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１．目 次 
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【１】「営業秘密・知財戦略セミナー」（東京、大阪、名古屋） 

   開催のお知らせ（INPIT） 

【２】「平成 28 年度 知財教育セミナー」（岡山） 

   開催のお知らせ（中国地域産学官連携コンソーシアム） 

【３】「新入社員・ 担当者向け知的財産セミナー」（宇部） 

   開催のお知らせ（山口県発明協会＼山口ティー・エル・オー） 

【４】「ひろしま知財塾＜初級編＞」（広島） 

   開催のお知らせ（広島県発明協会） 

【５】「ひろしま知財塾＜初級編＞」（福山） 

   開催のお知らせ（広島県発明協会） 

【６】■再掲情報■ 

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

２．内 容 

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

【１】「営業秘密・知財戦略セミナー」（東京、大阪、名古屋） 

   開催のお知らせ（INPIT） 

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

 （独）工業所有権情報・研修館（INPIT）が開催する「営業秘密・知財戦略セミ 

ナー」に関し、現在募集中の 6 月の開催地［名古屋１］をご紹介します。 

受講を希望される方は、以下の HP より平成 28 年度スケジュールをご確認のうえ、 

是非ともご参加ください。 

 

【日  時】平成 28 年 6 月 10 日（金）14:00～17:00 

【会 場】TKP ガーデンシティ名古屋新幹線口 カンファレンスホール 8A 

     （愛知県名古屋市中村区椿町 1-16） 

【受講料】無料  

【定 員】100 名 

 

▽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/tradesecret/28fyseminar.html 

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

【２】「平成 28 年度 知財教育セミナー」（岡山） 

   開催のお知らせ（中国地域産学官連携コンソーシアム） 

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

 中国地域産学官連携コンソーシアム(さんさんコンソ)が毎月１回開催する「平 

成 28 年度 知財教育セミナー」に関し、第 2 回(6 月)の知財実務教育 I(A2 コース 

/中・上初級)をご紹介します。企業関係者及び一般の方も参加できます。 



受講を希望される方は、以下の HP より開催スケジュールをご確認のうえ、奮って 

ご参加ください。 

 

【日 時】平成 28 年 6 月 21 日（火）13:00～16:30 

【会 場】岡山大学 創立五十周年記念館 2F 大会議室 

     （岡山市北区津島中 1-1-1） 

【講 師】弁理士 中務 茂樹 氏 

     （特許業務法人せとうち国際特許事務所 代表社員） 

【申込期限】開催日の 2 日前まで 

【受講料】無料 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.sangaku-cons.net/contents/ikusei03.html 

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

【３】「新入社員・ 担当者向け知的財産セミナー」（宇部） 

   開催のお知らせ（山口県発明協会＼山口ティー・エル・オー） 

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

 山口県発明協会と山口ティー・エル・オーが、新入社員や新任の知財担当者を 

対象に、研究や開発、企画、営業等に役立つ基礎的な知的財産の知識修得を目的 

として開催するセミナーをご案内します。 

山口県産業技術センターが共催します(希望者への所内見学あり)。 

 

【概 要】条文なしでゼロから学べる知的財産の基礎から、特許取得のノウハウ、 

     その活用までを分かりやすく説明します。 

【講 師】佐田 洋一郎 氏 

     （山口大学 大学研究推進機構 知的財産センター センター長） 

【日 時】平成 28 年 5 月 24 日（火）13:30～16:50 

【場 所】地方独立行政法人山口県産業技術センター 第 2 研修室 

     （宇部市あすとぴあ 4-1-1） 

【申込期限】5 月 20 日（金）まで（先着順受付） 

【受講料】会員 無料 

          一般 3,000 円(税込） 

【定 員】20 名 ※最小開講人数 10 名 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.ymg-ssz.jp/hatumei/kousyu.html 

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

【４】「ひろしま知財塾＜初級編＞」（広島） 

   開催のお知らせ（広島県発明協会） 

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

 広島県発明協会が開催する「ひろしま知財塾」は、少人数ゼミ形式で進行し、 

受講者・講師がキャッチボール形式で問題に取り組むなかで、知財スキルの向上 



・活用拡大を図るセミナーです。 

 

【概 要】初級編では全 3 回にわたり、知財初心者を対象に、企業における知財 

     活動の意味と基礎知識をわかりやすく解説します。 

【講 師】弁理士 大石 憲一 氏（特許業務法人前田特許事務所） 

【日時(1)】平成 28 年 6 月 2 日（木）13:30～17:00 

【日時(2)】平成 28 年 7 月 7 日（木）13:30～17:00 

【日時(3)】平成 28 年 8 月 4 日（木）13:30～17:00 

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

【参加費】会員 3,800 円/1 回(税込 4,104 円)>>10,000 円/3 回分(税込 10,800 円) 

          一般 7,600 円/1 回(税込 8,208 円)>>20,000 円/3 回分(税込 21,600 円) 

【定 員】10 名程度  

 

▽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/kiji9487.html 

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

【５】「ひろしま知財塾＜初級編＞」（福山） 

   開催のお知らせ（広島県発明協会） 

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

 広島県発明協会が開催する「ひろしま知財塾」は、少人数ゼミ形式で進行し、 

受講者・講師がキャッチボール形式で問題に取り組むなかで、知財スキルの向上 

・活用拡大を図るセミナーです。 

 

【概 要】初級編では全 3 回にわたり、知財初心者を対象に、企業における知財 

     活動の意味と基礎知識をわかりやすく解説します。 

【講 師】弁理士 大石 憲一 氏（特許業務法人前田特許事務所） 

【日時(1)】平成 28 年 6 月 15 日（水）13:30～17:00 

【日時(2)】平成 28 年 7 月 20 日（水）13:30～17:00 

【日時(3)】平成 28 年 8 月 17 日（水）13:30～17:00 

【場 所】福山商工会議所 3 階 305 会議室 （福山市西町 2-10-1） 

【参加費】会員 3,800 円/1 回(税込 4,104 円)>>10,000 円/3 回分(税込 10,800 円) 

          一般 7,600 円/1 回(税込 8,208 円)>>20,000 円/3 回分(税込 21,600 円) 

【定 員】10 名程度  

 

▽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/kiji9487.html 

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

【６】■再掲情報■ 

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

■「はじめての特許」（広島） 

 開催のお知らせ（広島県発明協会） 

▽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/kiji9515.html 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

■「はじめての意匠・商標」（広島） 

 開催のお知らせ（広島県発明協会） 

▽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/kiji9544.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 
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