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 １．目 次 

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

【１】～自社技術のなかの知的財産を活用し会社の底力を引き出す！～ 

   「中小企業向け知的財産セミナー【山口県開催】 

       自社の技術を守り､活用していくための知財戦略のススメ！」(山口市) 

   開催のお知らせ（中国経済産業局） 

【２】～みなさまの暮らしに役立つ中国電力グループの成果をご紹介します！～ 

   「中国電力グループ研究開発成果展示会 2016」（広島市） 

   開催のお知らせ（中国電力） 

【３】～どうやって知的財産を管理し独自技術を守っていきますか？～ 

   「平成 28 年度 知財活用セミナー in 下関」（下関市） 

   開催のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

【４】～円滑な海外ビジネスのためにリスク対策は行っていますか？～ 

   「平成 28 年度 海外知的財産活用講座 

     絶対知っておきたい！中小企業の海外展開セミナー 

     ～知財面と経営面から～ in 岡山」（岡山市） 

   開催のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

【５】■再掲情報■ 

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

２．内 容 

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

【１】「中小企業向け知的財産セミナー【山口県開催】 

      自社の技術を守り､活用していくための知財戦略のススメ！」(山口市) 

   開催のお知らせ（中国経済産業局） 

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

 中国経済産業局では、中国地域の各県で、地域の中小企業等を対象に、企業を 

担う中核的人材の知財スキルの向上に向けて、知財活用の取組段階や課題に対応 

した知的財産セミナーを開催します。 

 今般、山口市で「あなたの会社の独自技術をシッカリ守り、活かすために」と 

題して、多くの中小企業を知財戦略の観点から支援してきた知的財産戦略アドバ 

イザーが講師となり、自社技術を守り、かつ、そこに強みとして存在している知 

的財産を活用し、会社の底力を引き出す取り組みについて、わかりやすく解説し 

ます。 

 当日は、セミナーの外にアドバイザーとの個別相談会（2 社程度）も行います。 

 知的財産に関するセミナーが初めてという方も是非ご参加ください。 

 

【対 象】県内の中小企業の経営者、経営幹部、実務担当者、支援機関担当者 

【日 時】平成 28 年 12 月 15 日（木） 14:00～16:30 （受付開始: 13:30～） 

【会 場】山口グランドホテル「サファイヤ」（山口市小郡黄金町 1-1） 



【講 師】境野 良一 氏 

    〔（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）知的財産戦略アドバイザー〕 

【定 員】30 名 

【参加費】無料 

【申込方法】メール又は FAX によりお申込みください 

       [E-mail]chizai@assistinc.co.jp 

      [FAX]082-541-5889 

【申込期限】12 月 9 日（金） 

【お問合せ先】平成 28 年度中小企業向け知的財産セミナー事業 事務局 

      （株）アシスト内  [TEL] 082-541-5888 

 

▽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/chizai/pdf/event/h28/h281215_yamaguchi.pdf 

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

【２】「中国電力グループ研究開発成果展示会 2016」（広島市） 

   開催のお知らせ（中国電力） 

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

 中国電力（株）では、中国電力グループの各企業が培ってきた研究開発の成果 

を広くみなさまにお伝えし、ご活用いただくことを目的に、「中国電力グループ 

研究開発成果展示会 2016」を開催します。 

  展示会では、エネルギー産業の低コスト化に資する技術、再生可能エネルギー 

利用や環境技術、省エネルギー関連の製品や解析ツール、安全関連設備や装置な 

ど、産業活動やみなさまの暮らしに役立つ研究や製品について紹介いたします。  

 他にも、海や河川の環境改善や広島東洋カープの経済効果など、多様な分野で 

の展示物がございますので、ぜひお立ち寄りください。 

 

【日 時】平成 28 年 12 月 13 日（火）～12 月 14 日（水） 9:00～17:00 

【場 所】中国電力本社 1 階（広島市中区小町 4 番 33 号） 

【内 容】・第 1 部（12 月 13 日）「中国電力グループ展」 

      ＜中国電力グループ企業等とエネルギア総合研究所の最近の研究内容 

      や成果について実物の展示とパネルを用いてご説明します＞ 

     ・第 2 部（12 月 14 日）「エネルギア総合研究所展」 

     ＜エネルギア総合研究所における主要な研究開発成果についてパネル 

            や資料を閲覧できます＞ 

【入場料】無料 

【お問合せ先】中国電力（株）エネルギア総合研究所 

       総括グループ 梶本 [TEL] 082-420-0700（代表） 

 

