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【１】～タイ ―今まさに事業展開の最大の好機～ 

   セミナー・講演会「Opportunity Thailand：Be a part of it： 

            タイ ―今まさに事業展開の最大の好機」（福岡市） 

   開催のお知らせ（タイ投資委員会・在京タイ王国大使館） 

【２】～地域ブランド×地域ブランドの成果を発表します～ 

   「地域ブランドコラボレーション成果報告会」（広島市） 

   開催のお知らせ（中国経済産業局） 

【３】～知財でもうかる仕組みを考えてみませんか!?～ 

   「第 2 回 初心者向け 知的財産権セミナー」（福山市） 

     開催のお知らせ（中国経済産業局・ひろしま産業振興機構） 

【４】～ＩＴ企業が知財でつまずかないために～ 

   「地域別中小企業向け知的財産セミナー【島根県開催】」（松江市） 

   開催のお知らせ（中国経済産業局） 

【５】■再掲情報■ 
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２．内 容 
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【１】セミナー・講演会「Opportunity Thailand：Be a part of it： 

            タイ ―今まさに事業展開の最大の好機」（福岡市） 

   開催のお知らせ（タイ投資委員会・在京タイ王国大使館） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 タイ投資委員会(BOI)、在京タイ王国大使館、ならびに福岡県およびジェトロ 

福岡は、タイ国副首相の来福に際しセミナー〔同時通訳〕を開催します。 

 

 本セミナーでは、ソムキット副首相による基調講演のほか、EEC 事務局長、 

BOI 長官、ジェトロバンコク事務所長が、講演やパネルディスカッションを通じ 

て直近の投資政策やインフラ開発計画を説明し、タイが進出企業に提供するビ 

ジネスチャンスについて明らかにします。 

 

 今回のセミナーは福岡開催のみです。ぜひこの機会にご参加ください。 

 

【日 時】平成 30 年 2 月 9 日（金） 9：30～12：00（9：:00 開場） 

【会 場】ホテルオークラ福岡 4 階「平安の間」 

    （福岡市博多区下川端 3-2 博多リバレイン） 

＜アクセス＞https://www.fuk.hotelokura.co.jp/access/ 

【参加費】無料 

【申込締切】平成 30 年 2 月 5 日（月） 



【申込方法】イベント申し込みページで必要事項を入力・送信してください。 

 ※はじめてのお申し込みの方は「お客様情報登録」（無料）が必要です。  

https://www.jetro.go.jp/events/fuk/cb7731f9c4aa8d49.html  

 

【お問合せ先】ジェトロ福岡 （担当：内野、大村、渡部） 

       [TEL] 092-741-8783  [FAX] 092-714-0709 

              [E-mail] fuk@jetro.go.jp 
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【２】「地域ブランドコラボレーション成果報告会」（広島市） 

     開催のお知らせ（中国経済産業局） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 平成 29 年度の地域ブランドコラボレーション事業において、地域団体商標を取 

得済み、また取得しようとする団体同士によるマッチング会を行い、専門家の指 

導や支援のもと、具体的なコラボレーションの検討を進めてきました。 

 本会は、マッチングを行った団体が、これまで行ってきた内容と、検討の成果 

を報告します！ 皆様のお越しをお待ちしております。 

 

【日 時】平成 30 年 2 月 7 日（水）15：00～17：30（受付 14：30～） 

【会 場】ホーポノポノ（広島市中区八丁堀 11-8 エフスペース 8 階） 

           （1 階にウォンツ／八丁堀店があるビルです） 

     ※入口は店舗の左側にあります。エレベータを使ってお越しください。 

【定 員】50 名 

【参加費】無料 

【概 要】 

１．開会 

２．これまでの取り組み・事業説明   

３．コラボレーション成果発表会《発表団体》 

《玉造温泉×尾道帆布》 

《大山ブロッコリー×長州黒かしわ》 

４．パネルディスカッション 

《テーマ》コラボレーションの可能性について 

【申込方法】参加申込書にご記入の上、FAX にてお申込みください。 

http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/pdf/event/h29/h300207_Seminar.pdf 

 

【お問合せ先】地域ブランドコラボレーション事業 

       運営事務局（ランドブレイン株式会社) 

