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     本年もご愛読をいただきましてありがとうございました。 

            よいお年をお迎えください。        
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 １．目 次 
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【１】～知財財産を活用する新たな視点に気づく！～ 

   「中小企業向け知的財産セミナー【鳥取県開催】 

   模倣品はピンチ？困った？いや、チャンスと捉えて商品力を上げよう！」 

  （鳥取市）開催のお知らせ（中国経済産業局） 

【２】～新たな視点から知財財産経営のヒントを得る！～ 

   「中小企業向け知的財産セミナー【岡山県開催】 

   新しい視点で事業力・企業力向上 －新しい知財経営 Ｍメソッド－」 

    （岡山市）開催のお知らせ（中国経済産業局） 

【３】～ものづくり県おかやまで精鋭企業と出会うチャンスをお見逃しなく～ 

   「おかやまテクノロジー展（OTEX）2017」（岡山市） 

   開催のお知らせ（岡山県＼岡山県産業振興財団） 

【４】～知的財産を管理し独自技術を守っていくために！申込みはお早めに！～ 

   「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） 

【５】～調査目的に応じた的確な特許情報検索のスキルを習得しよう～    

   「平成 28 年度知的財産活用研修［検索コース］（第 2 回）」（名古屋市） 

   開催のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

【６】■再掲情報■ 

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

２．内 容 

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

【１】「中小企業向け知的財産セミナー【鳥取県開催】 

   模倣品はピンチ？困った？いや、チャンスと捉えて商品力を上げよう！」 

  （鳥取市）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、鳥取市で「模倣品はピンチ？困った？いや、チャンスと捉えて商品力を 

上げよう！」と題して、これまで多くの中小企業を支援してきた弁理士によるセ 

ミナーを開催します。是非ともご参加ください。 

  

【日 時】平成 29 年 1 月 26 日（木） 15:00～17:00 （受付開始：14:30～） 



【会 場】鳥取市総合福祉センター（高齢者福祉センター研修室） 

    （鳥取市富安 2 丁目 104-1） 

【講 師】弁理士 溝口 督生 氏〔溝口国際特許事務所〕 

【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 

【定 員】20 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】平成 29 年 1 月 20 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/h290126_tottori.pdf 

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

【２】「中小企業向け知的財産セミナー【岡山県開催】 

   新しい視点で事業力・企業力向上 －新しい知財経営 Ｍメソッド－」 

    （岡山市）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、岡山市で「新しい視点で事業力・企業力向上 －新しい知財経営 Ｍメソ 

ッド－」と題して、これまで多くの中小企業を支援してきた弁理士によるセミナ 

ーを開催します。是非ともご参加ください。 

 

【日 時】平成 29 年 1 月 27 日（金） 14:00～16:00 （受付開始：13:30～） 

【会 場】テクノサポート岡山（研修室）（岡山市北区芳賀 5301） 

【講 師】弁理士 溝口 督生 氏〔溝口国際特許事務所〕 

【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 

【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】平成 29 年 1 月 20 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/h290127_okayama.pdf 



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

【３】「おかやまテクノロジー展（OTEX）2017」（岡山市） 

   開催のお知らせ（岡山県＼岡山県産業振興財団） 

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

 岡山県と（公財）岡山県産業振興財団では、岡山県内の最新技術や製品が一堂 

に会する中四国最大規模のものづくり展示商談会を開催します。 

 ここでは、技術課題の解決、最先端技術の収集、新たなパートナー探しなど、 

企業のさまざまなニーズにお応えします。是非、ご来場ください。 

 

【日 時】平成 29 年 1 月 18 日（水）10:00～17:00 

     平成 29 年 1 月 19 日（木）10:00～16:30 

【会 場】コンベックス岡山・大展示場／中展示場（岡山市北区大内田 675） 

【展示規模】152 社・機関（249 小間） 

【基調講演 1 月 18 日】11:00～12:00 

【演 目】「町工場発！iPod 背面を鏡面研磨した、誇るべき日本の技術」 

【講 師】小林 一夫 氏〔小林研業 代表〕 

【基調講演 1 月 19 日】11:00～12:00 

【演 目】「炭素繊維強化プラスチック(CFRP)製船舶用プロペラの研究開発」 

【講 師】山磨 敏夫 氏〔ナカシマプロペラ（株）コンポジット事業部長〕 

※基調講演の聴講には事前申込が必要となります。 

【申込方法】参加申込フォーム↓よりお申込みください。 

《申込フォーム》https://apcmp.jp/otex/form.php 

【お問合せ先】（公財）岡山県産業振興財団  [TEL] 086-286-9670 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.optic.or.jp/otex/ 

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

【４】「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） 

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

（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 

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

【５】「平成 28 年度知的財産活用研修［検索コース］（第 2 回）」（名古屋市） 

   開催のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

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

（独）工業所有権情報・研修館(INPIT)では、特許情報を活用して、研究のテー 

マ・方向性を判断するための調査を的確に行うことができる人材の育成を目的と 

した研修を実施します。 

 特許法等に関する講義と、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用した 

調査演習等からなるカリキュラムとなっています。 

 

▽詳細な研修内容及びスケジュールについては以下をご覧ください▽ 

http://www.inpit.go.jp/content/100804957.pdf 

 

【対象者】中小企業の経営者・知財担当者、大学等の研究機関等の研究者、 

     大学等の知的財産本部・技術移転機関の関係者 

【研修期間】平成 29 年 2 月 22 日（水）～24 日（金）（3 日間） 

【研修会場】《予定》TKP 名古屋駅前カンファレンスセンター 

              カンファレンスルーム 6C 

【定 員】30 名（定員に達し次第締め切ります） 

【受講料】31,800 円（消費税込み） 

    ※中小企業等の方には≪申請による免除規定≫あり 

【募集締切】平成 29 年 1 月 6 日（金）17 時 

 

▽お申込み方法等については以下をご参照ください▽ 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/venture/kensaku/28kenshu.cyu2.html 

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

【６】■再掲情報■ 

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

■「会社の発展と危機への対策＼知的財産経営戦略セミナー」(呉市) 

 開催のお知らせ（くれ産業振興センター） 

http://kuressc.or.jp/index.php/seminarevent/ikuseikouza/20170125/ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

■「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） 

http://www.inpit.go.jp/content/100803139.pdf 

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

 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 

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


