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 １．目 次 
------------------------------------------------------------------------ 

【１】～農商工連携により地域の素材をブランドに！町の物産を世界に！～ 

   「6次産業化・農商工連携フォーラム in 広島」(広島市) 

   開催のお知らせ  (中国経済産業局) 

【２】～ものづくり基盤技術の高度化に取り組む中小企業のための支援策紹介～ 

   「戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)の事前説明会及び相談会」 

      (中国５県) 開催のお知らせ  (中国経済産業局) 

【３】～超スマート社会を見据えたビジネス・知財戦略及び地方創生の新展開～ 

   「グローバル知財戦略フォーラム 2017」 (東京) 開催のお知らせ 

    (特許庁＼ＩＮＰＩＴ) 

【４】～意匠権や先行意匠に関する調査能力の向上を図るチャンスです～ 

   「平成 28年度 検索エキスパート研修［意匠］」 (東京) 開催のお知らせ 

    (ＩＮＰＩＴ) 

【５】～先行技術調査の調査実務を解説し調査実習をフォローします～ 

   「平成 28年度 検索エキスパート研修［上級］(第 4回)」(東京) 

   開催のお知らせ   (ＩＮＰＩＴ) 

【６】■再掲情報■ 
------------------------------------------------------------------------ 

２．内 容 
------------------------------------------------------------------------ 

【１】「6次産業化・農商工連携フォーラム in 広島」 (広島市) 開催のお知らせ 

     (中国経済産業局) 
------------------------------------------------------------------------ 

 中国経済産業局では、中国四国農政局と共同で、6次産業化・農商工連携にお 

ける「ブランド構築と育成」をテーマにしたフォーラムを開催します。 

 ここでは、農林漁業者の事業化や異業種との連携へのきっかけとなることを目 

的として、消費者が求める物は何かというマーケットインの視点を意識した商品 

コンセプトやストーリーづくりについて学び、ブランド構築や育成に必要な視点 

や手法を紹介します。本フォーラムは公開で、カメラ撮影も可能です。 

この機会に奮ってご参加ください。 

【日 時】2017年 2月 9日(木) 13:30～17:00 (13:00開場) 

【会 場】広島ガーデンパレス 2階 鳳凰の間 

         (広島県広島市東区光町 1-15-21) 広島駅から徒歩約５分！ 

  http://www.hotelgp-hiroshima.com/access/ 

  ※駐車場はありません。公共交通機関又は最寄りの有料駐車をご利用ください。 

【対 象】農林漁業者、中小企業者、支援機関等 

【概  要】 

(1)施策説明 

 『農林水産省、経済産業省の 6次産業化、農商工連携に関する支援策のご紹介』 

(2)基調講演 

 『ブランド構築と育成 (仮称)』 

 ［講 師］北野 尚人 氏 (広島経済大学経済学部教授) 

(3)パネルディスカッション  

  <ﾃｰﾏ>『6次産業化・農商工連携成功の秘訣』 

  <ﾊﾟﾈﾘｽﾄ>  ・宮本 英治 氏 (株式会社アーリーモーニング  代表取締役) 

http://www.hotelgp-hiroshima.com/access/


         ・金光 康一 氏 (金光味噌株式会社  代表取締役) 

        ・竹内 哲也 氏 (スマイルゲート株式会社  代表取締役) 

        ・木村 隼人 氏 (長門市経済観光部  理事) 

  <ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ>・北野 尚人 氏 (広島経済大学経済学部 教授) 

(4)支援機関からの情報提供 

(5)交流会 (全プログラム終了後～17:00) 

【定 員】150名  (定員に達した時点をもって受付を終了いたします。) 

【申込方法】FAX又は E-mailにてお申込みください。 

 [FAX]参加申込み書をダウンロードしてください↓ 

http://www.chugoku.meti.go.jp/event/keieishien/pdf/170110.pdf 

 [E-mail] agrissibe@meti.go.jp 

【申込期限】平成 29年 2月 3日 (金) 17:00必着 

 ※受付終了後のお申込みについては参加不可の電話連絡をいたします。 

【お問合せ先】中国四国農政局地域連携課：三戸、大森 

              [TEL] 086-224-4511 (代表) 

       中国経済産業局経営支援課：高橋、中前 

              [TEL] 082-224-5658 (直通) 

