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１．目 次 
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【１】～経営と知財はどう関連しているのか…? 会社の発展と危機への対策～ 

   「知財活用セミナー」（広島市） 

   開催のお知らせ（中国地域知的財産戦略本部・中国経済産業局） 

【２】～海外展開で自社のビジネス・技術を守るために～ 

   「平成 29 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」（広島市） 

   開催のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

【３】～先行技術調査についてちょっと濃い目の研修はどうでしょう～ 

   「平成 29 年度知的財産活用研修［検索コース］」（東京） 

   開催のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

【４】～医療技術開発に関する知的財産の相談会もあります～ 

   「中央西日本メディカル・イノベーション 2018」 

   「医療技術開発に関する相談会」（岡山市） 

   開催のお知らせ（岡山大学） 

【５】■再掲情報■ 

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

２．内 容 

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

【１】「知財活用セミナー」（広島市） 

   開催のお知らせ（中国地域知的財産戦略本部・中国経済産業局） 

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

 中国地域知的財産戦略本部及び中国経済産業局では、企業活動の中に埋もれる 

“身近な知財”を web 動画による事例からグループディスカッションを通して知 

財活用の基礎について学ぶセミナーを開催します。 

 本セミナーは、『もうけの花道』web 動画※を使用します。セミナー受講後、 

社内研修等への活用もできる構成となっています。是非ともご参加ください。 

※ http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/seminar_fandation.html 

 

【日 時】平成 30 年 1 月 12 日（金）14:00～16:30（受付開始 13:30～） 

【場 所】中国経済産業局 3 号館 1 階第 5 会議室（広島市中区上八丁堀 6-30） 

【内 容】「特許活用の基礎」 

 1. 中小企業における知的財産について 

 2. 特許を取得し、過信した時の落とし穴 

 3. 知財専任部署を設置し、ニッチトップを目指す 

【講 師】桑原 良弘 氏（ディスプロ株式会社 代表取締役） 

【定 員】20 名〔定員になり次第締め切り〕 

【参加費】無料   



【申込方法】FAX または E-mail にてお申込みください。 

【申込期限】平成 30 年 1 月 10 日（水） 

 

【申込・お問合せ先】TSS プロダクション 知的財産 web 動画 もうけの花道 宛 

               [E-mail] h-yamamoto@tss-pro.co.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/h300112_Seminar.pdf 

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

【２】「平成 29 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」（広島市） 

   開催のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

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

 我が国中小企業の新興国を中心とした海外進出が活発化している中、進出先に 

おいて技術・情報の流出や知的財産権の先取りといったトラブルが増加していま 

す。 

（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）では、これから海外進出を検討してい 

る､又は､すでに海外展開をしている中堅･中小･ベンチャー企業等の方を対象に本 

講座を開催します。 

 ここでは、知的財産面・経営面から見た、海外でのビジネスを円滑に進めるた 

めの留意点や各種支援サービスも紹介します。是非ともご参加ください。 

 

【日 時】平成 30 年 1 月 18 日（木）14:00～17:50（受付開始 13:30～） 

【場 所】ＹＭＣＡ国際文化センター 本館 403（広島市中区八丁堀 7-11） 

《アクセス》http://www.hymca.jp/hall/access/ 

【定 員】40 名〔定員になり次第締め切り〕 

【参加費】無料  

【申込方法】申込みフォーム／FAX にてお申込みください。 

《申込みフォーム》https://v3.apollon.nta.co.jp/chizai2017jr/mail 

《FAX 参加申込書》http://chizai-katsuyo-seminar.inpit.go.jp/files/EventGuide20180118.pdf 

 

【申込先】運営事務局：（株）日本旅行 公務法人営業部 ECP 営業部 

          [TEL] 03-5402-6412 [FAX] 03-3437-3944 

          [E-mail] mcs_inq01@nta.co.jp 

 

▽詳細については以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://faq.inpit.go.jp/gippd/seminar/kouza.html 

