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１．目 次 

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

【１】～外国への事業展開には、知的財産の外国出願・登録を推進しましょう～ 

  「平成 28 年度中小企業等知的財産活動支援事業(中小企業等外国出願支援 

   事業)」募集(岡山県)(広島県<第 2 回>)(再掲：鳥取県、島根県)のお知らせ 

【２】～特許審査に関連する情報(ドシエ情報)のワンストップサービス開始～ 

  「各国の特許審査に関連する情報が一括で参照できます」支援のお知らせ 

  （特許庁） 

【３】～中国での、日本の地名商標の出願・登録情報～ 

   特許庁委託調査「中国における日本の地名等に関する商標出願・登録の調 

   査結果」のお知らせ（JETRO） 

【４】～海外の知財活動は、JETRO が支援します～ 

  「JETRO の海外知財支援サービス」のお知らせ（JETRO） 

【５】■再掲情報■ 

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

２．内 容 

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

【１】「平成 28 年度中小企業等知的財産活動支援事業(中小企業等外国出願支援 

   事業)」募集(岡山県)(広島県<第 2 回>)(再掲：鳥取県,島根県)のお知らせ 

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

 特許庁の事業（中小企業知的財産活動支援事業費補助金）を活用して、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、外国出願にかかる費用の半額を助成します。 

 

【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  

 

●《岡山県》 

 http://www.optic.or.jp/chizai/info/201608/28.html 

【申請期間】平成 28 年 8 月 12 日（金）～11 月 11 日（金）17:00 まで（必着） 

（※ただし、今年度予算が無くなった時点で募集を終了します） 



【お問合せ先・提出先】 

 （公財）岡山県産業振興財団 技術支援部 知的財産支援課 担当：石部、野瀬 

 （〒701-1221 岡山市北区芳賀 5301 テクノサポート岡山３Ｆ） 

   TEL：086-286-9711 FAX：086-286-9706  

   E-mail：chizai@optic.or.jp 

 

●《広島県〈第 2 回〉》 

 https://www.hiwave.or.jp/news/9060/ 

【募集期間】平成 28 年 8 月 17 日（水）～9 月 13 日（火）17:00 必着 

【お問合先・提出先】 

 （公財）ひろしま産業振興機構 広島県中小企業知財支援センター 

 （〒730-0052 広島市中区千田町 3-7-47 広島県情報プラザ） 

   TEL：082-240-7718 FAX：082-249-3232 

 

《■再掲：鳥取県》 

 https://www.toriton.or.jp/index.php?view=6932 

【募集期間】平成 28 年 5 月 16 日（月）～平成 29 年 1 月 20 日（金） 

【お問合先・提出先】 

   （公財）鳥取県産業振興機構 知的所有権センター 担当：山本 

   TEL：0857-52-6722 E-mail：ayamamoto@toriton.or.jp 

 

《■再掲：島根県》 

 http://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/85 

【募集期間】平成 28 年 5 月 9 日（月）～12 月 22 日（木）まで随時募集 

      ※ただし予算の上限に達した場合は公募を締め切ります。 

【お問合先・提出先】 

 （公財）しまね産業振興財団 新事業支援課 平賀、知野見 

     TEL：0852-60-5112 E-mail：chizai@joho-shimane.or.jp 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm 

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

【２】「各国の特許審査に関連する情報が一括で参照できます」支援のお知らせ 

   （特許庁） 

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

 企業活動のグローバル化に伴い、知財分野では複数の国や地域で同一の発明が 

出願されています。このため、特許庁は、日米欧中韓の五大特許庁及び世界知的 

所有権機関(WIPO)との間で、特許審査に関連する情報(ドシエ情報)を各庁で共有 

するためのシステム整備の協力を進め、平成 28 年 7 月 25 日から、特許情報プラ 

ットフォーム(J-PlatPat)を介して、ドシエ情報の提供サービス《ワン・ポータ 

ル・ドシエ（OPD）》を開始しました。これにより、グローバルな知財戦略に役立 

つ特許審査の情報をワンストップで得ることができます。 



 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160725001/20160725001.html 

▽ドシエ情報の提供サービス（ワン・ポータル・ドシエ（OPD））▽ 

https://www10.j-platpat.inpit.go.jp/pop/all/popd/POPD_GM101_Top.action 

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

【３】特許庁委託調査「中国における日本の地名等に関する商標出願・登録の調 

   査結果」のお知らせ（JETRO） 

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

 日本貿易振興機構（JETRO）北京事務所では、特許庁からの委託を受け、日本 

の地名・地域ブランドの中国における商標出願・登録の状況の調査を行い、その 

結果を取りまとめました。（発行年月：2016 年 07 月）  

 結果の内容には、日本の都道府県名、政令指定都市名及び地域団体商標の関係 

者、商標権者による出願等も含まれていることから、すべてが冒認出願であると 

は限らない点にご留意ください。 

 なお、JETRO 北京事務所では商標の冒認出願に対する支援として、相談窓口を 

設置していますので、ご活用ください。 

 