▽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/event/keieishien/170110.html 
------------------------------------------------------------------------ 

【２】「戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)の事前説明会及び 相談会」 

      (中国５県) 開催のお知らせ   (中国経済産業局) 
------------------------------------------------------------------------ 

 中国経済産業局では、中国地域の中小ものづくり企業の更なる競争力強化と 

イノベーションの創出に向け、平成 18年度から戦略的基盤技術高度化支援事業 

(サポイン事業)を推進しています。 

  今般、(独)中小企業基盤整備機構中国本部との共催により、平成 29年度サポ 

イン事業に提案していただくための(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 

(NEDO)等による研究開発支援策のご紹介、相談会も予定しておりますので、是非 

ともご参加ください。 
 －・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－ 

（１）広島会場 

  [日 時]平成 29年 2月 15日 (水）13:30～16:30 

  [会 場]中国経済産業局 第１会議室 

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

（２）島根会場 

  [日 時]平成 29年 2月 21日 (火) 13:30～16:30 

  [会 場]くにびきメッセ ４０１会議室 

     (島根県松江市学園南 1-2-1) 

（３）鳥取会場 

  [日 時]平成 29年 2月 22日 (水) 13:30～16:30 

  [会 場]ホテルモナーク鳥取 砂丘の間 

     (鳥取県鳥取市永楽温泉町 403) 

（４）山口会場 

  [日 時]平成 29年 2月 28日 (火) 13:30～16:30 

  [会 場]新山口ターミナルホテル オーロラ 

     (山口県山口市小郡下郷 1292) 

（５）岡山会場 

http://www.chugoku.meti.go.jp/event/keieishien/pdf/170110.pdf
mailto:agrissibe@meti.go.jp
http://www.chugoku.meti.go.jp/event/keieishien/170110.html


  [日 時]平成 29年 3月 1日 (水) 13:30～16:30 

  [会 場]岡山国際交流センター 会議室（３） 

     (岡山県岡山市北区奉還町 2-2-1) 

【定 員】広島：５０名、島根・鳥取・山口・岡山：各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] cgk-renkei@meti.go.jp    [FAX] 082-224-5645 

【申込期限】平成 29年 2月 8日 (水) 

【お問合せ先】中国経済産業局 地域経済部 産業技術連携課 

       [TEL] 082-224-5680 

▽詳細につては、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.chugoku.meti.go.jp/event/ind_tech/170106.html 
------------------------------------------------------------------------ 

【３】「グローバル知財戦略フォーラム 2017」 (東京) 開催のお知らせ 

     (特許庁＼ＩＮＰＩＴ) 
------------------------------------------------------------------------ 

＞グローバル知財戦略フォーラム 2017を開催します！＜ 

 今年のテーマは「超スマート社会を見据えたビジネス・知財戦略及び地方創生 

の新展開」です。 

 2日目には、小説「下町ロケット」に登場する神谷弁護士のモデルとなった鮫島 

正洋弁護士や地域で活躍する多くの企業経営者が登壇し、地域発イノベーションの 

興し方や、事業展開において効果的なツールとなる知的財産権の活用についての 

議論を予定しておりますので、この機会を是非ご活用ください。 

【日 時】平成 29年 2月 13日 (月) 10:00～17:55 

     平成 29年 2月 14日 (火) 10:00～16:00 

【会 場】東京ドームホテル B1F「天空」 (東京都文京区後楽 1-3-61) 

【参加費】無料 (事前申込制)・交流会のみ有料 (1日目) 

【定 員】1000名 

【主 催】特許庁、(独)工業所有権情報・研修館 (INPIT) 

【申込方法】公式ＨＰでの事前登録制 (無料、1日目の交流会のみ参加費：3000円) 

https://secure2.visitors.jp/ip-forum2017/entry/ 

【お問合せ先】グローバル知財戦略フォーラム 2017 開催事務局 

             [TEL] 03-5207-7365  [E-mail] secretariat@ip-forum2017.com  

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.ip-forum2017.com/ 

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

【４】「平成 28年度 検索エキスパート研修［意匠］」(東京) 

   開催のお知らせ    (ＩＮＰＩＴ) 
------------------------------------------------------------------------ 

