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

【１】～標準化活用支援パートナーシップ制度を推進中です～ 

   「新市場創造型標準化制度 中国地区パートナー機関・同候補者及び企業 

   向け標準化研修会」（広島市）開催のお知らせ（中国経済産業局） 

【２】～本年度も開講します＜習い始めは知財塾で＞～ 

   「ひろしま知財塾＜初級編＞」（広島市／福山市） 

   開催のお知らせ（広島県発明協会） 

【３】～サービス業のイノベーションと生産性の向上～ 

   「ＳＰＲＩＮＧシンポジウム２０１７ in 広島」（広島市） 

   開催のお知らせ（サービス産業生産性協議会） 

【４】■再掲情報■ 

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

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

【１】「新市場創造型標準化制度 中国地区パートナー機関・同候補者及び企業 

   向け標準化研修会」（広島市）開催のお知らせ（中国経済産業局） 
------------------------------------------------------------------------ 

 経済産業省（中国経済産業局）及び（一財）日本規格協会では、中堅・中小企 

業の優れた技術や製品の標準化を進め、新市場を創出することを目的として、 

「新市場創造型標準化制度 中国地区パートナー機関・同候補者及び企業向け標 

準化研修会」を広島商工会議所ビルで開催いたします。 

【会 場】広島商工会議所ビル２階２０２会議室（広島市中区基町 5－44） 

【日 時】平成 29 年 5月 26 日（金）13:15～16:45（受付開始時間 12:45） 

【対 象】標準化活用支援パートナーシップ制度におけるパートナー機関・同候 

          補者（公設試、大学、金融機関、地域産業振興機構）及び新市場創造 

     型標準化を目指す中堅・中小企業 

【定 員】80名（定員に達し次第締め切らせて頂きます） 

【参加費】無料 

【申込方法】参加申込書に所定事項をご記入のうえ、 

      E-Mail又は FAX にてお申し込みください↓。 

     http://www.jsa.or.jp/wp-content/uploads/shinshijokensyu.pdf 

【申込締切】平成 29年 5月 24 日（水）まで 

【お問合せ先】（一財）日本規格協会 

       新市場創造型標準化支援チーム（担当：蛭間、岩田、中浦） 

             [TEL] 03-4231-8540 [FAX] 03-4231-8662  

             [E-Mail] stad@jsa.or.jp 

▽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/ind_tech/170413.html 
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------------------------------------------------------------------------ 

【２】「ひろしま知財塾＜初級編＞」（広島市／福山市） 

   開催のお知らせ（広島県発明協会） 
------------------------------------------------------------------------ 

（一社）広島県発明協会が主催する「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。広島会場（春コース）と福山会場での開 

催をご案内します。 

＜広島会場＞広島発明会館 4 階 研修室 （広島市中区千田町 3-13-11） 

【日程(1)】平成 29年 6月 1 日 （木）第 1 回「経営と知財活動」 

【日程(2)】平成 29年 7月 6 日 （木）第 2 回「特許の基礎知識」 

【日程(3)】平成 29年 8月 3 日 （木）第 3 回「意匠」 

【日程(4)】平成 29年 9月 7 日 （木）第 4 回「商標」 

＜福山会場＞福山商工会議所 3階 305 会議室 （福山市西町 2-10-1） 

【日程(1)】平成 29年 5月 31 日（水）第 1 回「経営と知財活動」 

【日程(2)】平成 29年 7月 5 日 （水）第 2 回「特許の基礎知識」 

【日程(3)】平成 29年 8月 2 日 （水）第 3 回「意匠」 

【日程(4)】平成 29年 9月 6 日 （水）第 4 回「商標」 

＜以下共通＞ 

【概 要】初級編では全 4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】 

 第 1回～第 3 回担当：弁理士 大石 憲一 氏（特許業務法人前田特許事務所） 

 第 4回        担当：弁理士 田中 咲江 氏（特許業務法人前田特許事務所） 

【時 間】13:30～17:00（各回共通） 

【対 象】知財初心者 （技術者、新入社員、知財兼任者等） 

【定 員】各 10名程度  

【受講料】会員 3,800 円/1回(税込 4,104円)>>13,000円/4回分(税込 14,040 円) 

          一般 7,600 円/1回(税込 8,208円)>>26,000円/4回分(税込 28,080 円) 

【お問合せ先】（一社）広島県発明協会 担当：吉村、小山 

       [TEL] 082-241-3940  [E-mail] info@hiroshima-hatsumei.jp 

▽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/kiji11682.html 
------------------------------------------------------------------------ 

【３】「ＳＰＲＩＮＧシンポジウム２０１７ in 広島」（広島市） 

   開催のお知らせ（サービス産業生産性協議会） 
------------------------------------------------------------------------ 

 サービス産業生産性協議会（SPRING）では、サービス産業のイノベーション 

と生産性向上を通じた成長を支援することを目的に活動しています。 

 この度、中国地域においても、サービス産業の活性化にむけ、多くの優良事例 

を学ぶ機会として、広島でシンポジウムを開催いたします。 

【日 時】平成 29 年 4月 27 日（木） 13:30～17:00 

【場 所】アークホテル広島駅南 4階鶴の間（広島市南区西荒神町 1-45） 

mailto:info@hiroshima-hatsumei.jp
http://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji11682.html


【参加費】無料 

【申込期限】平成 29年 4月 26 日(水) 

【申込方法】下記ウェブサイトからお申し込み下さい。 

・[お申込みフォーム URL] https://goo.gl/WXtypi 

・[SPRINGホームページから] http://www.service-js.jp 

《開催概要》 

【基調講演】「教育サービスのグローバル化とイノベーション」 

          （株）公文教育研究会 顧問相談役 角田 秋生 氏 

【日本サービス大賞事例研究】 

事例(1)「子どもたちに食文化を伝える「考食師」による給食サービス」 

          （株）ミールケア 常務取締役 丸山 寛典 氏 

事例(2)「利用者満足を追求する保育事業～相手の立場に立てるかの追求～」 

          （株）アイグラン 代表取締役 重道 泰造 氏 

※日本サービス大賞とは 

 国内の全てのサービス提供事業者を対象に、多種多様なサービスを共通の尺度 

で評価し、“きらり”と光る優れたサービスを表彰する制度。 

【お問合せ先】サービス産業生産性協議会事務局〔（公財）日本生産性本部内〕 

       担当：加藤・手塚 [TEL] 03-3409-1189 

                [E-mail] service-js@jpc-net.jp 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://spring.smktg.jp/public/seminar/view/66 

[ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ] 

https://spring.smktg.jp/static/upload/spring.smktg.jp/file/35481/hiroshima2017springsympo0411

.pdf 
------------------------------------------------------------------------ 

【４】■再掲情報■ 
------------------------------------------------------------------------ 

■「平成 29 年度 検索エキスパート研修［特許］（第１回）」（東京） 

 受講者募集のお知らせ（INPIT） 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jyou/29kensyu.patent1.html 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

■「平成 29 年度 知的財産権研修［初級］（第１回）」（東京） 

 受講者募集のお知らせ（INPIT） 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/gyosei/syo/29chizai_ken_1.html 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

■「平成 29 年度 知財教育セミナー」（岡山市） 

 開催のお知らせ（中国地域産学官連携コンソーシアム） 

http://www.sangaku-cons.net/pamphlet/2017A_seminar_okayama_ad.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 
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 経済産業省 中国経済産業局 地域経済部 産業技術連携課 知的財産室 

 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 

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