略のススメ▽ 

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

○新設「Web セミナー」ページ 

 「いっぱい動画があるけど、どれを見たらいいかわからない。」という皆様の 

 お声を受け、これまでの動画を整理し知財カリキュラムを作成しました。 

 厳選動画を一連の流れで視聴することで知財の理解を深めます。 

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

http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/pdf/kohoshi_tokkyo/tokkyo_27.pdf
http://www.jpo.go.jp/oshirase/kouhou/pdf/tokkyo_walker/tokkyo_walker_04.pdf
http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/index.html
http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/seminar.html


○視聴目的に応じた５つの魅力的なコンテンツ 

 定番の「もうけの花道」のほか、新たに「地域ブランド」特集ページを新設し、 

 さらにパワーアップ！ 

【もうけの花道】 

 企業経営者にとって興味深いビジネスや知的財産活用の成功事例を紹介。 

 参考になる情報が満載です！ 

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

【What's 地域ブランド】 

 地域ブランドの取り組みに成功している実例を取り上げて、地域ブランド化に 

 ついてわかりやすく紹介。 

 地域の宝を全国、そして世界へ！ 

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

【もうけの落とし穴】 

 知財は武器であると同時にリスクでもあります。 

 実際にあった怖～い失敗事例をもとにアニメで紹介。 

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

【知財戦略のススメ】 

 知的財産に詳しい有識者にインタビュー形式で最新の知的財産関連の話題を紹介。 

 下町ロケットの神谷弁護士のモデルとなった鮫島氏も登場！ 

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

【もうけのビックリたまご】 

 まだ知られていない、世界があっと驚く知財の“たまご”を紹介。 

 研究・開発のヒントがここに！ 

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

 引き続き魅力的なコンテンツを発信してまいりますので、当サイトのご活用を 

 よろしくお願いします。 

▽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/index.html 

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

■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 

http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/hanamichi.html
http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/localbrand.html
http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/otoshiana.html
http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/susume.html
http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/tamago.html
http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/index.html


  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 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm 

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

 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 産業技術連携課 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 

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

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm
mailto:cgk-tokkyo@meti.go.jp
http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/mail_mz/index.html

