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【１】「平成 28 年熊本地震により影響を受けた手続の取り扱い」のお知らせ 

   （特許庁） 

【２】「平成 28 年熊本地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等」 

       のお知らせ（特許庁） 

【３】外国出願費用の助成(中小企業等外国出願支援事業)のお知らせ（特許庁） 

【４】地域団体商標制度（動画でみる地域団体商標の活用事例）掲載のお知らせ 

   （特許庁） 

【５】平成 28 年度 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)の公募 

      (事前予告)および公募説明会等開催のお知らせ(中小企業庁、経済産業局) 

【６】■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】「平成 28 年熊本地震により影響を受けた手続の取り扱い」のお知らせ 

   （特許庁） 



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

 「平成 28 年熊本地震」（平成 28 年 4 月 14 日発生）の影響により、特許、実用 

新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、所定の期間内に手続ができ 

なくなった方にお知らせいたします。  

 

【出 願】特許庁は通常どおり電子出願の受付を行っております。 

 なお、地震の影響により電子出願ができない場合（PCT 国際出願を除く）は、 

 緊急避難手続により手続を行ってください。 

 

  《緊急避難手続について（PCT 国際出願を除く）》 

   http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/4_news/3_appl/03_06.html 

 

【特許庁に係属中の出願又は審判について】 

 (1)指定期間について  

  特許庁に係属中の出願又は審判について、指定された期間内に手続ができな 

  くなった方は、手続が可能となり次第速やかに手続を行ってください。 

 (2)法定期間について 

  期間徒過後の救済が認められる手続 

  手続すべき期間が法律又は政令で定められている手続を、所定期間内に手続 

  ができなくなった方は、以下の HP の救済手続期間内に限り手続をすること 

  ができます。 

 

【お問合せ先】特許庁 熊本地震に関する手続電話相談窓口 

       TEL：03-3581-1101 内線：5000、5100、5200 

       受付時間：8:30～18:15（ただし、土・日・祝日は除きます。） 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

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

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

【２】「平成 28 年熊本地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等」 

       のお知らせ（特許庁） 

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

 特許、実用新案、意匠又は商標に関する外国出願等について、所定の手続がで 

きなくなった方に海外知財庁における救済措置等についてお知らせします。 

 特許庁は、過去 3 年間に日本からの出願が存在した国・地域の知財庁(約 130 

庁・機関)に対して、今回の地震の影響で所定の手続や連絡ができなかった日本 

出願人及び代理人を対象とした法定期間等に関する救済措置を要請しています。 

【各国・地域の救済情報】 

 ■台湾智慧財産局（台湾） 

 専利（特許・実用新案・意匠）、商標各種出願について、平成 28 年に熊本で 

 発生した大地震により法定期間を遅延した場合、専利法第 17 条及び同法施行 

 細則第 12 条又は商標法第 8 条及び同法施行細則第 9 条の規定により原状回復 



 を申請することができ、本局は原則上個別に具体的状況を見てこれを寛大に 

 取り扱う予定です。 

【お問合せ先】国際政策課・国際協力課 総括班  

       TEL：03-3581-1101 内線：2561 

▽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/kokusai/kokusai2/kumamotojishin_sochi.htm 

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

【３】外国出願費用の助成(中小企業等外国出願支援事業)のお知らせ（特許庁） 

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

 中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画し 

ている中小企業等に対して、基礎となる出願（特許、実用新案、意匠、商標）と 

同内容の外国出願にかかる費用の半額を助成します。  

 （独）日本貿易振興機構(JETRO)と各都道府県等中小企業支援センター等が窓 

口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。地域団体商標 

の外国出願については商工会議所、商工会、NPO 法人等も応募できます。 

また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象です。 

 

【対象経費】外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等 

【補助率・上限額】 

 ・補助率        ：1／2  

 ・1 企業に対する上限額  ：300 万円（複数案件の場合） 

 ・案件ごとの上限額  

   特許        ：150 万円 

   実用新案・意匠・商標： 60 万円 

   冒認対策商標（※） ： 30 万円 

  （※）冒認対策商標：第三者による抜け駆け出願（冒認出願）の 

     対策を目的として出願する商標  

 

【お問合せ先】 

 

【全国実施機関】（独）日本貿易振興機構（JETRO）知的財産課 外国出願デスク 

 TEL：03-3582-5642 FAX：03-3585-7289  E-mail：SHUTSUGANDESK@jetro.go.jp     

【受付期間】平成 28 年 6 月頃実施予定  

 

 ▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

 https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html 

 

【中国地域実施機関】※平成 28 年 4 月現在 

 【鳥取県】（公財）鳥取県産業振興機構 （TEL：0857-52-6722） 

 【島根県】（公財）しまね産業振興財団 （TEL：0852-60-5112） 

 【広島県】（公財）ひろしま産業振興機構（TEL：082-240-7718） 

 【山口県】（公財）やまぐち産業振興財団（TEL：083-922-9927） 



 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

 http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm 

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

【４】地域団体商標制度（動画でみる地域団体商標の活用事例）掲載のお知らせ 

   （特許庁） 

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

 平成 17 年に「商標法の一部を改正する法律」が成立し、平成 18 年 4 月 1 日に 

施行された地域名と商品名からなる「地域団体商標制度」がスタートし、地域ブ 

ランド育成に向けて高い関心を集めています。 

 このたび、地域団体商標を登録するためのポイントや具体的な活用事例の動画 

が紹介されていますのでお知らせします。 

 

