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１．目 次 

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

【１】明日から自分の会社の見え方が変わる！！ 

   ～知的資産（見えない資産）経営の推進で、事業の成功を！～ 

   「知的資産経営セミナー」（広島市）（福山市） 

   開催のお知らせ（ひろしま産業振興機構＼日本政策金融公庫） 

【２】～山大で知財関連の実践的知識を学び直す、身につける！～ 

   「山口大学知財教育プログラム（履修証明プログラム）」（宇部市） 

   募集開始のお知らせ（山口大学知的財産センター） 

【３】～知財実務のポイント整理とケーススタディからレベルアップを図る～ 

   「ひろしま知財塾＜上級編＞」（広島市） 

   開催のお知らせ（広島県発明協会） 

【４】～知的財産権のポイント整理とケーススタディから基礎知識を固める～ 

   「ひろしま知財塾＜初級編＞秋コース」（広島市） 

   開催のお知らせ（広島県発明協会） 

【５】■再掲情報■    

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

２．内 容 

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

【１】「知的資産経営セミナー」（広島市）（福山市） 

   開催のお知らせ（ひろしま産業振興機構＼日本政策金融公庫） 

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

 会社の「強み」をアピールできますか？ 

 （公財）ひろしま産業振興機構、（株）日本政策金融公庫では、決算書に表れ 

ない企業の強みである技術、人材、ノウハウなど「見えない資産（知的資産）」 

を「見える化」させることで、会社の業績アップにつなげていく知的資産経営 

セミナーを開催します。 

《広島会場》 

【日 時】平成 29 年 11 月 6 日（月） 13：00～16：30  

【場 所】（株）日本政策金融公庫 広島支店 6 階会議室 

     （広島市中区紙屋町 1-2-22 広島ﾄﾗﾝｳﾞｪｰﾙﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） 

