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１．目 次 

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

【１】～「ＰＡＴやってみた」ら「もうけの花道」に～開催間近【継続募集中】 

   ━事業の落とし穴を避ける知恵━ 

   「知財広め隊セミナー in 島根」（浜田市） 

   開催のお知らせ（日本弁理士会） 

【２】～海外で売れるブランドづくりの秘訣をお伝えします～ 

   「地域商品の海外向けブランド化支援セミナー」（広島市）（松江市） 

   開催のお知らせ（中国経済産業局） 

【３】～知財を切り口とした事業性評価で地域企業を元気に！～ 

   「知財金融フォーラム」（広島市） 

   開催のお知らせ（中国経済産業局＼中国財務局＼特許庁） 

【４】～これだけは知っておきたい商標権の最新事情～   

   「知的財産活用セミナー」(岡山市) 

   開催のお知らせ（岡山県知財総合支援窓口） 

【５】■再掲情報■ 

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

２．内 容 

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

【１】「知財広め隊セミナー in 島根」（浜田市） 

   開催のお知らせ（日本弁理士会） 

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

 日本弁理士会において、『知財広め隊』は、知財に馴染みの少ない経営者の皆 

様に知財を知っていただこうという趣旨で設立されました。 

 私たち『知財広め隊』は、守るべきものは皆様の知恵の結晶であると考えてい 

ます。この知恵の結晶をカタチにしたのが、知財です。 

 『知財広め隊』は、大切な技術が真似されたり、流出しないようにするために 

は何ができるのか、知財を見える化することで融資に繋げることができないか、 

などを経営者の皆様と一緒に考えさせていただき、皆様のさらなる発展のお手伝 

いをいたします。 

 本セミナーでは、知的財産の活用による成功事例及びその秘訣、また失敗事例 

も具体的にご紹介するとともに、知的財産の活用が上手くまわるように、講演後 

に参加者と知的財産活用の支援関係者との座談会を開催します。 

【日 時】平成 29 年 11 月 27 日（月）15:00～18:00（14:30～受付開始） 

【会 場】浜田商工会議所 3 階大ホール（島根県浜田市殿町 124-2） 

［アクセス］ http://www.hamada-cci.or.jp/jigyo/map 

【定 員】30 名 

【申込方法】 

 FAX・WEB で｢知財広め隊セミナーin 島根 係｣までお申し込みください。 



 [FAX] 03-3519-2706 

 [URL] http://www.benrishi-navi.com/f/?id=a391&type=1 

【お問合せ先】日本弁理士会 知財広め隊担当 

       [TEL] 03-3519-2709 

            [E-mail] chizai-hirome@jpaa.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/chizai/pdf/event/h29/h291127_Seminar.pdf 