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

【３】「平成 29 年度知的財産活用研修［検索コース］」（東京） 

   開催のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

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

（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）では、中小企業の経営者又は知財担当 



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 

者を主な対象とし、特許情報を活用して、研究のテーマ・方向性を決定するため 

の検索や、特許出願・審査請求の要否の判断をするための検索を的確に行うこと 

ができる人材の育成を目的として本研修を開催します。 

 この機会に是非ご参加ください。 

 3 日間にわたり、先行技術調査に関する講義、演習、グループディスカッショ 

ン等の研修科目を履修していただき、受講証書を交付します。 

《研修内容》 http://www.inpit.go.jp/content/100863221.pdf 

  

【期 間】平成 30 年 2 月 21 日（水）～23 日（金）（3 日間） 

【会 場】（独）工業所有権情報・研修館 VDT 教室・研修教室 

     （東京都千代田区霞が関 3-4-3 特許庁 2Ｆ） 

【対 象】主な募集対象者は以下のとおりです。 

 (1)中小企業の経営者又は従業員 

 (2)大学、企業又は研究機関等の研究者 

 (3)大学等の知的財産本部や技術移転機関（TLO）の関係者 

［注］上記募集対象者以外の方でも研修参加可能です。 

［注］検索経験 1～5 年程度の方を対象としています。 

【定 員】35 名（先着順） 

【受講料】31,800 円（消費税込み） 

    ※中小・ベンチャー企業の経営者・従業員及び大学等の研究者・知的財産関連 

     業務担当者には【免除規定】が有ります。 

【申込方法】下記より必要事項を記入のうえ、お申し込みください。 

https://form.inpit.go.jp/webapp/form/15281_tpw_377/index.do 

【募集期限】平成 30 年 1 月 16 日（火）17 時 

 

【お問合せ先】知財人材部 知財関連人材担当 

       [TEL] 03-3581-1101(内線)3907 

 

▽受講料の免除規定等、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/venture/kensaku/29kenshu.cyu1.html 

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

【４】「中央西日本メディカル・イノベーション 2018」 

   「医療技術開発に関する相談会」（岡山市） 

   開催のお知らせ（岡山大学） 

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

 岡山大学 研究推進産学官連携機構では、岡山大学鹿田キャンパスにおいて 

2013 年度から毎年 1 回（2 月～3 月頃）「中央西日本メディカル・イノベーション」 

を開催しています。研究シーズ・医療現場のニーズ紹介など、医療技術の一層の 

発展と異分野のマッチングを目的とした展示発表会です。  

 このたび、AMED「橋渡し研究戦略的推進プログラム」でのシーズ育成の機能、 

並びに「国産医療機器創出促進基盤整備等事業」での医療機器開発プロフェッシ 



ョナル育成とを融合させ、さらに中国四国地区の各アカデミアからのシーズ発表 

の場としても活用し、研究横断的、より発展的、教育的なシーズ開発の議論の場 

とするべく、本医療展示会を開催いたします。  

 

【日 時】平成 30 年 1 月 31 日（水）10：00～18：00 

http://www.orpc.okayama-u.ac.jp/tenji/file/pdf/medical/2018/medical_2018.pdf  

《相談会》10：00～12：00（事前申込みが必要です）  

http://www.orpc.okayama-u.ac.jp/tenji/file/pdf/medical/2018/medical_soudankai_2018.pdf 

【会 場】岡山大学 鹿田キャンパス 総合診療棟西棟 5F  

    （岡山市北区鹿田町 2-5-1） 

    ※駐車場はございませんので、ご来場は公共機関をお使いください。  

【入場料】無料  

 

【お問合せ先】岡山大学 研究推進産学官連携機構 

       [TEL] 086-251-8465 

        [E-mail] renkeikikou@okayama-u.ac.jp 

 

▽詳細については以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.orpc.okayama-u.ac.jp/tenji/medical_01.html 

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

【５】■再掲情報■ 

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

■「グローバル知財戦略フォーラム 2018」（東京） 

 開催のお知らせ（特許庁＼ＩＮＰＩＴ） 

http://www.ip-forum2018.com/ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

■「おかやまテクノロジー展（OTEX）2018」（岡山市） 

 開催のお知らせ（岡山県＼岡山県産業振興財団） 

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

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

 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 

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