 (独) 工業所有権情報・研修館(INPIT)では、意匠権調査や先行意匠調査能力を 

一層向上することにより、製品デザインの意匠権による有効な保護、権利化後の 

権利範囲を適切に捉えることができる人材の育成を目的として、意匠法についての 

十分な知識を有する者 (デザイン・意匠担当者) を対象とした検索エキスパート 

研修［意匠］を実施いたします。 

 特許庁の意匠審査に基づいた先行意匠調査に関する講義と、特許情報プラット 

フォーム (J-PlatPat) を利用した検索実習等からなるカリキュラムとなっています。 

意匠の研修は開催頻度が少なく、この機会に奮ってご参加ください。 

【期 間】平成 29年 3月 8日 (水) ～ 3月 10日 (金) (3日間) 

mailto:cgk-renkei@meti.go.jp
http://www.chugoku.meti.go.jp/event/ind_tech/170106.html
https://secure2.visitors.jp/ip-forum2017/entry/
mailto:secretariat@ip-forum2017.com
http://www.ip-forum2017.com/


【会 場】(独）工業所有権情報・研修館 (INPIT)  VDT教室・研修教室 

      (東京都千代田区霞が関 3-8-1 虎の門三井ビルディング地下 1階) 

      (東京都千代田区霞が関 3-4-3 特許庁 2Ｆ) 

【講 師】特許庁審査官 OB  

【定 員】20名程度 

【受講料】29,800円 (消費税込） 

          (注) 受講料の口座振込手数料は受講者負担 

【募集期間】平成 29年 1月 4日 (水) ～ 2月 8日 (水) 17時 

        ※先着順に受講者決定をいたします 

【お問合せ先】 (独) 工業所有権情報・研修館 (INPIT) 

        知財人材部 知財関連人材担当 

               [TEL] 03-3581-1101(代表) 内線 3907 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/design/28kenshu.design.html 
------------------------------------------------------------------------ 

【５】「平成 28年度 検索エキスパート研修［上級］（第 4回）」（東京） 

   開催のお知らせ   （ＩＮＰＩＴ） 
------------------------------------------------------------------------ 

  (独)工業所有権情報・研修館(INPIT)では、先行技術調査能力を一層向上する 

ことにより、出願及び審査請求の適正化に資する人材の育成を目的とし、特許法 

についての十分な知識を有する者を対象とした、検索エキスパート研修[上級]を 

以下の通り実施いたします。先行技術調査に関する講義と、審査官用検索端末 

(一部機能制限あり)を利用した検索実習等からなるカリキュラムとなっています。 

奮ってご参加ください。 

【期 間】平成 29年 3月 21日 (火) ～ 3月 24日 (金) (4日間) 

【会 場】(独) 工業所有権情報・研修館 (INPIT)  VDT教室・研修教室 

      (東京都千代田区霞が関 3-4-3 特許庁 2Ｆ) 

【講 師】特許庁審査官及び審判官 OB  

【定 員】機械、化学 (高分子)、情報通信 各 20名程度 

【受講料】全科目を受講される方・・・・・・・38,000円 (消費税込) 

     技術分野別科目のみ受講される方・・21,600円 (消費税込) 

          (注) 受講料の口座振込手数料は受講者負担 

【募集期間】平成 29年 1月 4日 (水) ～ 2月 16日 (木)  17時 

       ※先着順に受講者決定をいたします 

【お問合せ先】(独)工業所有権情報・研修館(INPIT) 

         知財人材部 知財関連人材担当 

               [TEL] 03-3581-1101(代表) 内線 3907 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jyou/28kensyu.jyou4.html 
------------------------------------------------------------------------ 

【６】■再掲情報■ 
------------------------------------------------------------------------ 

■「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） 

http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/pdf/event/h28/h290126_tottori.pdf 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
■「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－」 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/design/28kenshu.design.html
http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jyou/28kensyu.jyou4.html
http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/pdf/event/h28/h290126_tottori.pdf


  （岡山市）開催のお知らせ（中国経済産業局） 

http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/pdf/event/h28/h290127_okayama.pdf 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

■「国際商標を活用した海外販路開拓支援セミナー」（広島市） 

   開催のお知らせ（中国経済産業局） 

http://www.chugoku.meti.go.jp/event/kokusai/170104.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 
☆====================================================================☆ 

http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/pdf/event/h28/h290127_okayama.pdf
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