【定 員】50 名程度 

《福山会場》 

【日 時】平成 29 年 11 月 7 日（火） 13：00～16：30 

【場 所】広島県福山庁舎 第 3 庁舎 8 階 381 会議室 

     （福山市三吉町 1-1-1） 

【定 員】30 名程度 

【内 容】（広島会場、福山会場とも同一） 

・主催機関からのご案内 



・知的資産経営とは何か 

・見えない資産を活用し、成功した企業の事例紹介 

・強みの「見える化」の作業を実際にやってみよう！ 

・個別相談（セミナー終了予定の 16：00 以降） 

【講 師】森下 勉 氏（有限会社ツトム経営研究所 所長） 

【参加料】無料 

【申込期限】平成 29 年 10 月 20 日（金）必着 

【申込先・お問合せ先】(公財)ひろしま産業振興機構 

           中小企業・ベンチャー総合支援センター 

           担当：前田、武馬、河崎 

           [TEL] 082-240-7718 [FAX] 082-249-3232 

                      [E-mail] c-hyouka@hiwave.or.jp 

▽詳細については以下の HP をご参照ください。▽ 

http://www.hiwave.or.jp/event/13263/ 

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

【２】「山口大学知財教育プログラム（履修証明プログラム）」（宇部市） 

   募集開始のお知らせ（山口大学知的財産センター） 

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

 山口大学では、これまで高校や大学において知的財産教育を修得する機会のな 

かった社会人等に対して知的財産に関する実践的知識を学ぶ機会を提供するため 

に「ものづくり知財コース」と「コンテンツ知財コース」の 2 コースを履修証明  

制度として新たに開設しました。 

 履修証明制度とは文部科学省が推奨する、大学が教育や研究に加えてより積極 

的な社会貢献として、社会人向けに体系的な学習プログラムを開設し、その修了 

者に対して、法に基づく履修証明書を交付できる制度です。 

【応募期間】平成 29 年 9 月 1 日～平成 29 年 9 月 26 日（9 月 25 日までの消印有効） 

【プログラムの期間】平成 29 年 10 月 1 日～平成 31 年 9 月 30 日（2 年間） 

【対 象】社会人等（大学入学資格を有する知的財産教育を受けたことのない方） 

【募集人員】各コース 50 名 

【プログラムの内容】（指定科目） 

◎ものづくり知財コース（8 単位相当以上） 

 1、科学技術と社会（1 単位相当） 

 2、特許法（1 単位相当） 

 3、意匠法（1 単位相当） 

 4、商標法（1 単位相当） 

 5、不正競争防止法（1 単位相当） 

 6、標準化とビジネス（1 単位相当） 

 7、著作権法（1 単位相当）、ものづくりと知的財産（2 単位相当）、 

   知財情報の分析と活用（2 単位相当 の内から 2 単位相当以上を選択 

◎コンテンツ知財コース（8 単位相当以上） 

 1、科学技術と社会（1 単位相当） 

 2、著作権法（1 単位相当） 



 3、商標法（1 単位相当） 

 4、意匠法（1 単位相当） 

 5、不正競争防止法（1 単位相当） 

 6、コンテンツ産業と知的財産（2 単位相当） 

 7、知財情報の分析と活用（2 単位相当）、農業と知的財産（1 単位相当）、 

    標準化とビジネス（1 単位相当）の内から 1 単位相当以上を選択 

【受講料】1 単位相当 10,000 円 

《募集要項・申込書の詳細》 

http://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/wp-content/uploads/2017/08/bosyuu.pdf 

http://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/wp-content/uploads/2017/08/kyokanegai.pdf 

【お問合せ先】山口大学学術研究部産学連携課産学連携係 

      （山口県宇部市常盤台 2 丁目 16 番 1 号） 

            [TEL] 0836-85-9961 [FAX] 0836-85-9962 

▽詳細については以下の HP をご参照ください。▽ 

http://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/?page_id=2466 

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

【３】「ひろしま知財塾＜上級編＞」（広島市） 

   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。上級編は、特許や契約等の実務にかかる 

検討やケーススタディを行い、知財担当者のさらなるレベルアップを図ります。 

【日 程 1】平成 29 年 10 月 11 日(水)第 1 回「警告書から侵害判断、回避構造の検討」 

【日 程 2】平成 29 年 11 月 8 日(水)第 2 回「知財関係契約（共同開発契約等）」 

【日 程 3】平成 29 年 12 月 16 日(水)第 3 回「発明構築（発掘）から権利化」 

【日 程 4】平成 30 年 1 月 10 日(水)第 4 回「パテントマップを活用した知財戦略」 

【会 場】広島発明会館 4 階 研修室 （広島市中区千田町 3-13-11） 

【講 師】弁理士 大石 憲一 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】知財経験者 （知財部員、知財知識のある方等） 

【定 員】各回 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/kiji12740.html 

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

【４】「ひろしま知財塾＜初級編＞秋コース」（広島市） 

   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（秋コース）の開催をご案内し 

ます。 

 知財初心者を対象に、企業における知財活動の意味をご理解いただくとともに、 

特許、意匠、商標の基礎知識をケーススタディで分かりやすく解説いたします。 

春の本コースを逃された方、是非ともご参加ください。 

【日 程 1】平成 29 年 10 月 12 日(木)第 1 回「経営と知財活動」 

【日 程 2】平成 29 年 11 月 9 日(木)第 2 回「特許の基礎知識」 

【日 程 3】平成 29 年 12 月 7 日(木)第 3 回「意匠」 

【日 程 4】平成 30 年 1 月 11 日(木)第 4 回「商標」 

【会 場】広島発明会館 4 階 研修室 （広島市中区千田町 3-13-11） 

【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】各回 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/kiji12715.html 

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

【５】■再掲情報■ 

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

■「平成 29 年度 知的財産権制度説明会（実務者向け）」（岡山市）（広島市） 

 開催のお知らせ（特許庁） 

https://www.jit2017.go.jp/area.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 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 

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