【冒認商標問題相談窓口】 

 JETRO 北京事務所「冒認商標問題相談窓口」担当：本間、水落、赤澤 

 TEL：+86-10-6528-2781 E-mail：PCB-IP@jetro.go.jp 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください▽ 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2016/b8bb08b0c7db33f0/rpCh201607.pdf 

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

【４】「JETRO の海外知財支援サービス」のお知らせ（JETRO）（再掲） 

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

 JETRO では、海外進出される企業の皆さまの知的財産に関する支援サービスを 

展開しています。お気軽にお問合せください。 

 

■【サービスメニュー】  

 ・模倣品・海賊版被害相談窓口（無料）   

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

 ・中小企業等海外侵害対策支援事業（防衛型侵害対策支援事業）   

  応募受付期間 ：平成 28 年 10 月 31 日（月）17:00 厳守 （期限内随時受付）  

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

 ・中小企業等海外侵害対策支援事業（模倣品対策支援事業）    

  応募受付期間 ：平成 28 年 10 月 31 日（月）17:00 厳守 （期限内随時受付）  

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

 ・中小企業等海外侵害対策支援事業（冒認商標無効・取消係争支援事業）   

  応募受付期間 ：平成 28 年 10 月 31 日（月）17:00 厳守 （期限内随時受付）  

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



 ・海外における日系企業知財情報交換グループ（IPG）   

   https://www.jetro.go.jp/theme/ip/ipg.html 

 

■応募受付終了  

 ・外国出願費用の助成（中小企業等外国出願支援事業）   

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

■本年度の応募受付終了 

 ・中小企業商標先行登録調査・相談   

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

 ・「地域団体商標」の国際展開支援   

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

 

【中国地域の JETRO 窓口】 

 ・鳥取県 JETRO 鳥取  TEL：0857-52-4335   

 ・島根県 JETRO 松江  TEL：0852-27-3121   

 ・岡山県 JETRO 岡山  TEL：086-224-0853   

 ・広島県 JETRO 広島  TEL：082-535-2511   

 ・山口県 JETRO 山口  TEL：083-231-5022   

 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください▽ 

https://www.jetro.go.jp/themetop/ip/ 

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

【５】■再掲情報■ 

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

■～日米協働調査がより使いやすくなります～ 

 「公開前出願も日米協働調査の申請が可能」のお知らせ（特許庁） 

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

【概 要】 

 日本国特許庁と米国特許商標庁は、平成 27 年 8 月 1 日より日米協働調査試行 

プログラム（日米協働調査）を行っていますが、更なる利便性向上のため、平成 

28 年 8 月 1 日より申請要件を緩和し、これまで申請が認められなかった公開前 

の出願についても申請を可能とします。これにより、日米両国での公開を待つこ 

となく日米協働調査の申請を行うことができ、一層早期に両国での特許権の取得 

が可能になります。 

【お問合せ先】 

 ・特許庁審査第一部調整課審査企画室長 柳澤、担当者：加藤 

  TEL：03-3581-1101（内線 3103）、03-3580-5898（直通） 

 ・特許庁総務部国際政策課長 野仲、担当者：鹿戸 

  TEL：03-3581-1101（内線 2568）、03-3580-9827（直通） 

▽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/2016/07/20160728001/20160728001.pdf 

http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160728001/20160728001.html 



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

■広報誌「Tokkyo Walker」vol.5(平成 28 年 7 月 25 日)発行のお知らせ（特許庁） 

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

【特集】 

 ・スポーツ業界の進化を支える知財 

  スポーツ工学やバイオメカニックに基づいた「ランニングシューズ」 

 ・IP SCOPE ヒット商品で学ぶ知財 

  「きき湯」株式会社バスクリン 

 ・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 総務部秘書課 

【トピックス】 

 ・群馬県のマスコット「ぐんまちゃん R」、 

   模倣品防止のため、中国、台湾で商標登録へ 

 ・トクホの“効き目”に特許が適用 

   健康食品市場成長の後押しに!? 

 ・夏休み子ども見学デー 

 「特許庁へようこそ！」を開催 

▽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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ■「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 

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



 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 

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