【動画でみる地域団体商標の活用事例】 

 ・島根県「玉造温泉」の事例（中国経済産業局特許室作成） 

  2000 年以降、時代の変化とともに活気を失っていった玉造温泉。地域団体商 

    標取得をきっかけに「玉造らしさとは何か？」を見つめ直したことによる再 

    生への取組に迫ります。 

 ・｛地域ブランド「玉造温泉」を守れ 危機からの再生（前編）（後編）｝ 

https://www.youtube.com/watch?v=tq0O2vk7vGQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=72lXFZbAk80&feature=youtu.be 

 

【お問合せ先】特許庁審査業務部 商標課 地域団体商標・小売等役務商標推進室 

              TEL：03-3581-1101 内線 2828 FAX：03-3580-5907 

 

▽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/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm#pamphlet 

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

【５】平成 28 年度 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)の公募 

      (事前予告)および公募説明会等開催のお知らせ(中小企業庁、経済産業局) 

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

 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づく、デザイン開発、 

精密加工、立体造形等の特定ものづくり基盤技術（12 分野）の向上につながる研 

究開発、その事業化に向けた取組を支援することを目的とする、「戦略的基盤技 

術高度化支援事業（サポイン事業）」の公募及び説明会を行います。 

 

【補助事業期間】2 年度または 3 年度 

【補助金額（上限額）】 

 平成 28 年度（平成 29 年 3 月 31 日まで）に行う研究開発等に要する 

 補助金額の合計が、4,500 万円以下。  

 (1)大学・公設試等      （補助率：定額 1,500 万円を上限） 

 (2)中小企業・小規模事業者等 （補助率：2/3 ） 



  ※2 年度目以降は、次のとおり減額するものとします。 

【年度】補助金交付申請額 

 2 年度目：初年度の補助金交付決定額の 2/3 以内 （定額：1,000 万円以内) 

  3 年度目：初年度の補助金交付決定額の半額以内 （定額：  750 万円以内) 

 

【公募期間】平成 28 年 4 月 15 日（金）～平成 28 年 6 月 9 日（木） 

【採択件数】全国で 100 件程度採択する予定。 

【説明会】平成 28 年 5 月 13 日（金）13:30～ 

【場 所】中国経済産業局 第 1 会議室 

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

【定 員】50 名（※先着順、申込み多数により席数を超える場合には、参加機関 

         ごとに調整をお願いすることがあります。） 

【申込方法】以下の HP の「参加申込書」に必要事項を記入の上、中国経済産業局 

 地域経済部 産業技術連携課 宛てに平成 28 年 5 月 9 日（月）までに、 FAX 送 

 信してください。（FAX：082-224-5645） 

 なお、NEDO の実施する「戦略的基盤技術高度化支援事業(プロジェクト委託型)」 

 （予告）についてもご説明いたします。 

  http://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100108.html 

 

【お問合せ先】中国経済産業局 地域経済部 産業技術連携課  

       担当：和田、楠、山元、河口、林 

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

 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/indus_tech/160418.html 

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

【６】■再掲情報■ 

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

■「知的財産権活用企業事例集 2016｣ 発行のお知らせ（特許庁） 

【中国地域 8 社】 

【建築・建設・土木】 

 ・P40 株式会社コトガワ（山口県） 

【金型・プレス加工・工業部品】 

 ・P56 内山工業株式会社   （岡山県） 

 ・P58 株式会社ビック・ツール（鳥取県） 

 ・P60 有限会社岩崎目立加工所（島根県） 

【農業機械・食品機械】 

 ・P98 株式会社フジワラテクノアート（岡山県） 

 ・P100 株式会社ヤナギヤ（山口県） 

【医療機器・医療用具・介護用品】 

 ・P134 株式会社コーポレーションパールスター（広島県） 

【IT・電気機器・電子機器・分析機器】 



 ・P146 テンパール工業株式会社（広島県） 

▽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 

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

■「地域団体商標事例集 2016」発行のお知らせ（特許庁） 

【中国地域(39 件)（●平成 27 年登録)】 

 

・鳥取県(7 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(6 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 

  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/files/tiikibrand_2016/23_07.pdf 

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

■「特許法第 35 条第 6 項の指針（ガイドライン）」掲載のお知らせ（特許庁） 

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

 「特許法第 35 条第 6 項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経 

済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われ 

る協議の状況等に関する指針」は、経済産業省告示として公表されました。 

 

【指針（ガイドライン）の概要】 

 特許法第 35 条第 6 項の指針（ガイドライン）の位置づけと概要 

【指針（ガイドライン）に関する Q&A】 

【関連資料（説明会）】 

 ・平成 27 年改正特許法 職務発明ガイドライン案 説明会資料 

 ・平成 27 年改正特許法 職務発明ガイドライン案 説明ビデオ 

 

【お問合せ先】特許庁総務部企画調査課企画班 

       TEL：03-3581-1101 内線 2154 FAX：03-3580-5741 

▽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 

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

■「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。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 

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

■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 

【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 

▽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 

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

■広報誌「Tokkyo Walker」vol.4(平成 28 年 3 月 25 日)発行のお知らせ（特許庁） 

【特集】地方発、世界へ 産学連携で起こすイノベーション 

▽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 

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

■「 平成 28 年度 特許協力条約（PCT）に基づく国際出願の手続」のお知らせ 

 （特許庁） 

 平成 28 年度 特許協力条約（PCT）に基づく国際出願の手続が更新されました 

のでお知らせいたします。 

▽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/t_tokkyo/kokusai/h28jitsumu-pct.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 
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