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

【２】「地域商品の海外向けブランド化支援セミナー」（広島市）（松江市） 

   開催のお知らせ（中国経済産業局） 

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

 中国経済産業局では、「平成 29 年度中国地域中小企業（地域資源・食品分野） 

の海外展開に係るブランド構築支援事業」において、海外に向け販路を開拓・拡 

大したい具体的商品を持つ中小企業を対象に、『地域商品の海外向けブランド化 

支援セミナー』を開催します。 

 本セミナーは、海外への販路開拓・拡大に必要なブランド構築（パッケージデ 

ザインやラベル等）や商標活用の重要性を地域資源･食品分野の地域企業に幅広く 

認識していただくことを目的としています。 

＜広島会場＞ 

【日 時】平成 29 年 12 月 6 日（水）14:00～17:00（13:30 開場） 

【場 所】広島合同庁舎２号館 ２F 第１会議室（広島市中区上八丁堀 6-30） 

［アクセス］ http://www.chugoku.meti.go.jp/info/shuhenzu.htm 

＜島根会場＞ 

【日 時】平成 29 年 12 月 7 日（木）14:00～17:00（13:30 開場） 

【場  所】タウンプラザしまね ６F 大会議室（島根県松江市殿町 8-3） 

［アクセス］ http://www.tp-shimane.net/facility/ 

《共 通》 

【対 象】中国地域の地域資源（伝統工芸品、食品等）の製造業者など 

     海外に販路拡大したい商品を持つ事業者、自治体関係者等 

【定 員】各会場 30 名程度 

【参加費】無料 

【申込期限】11 月 30 日（木） 

【申込方法】チラシ裏面記載欄に必要事項をご記入の上、FAX またはメールにて 

            お申し込みください。 

http://www.chugoku.meti.go.jp/event/kokusai/pdf/171110.pdf 

【お問合せ先】中国経済産業局 国際課（担当：平田、内海） 

       [TEL] 082-224-5659           

              [FAX] 082-224-5642 

▽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/kokusai/171110.html 

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

【３】「知財金融フォーラム」（広島市） 



   開催のお知らせ（中国経済産業局＼中国財務局＼特許庁） 

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

 近年、金融機関には、担保・保証に過度に依存することなく、取引先企業の事 

業の内容や成長可能性等を適切に評価し、融資や本業支援等を行うことが求めら 

れています。 

 こうしたなかで、今般、中国経済産業局では、「知財金融フォーラム」を開催 

し、知財を切り口とした企業の実態把握が全国的に広がる中、知財を活用したビ 

ジネスの現状や、地域金融機関における先進的な取組を紹介します。 

 また、地域中小企業が知財を取得・活用する意義について、パネルディスカッ 

ションを行います。この機会に是非ともご参加ください。 

【日 時】平成 29 年 12 月 11 日（月） 14:00～17:00 

【会 場】広島国際会議場（広島市中区中島町 1 番 5 号 平和記念公園内） 

［アクセス］ http://www.pcf.city.hiroshima.jp/icch/access.html 

《プログラム》 http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/pdf/event/h29/h291211_Seminar.pdf 

［主催者挨拶］・中国経済産業局 地域経済部長 大原 晃洋 

［基 調 報告］・中国財務局 理財部長 村上 佳子  

［基 調 講演］・株式会社広島銀行 

［事 例 紹介］・テンパール工業株式会社 常務取締役 技術本部長  山本 博 氏 

［事 例 紹介］・株式会社 パル・ユニット 

《パネルディカッション》～高まる金融機関への期待～ 

［パネリスト］・株式会社広島銀行 

       ・テンパール工業株式会社 常務取締役 技術本部長 山本 博 氏 

       ・巣鴨信用金庫 

       ・株式会社パル・ユニット 

       ・押久保政彦国際商標特許事務所  押久保 政彦 氏 

       ・特許庁 総務部 普及支援課 企画調査官  小林 英司 

［モデレータ］・三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 

         産業資金研究室長 兼 知的財産コンサルティング室 

               主任研究員  肥塚 直人 氏 

【参加費】無料 

【定 員】80 名 

【申込期限】12 月 6 日（水）※定員になり次第締め切らせてていただきます。 

【申込方法】事前申込制。以下の申込フォームによりお申込みください。 

https://mm-enquete.meti.go.jp/form/fm/chugoku01/financeipforum/    

【お問合せ先】知財金融フォーラム in 広島運営事務局 

       中国経済産業局知的財産室 担当：中司、原 

       [TEL] 082-224-5680 [FAX] 082-224-5645 

           [E-mail] cgk-tokkyo@meti.go.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/chizai/index.html 

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

【４】「知的財産活用セミナー」(岡山市) 



   開催のお知らせ（岡山県知財総合支援窓口） 

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

 商標は「自社と他社の商品・サービスを市場で識別するための標識」です。 

 また、商標権は「特許庁に対する手続きを経て登録され、指定された商品・サ 

ービスにつき、登録商標を独占的に使用できる権利」です。登録要件さえ満たせ 

ば誰でも取得できる権利なので、制度を知らないと様々なトラブルに巻き込まれ 

ます。国内および海外の商標に関して精通している専門家が事例を交えながら商 

標の最新事例をご紹介します！ 

 このセミナーは、自社独自の商品・サービスを展開している会社だけでなく、 

ベンチャー企業、商品・技術開発者、農林水産の６次産業化を考えている方にも 

経営のヒントとなるセミナーです。奮ってご参加ください。 

【日 時】平成 29 年 12 月 19 日（火） 13:30～15:00 

【場 所】テクノサポート岡山 １階 中会議室（岡山市北区芳賀 5301） 

［アクセス］ http://www.optic.or.jp/technosupport/access/index.html 

【講 師】弁理士 森 寿夫 氏（森特許事務所 所長） 

【参加費】無料 

【定 員】30 名 

【申込方法】FAX 又は E-mail にてお申込みください。      

【お問合せ先】岡山県知財総合支援窓口 担当：石部、中尾、末廣 

       [TEL] 086-286-9711 [FAX] 086-286-9706 

           [E-mail] chizai@optic.or.jp 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.optic.or.jp/chizai/info/201710/post-10.html 

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

【５】■再掲情報■ 

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

■「中小企業向け知的財産セミナー【広島県開催】」(広島市) 

 開催のお知らせ（中国経済産業局） 

http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/pdf/event/h29/h291201_Seminar.pdf 

■「知財広め隊セミナー」（下関市）（尾道市） 

 開催のお知らせ（日本弁理士会） 

http://www.jpaa.or.jp/chizai_hirometai/ 

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

 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 

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