       [TEL] 082-223-6919  [FAX] 082-223-6929 

 

▽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 
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【３】「第 2 回 初心者向け 知的財産権セミナー」（福山市） 



     開催のお知らせ（中国経済産業局・ひろしま産業振興機構） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 中国経済産業局と（公財）ひろしま産業振興機構では、福山市において、初心 

者向けに知的財産権セミナーを開催します。 

 ここでは、知的財産権を活用した企業経営者が、ビジネスの現状や取組につい 

て、実体験を交えながら紹介します。奮ってご参加ください。  

 

【日 時】平成 30 年 2 月 19 日（月）13：30～17：00（16：40～質疑・応答） 

【会 場】福山ニューキャッスルホテル 3F 光耀の間（福山市三之丸町 8-16） 

【対 象】中小企業の方、中小企業支援に携わる方、創業をお考えの方 など 

【定 員】80 名 

【参加費】無料 

【講 師】 

・高崎 充弘 氏（株式会社エンジニア 代表取締役社長） 

・岩瀬 茂揮 氏（シンコー株式会社 代表取締役社長） 

・奥本 隆三 氏（株式会社島ごころ 代表取締役社長） 

【申込方法】FAX またはメール（チラシに記載）でお申し込みください。 

https://www.hiwave.or.jp/wp-content/uploads/2018/01/tirasi2.pdf  

 

【申込・お問合せ先】「知的財産権セミナー」運営委託 

          （株）ウェルストンエンタープライズ 

                  [TEL] 082-241-0772 [FAX] 082-241-0773 

                     [E-mail] shiro@wellstone-p.com 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.hiwave.or.jp/event/14292/ 
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【４】「地域別中小企業向け知的財産セミナー【島根県開催】」（松江市） 

   開催のお知らせ（中国経済産業局） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 中国経済産業局 中国地域知的財産戦略本部では、ＩＴ企業が知財でつまずか 

ないために知っておくべき基礎的なお話しを弁理士が説明する知的財産セミナー 

を開催します。 

 近時、AI・IoT 等が話題となっていますが、県内のＩＴ企業等においても知的 

財産は無関係なものではありません。自社の開発したものが知らない間に他社の 

権利を侵害しているケースも考えられ、知財の基本的知識をもって事業を行う必 

要があります。こうしたなかで、ＩＴ企業が知財でつまずかないために知ってお 

くべき基礎的なお話しを事例も含めながら弁理士がご説明します。この機会に是 

非ともご参加ください。 

 

【日 時】平成 30 年 2 月 19 日（月）13：30～15：30 

【会 場】テクノアークしまね 中会議室（松江市北陵町 1） 



【講 演】「IT 業界で“つまずかない”ために知っておくべき知財の話（仮）」 

【講 師】弁理士 松本 文彦 氏（松本特許事務所） 

【対 象】島根県内の企業経営者、経営幹部、実務担当者等 

【定 員】30 名（先着順にて受講者を決定させていただきます。） 

【参加費】無料 

【申込方法】以下のフォームによりお申し込みください。 

http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/pdf/event/h29/h300219_Seminar.pdf 

【申込締切】平成 30 年 2 月 13 日（火） 

 

【お問合せ先】しまね知的財産総合支援センター 

        [TEL] 0852-60-5146 [FAX] 0852-60-5148 

              [E-mail] chizai@joho-shimane.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/index.html 
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【５】■再掲情報■ 
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■「ＴＰＰ１１、日ＥＵ・ＥＰＡ企業向け説明会(鉱工業分野)」（広島市） 

 開催のご案内（中国経済産業局） 

http://www.chugoku.meti.go.jp/event/event.html 
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■「平成 29 年度ひろしん知財活用ビジネス交流会」（広島市） 

 開催のご案内（広島信用金庫） 

http://www.hiroshin.co.jp/news/2018/180105.html 
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■「平成 29 年度 検索エキスパート研修［意匠］」（東京） 

 開催のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/design/29kenshu.design.html 
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 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。 
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 E-mail: cgk-tokkyo@meti.go.jp 

 ＵＲＬ： http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/mail_mz/index.html 

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