▼展示会の詳細はこちらをご覧ください。▼ 

http://www.energia.co.jp/eneso/tech/infomation/161101-1.html 

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

【３】「平成 28 年度 知財活用支援セミナー in 下関」（下関市） 



   開催のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

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

 我が国中小企業等の新興国を中心とした海外進出が活発化している中、進出先 

において知的財産権の取得時や現地企業との契約時においてトラブルが増加して 

おります。 

 また、中小企業等の経営において、権利化と秘匿化の適切な組み合わせ、オー 

プン＆クローズ戦略等による知財戦略の策定、不正競争防止法で保護される営業 

秘密管理の重要性が高まりつつあります。 

（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）では、中堅・中小・ベンチャー企業等 

の方を対象に、海外ビジネスにおける知的財産の保護・活用方法及び国内ビジネ 

スにおける知的財産の保護・活用方法についてわかりやすく解説する無料セミナ 

ーを開催します。また、個別相談会も実施いたしますので、ご希望の場合は参加 

申し込みの際にご登録ください。 

 併せて、知財総合支援窓口より、各種支援サービスについてご紹介をします。 

 この機会に、是非とも知財活用支援セミナーにご参加ください。 

 

【日 時】平成 29 年 1 月 18 日（水）14:00～17:50（受付開始: 13:30～） 

【会 場】海峡メッセ下関 804 会議室（下関市豊前田町 3 丁目 3-1） 

【定 員】30 名〔定員になり次第締め切り〕  

【申込方法】申込みフォーム／FAX にてお申込みください。詳細はこちらへ↓ 

《申込みフォーム》https://v3.apollon.nta.co.jp/inpit_seminor1/ 

《FAX 参加申込書》http://www.inpit.go.jp/content/100803133.pdf 

【申込先】セミナー事務局:（株）日本旅行 公務法人営業部 ECP 営業部 

          [TEL] 03-5402-6401 [FAX] 03-3437-3944 

          [E-mail] mcs_inq02@nta.co.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/gippd/kouza/index.html 

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

【４】「平成 28 年度 海外知的財産活用講座 

     絶対知っておきたい！中小企業の海外展開セミナー 

     ～知財面と経営面から～ in 岡山」（岡山市） 

   開催のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

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

 我が国中小企業の新興国を中心とした海外進出が活発化している中、進出先に 

おいて技術・情報の流出や知的財産権の先取りといったトラブルも増加しており 

ます。また、現地のビジネス環境調査や海外ビジネスの経営においてのリスクマ 

ネジメント等、経営上の各要素においても準備が重要であるということは言うま 

でもありません。 

（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）では、これから海外進出を検討してい 

る､又は､すでに海外展開をしている中堅･中小･ベンチャー企業等の方を対象に､ 

本講座を開催します。 



 ここでは、知的財産面・経営面から見た、海外でのビジネスを円滑に進めるた 

めの留意点や各種支援サービスを紹介します。是非ともご参加ください。 

 

【日 時】平成 29 年 2 月 13 日（月）14:00～17:50（受付開始: 13:30～） 

【会 場】第一セントラルビル 2 号館 小会議室（岡山市北区本町 6 番 36 号） 

【定 員】30 名〔定員になり次第締め切り〕  

【申込方法】申込みフォーム／FAX にてお申込みください。詳細はこちらへ↓ 

《申込みフォーム》https://v3.apollon.nta.co.jp/inpit_seminor3/ 

《FAX 参加申込書》http://www.inpit.go.jp/content/100803139.pdf 

【申込先】セミナー事務局:（株）日本旅行 公務法人営業部 ECP 営業部 

          [TEL] 03-5402-6401 [FAX] 03-3437-3944 

          [E-mail] mcs_inq02@nta.co.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/gippd/kouza/index.html 

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

【５】■再掲情報■ 

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

■「日中韓特許庁シンポジウム」（小田原市） 

 開催のお知らせ（日本国特許庁＼韓国特許庁＼中国国家知識産権局） 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/nicyuukan_symposium2016.htm 

【シンポジウム特設ＨＰ】http://www.tripo-symposium.jp/ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

■「平成 28 年度 知的財産権研修［初級］（第 4 回）」（東京） 

 開催のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/gyosei/syo/28chizai_ken_4.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 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 

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


