■□■―――――――――――――――――――――――■□■
特許庁メールマガジン VOL.157
◇◇◇ 知財に強くなる無料イベントやセミナー情報を紹介！◇◇◇
■□■―――――――――――――――――――――――■□■
特許庁メールマガジンでは、無料の知財関連イベントや知財に
関する様々なお知らせを配信いたします。
◆広報誌「とっきょ」最新 40 号の記事掲載スタート！
～大ヒット商品の歴史を辿るあのとき、あの知財～
朝ドラ話題のあの大ヒット食品、年間 1,000 億食の世界的大発明！
https://www.jpo.go.jp/oshirase/kouhou/kouhoushi/
◆特許庁の最新情報をチェック！
Twitter →
https://twitter.com/jpo_NIPPON/
特許庁 HP 新着情報 →
https://www.jpo.go.jp/indexj.htm

＜トピックス＞＞＞―――――――――――――――――――
1 イベントカレンダー
2 特許庁からのお知らせ
――――――――――――――――――――――――――――
■□■―――――――――――――――――――――――■□■
1 イベントカレンダー
―12 月 12 日（水）までの無料イベントをお知らせします―
■□■―――――――――――――――――――――――■□■
【特許庁のイベント】
◆特許庁情報システムおよび特許情報に関する個別業務説明会
東京都千代田区にて開催
11 月 19 日（月）または 11 月 20 日（火）
https://www.jpo.go.jp/oshirase/event/setumeikai/181029_tokkyo_setsumei.htm
◆知的財産人材育成推進協議会主催 2018 年度オープンセミナー
「産業パラダイムチェンジの 3 つの背景」第２回
11 月 27 日（火）東京都千代田区にて開催
http://www.inpit.go.jp/jinzai/suishin/30_seminar.html
◆知財のミカタ～巡回特許庁 in 中部～ 現在、申込受付中！
11/29(木)に名古屋市でオープニングイベントを開催。
特許審査・審判について、企業経営者・知財実務担当者・知財

を勉強したい方向けに、特許庁職員がわかりやすく説明する次
のプログラムを用意しています。
「特許審査官が皆様の疑問に
お答えします」
、
「知財紛争リスクへの備え！審判制度説明会」、
「劇仕立て！模擬口頭審理」
https://www.junkai-jpo2018.go.jp
◆【参加無料】平成 30 年度

東京都中小企業

知的財産シンポジウム
中小企業における知的財産戦略の潮流～今を、そして
これからを生き抜く～
2018 年 12 月 7 日(金)13：00～ イイノホール（東京都
千代田区）にて開催
https://comm.stage.ac/chizaisympo-tokyo2018/
◆知財のミカタ～巡回特許庁 in 北海道～
現在、申込受付中！
地震の影響により中止した札幌市でのオープニングイベントを
12/12（水）に改めて開催します。企業経営者や知財実務・マー
ケティング・プロモーション担当者向けに、ヒット商品を生み
出す法則を「ネジザウルス」の株式会社エンジニア代表取締役
社長の高崎氏が独自の経験に基づき語るセミナーなど様々なテ
ーマのプログラムを用意しています。
https://www.junkai-jpo2018.go.jp

【その他のイベント】
◆知財塾 in 多摩（全 3 日間）
～中小企業経営者・技術者のための知的財産基礎講座～
東京都昭島市にて開催
11 月 13 日（火）・11 月 20 日（火）
・11 月 27 日（火）
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2018/301113chizaijuku.html
◆知財広め隊セミナー
ヒット商品・ブランド化へのヒント
11 月 14 日（水） 宮崎県宮崎市にて開催
https://www.jpaa.or.jp/chizai_hirometai/20181114_miyazaki/
◆特許情報調査セミナー in 秋葉原
【欧州特許データベース検索編】
11 月 15 日（木）東京都台東区にて開催
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2018/20181115ipdl.html

◆共同研究開発契約の実務
～トラブルに学ぶ、共同開発契約のポイント～
11 月 16 日（金）東京都千代田区にて開催
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2018/301116kyoudoukaihatu.html
◆九州知財活用リレーセミナーin 熊本
農業知的財産セミナー
11 月 16 日（金） 熊本県熊本市にて開催
http://www.kyushu.meti.go.jp/event/1810/181025_1.html
◆戦略的知財マネジメント促進事業（知的財産セミナー）
以下の日程、市区にて開催
デザイン・ブランド、守っていますか？
～段階に応じてやるべきこと～
11 月 16 日（金） 新潟県新潟市
成功事例と失敗事例から学ぶ知的財産活用
～知財を経営に活かす～
11 月 21 日（水） 静岡県沼津市
IoT ビジネスは特許で攻める
～IoT ビジネスに活かす特許の取り方～
11 月 22 日（木） 神奈川県海老名市
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chizai/tugboat.html
◆【和歌山パテントセミナー】
CS（コンピュータ・ソフトウェア）技術分野の知的財産権
～基礎から少し難しいところまで～
11 月 17 日（土） 和歌山県和歌山市にて開催
http://www.kjpaa.jp/ipsa/seminarinfo/patentseminar
◆九州知財活用リレーセミナーin 北九州
～レシピ公開「伊右衛門」と絶対秘密「コカ・コーラ」
どっちが賢い？ 特許・知財の最新常識～
11 月 19 日（月） 福岡県北九州市にて開催
http://www.kyushu.meti.go.jp/event/1810/181025_2.html
◆知財広め隊セミナー
ベンチャーから世界へ－斬新な発想と知財活用－
11 月 19 日（月） 香川県三豊市にて開催

https://www.jpaa.or.jp/chizai_hirometai/20181119_kagawa/
◆デザイン＆意匠権セミナー
「モノが経営をデザインする：意匠は BtoC だけでなく、
BtoB の世界でも重要な経営資源です！」
11 月 19 日（月） 愛知県名古屋市にて開催
http://www.chubu.meti.go.jp/b31technology/20181119seminar/20181119seminar.html
◆知的財産セミナー2018
以下の日程、市区にて開催
その販売、ちょっと待った！！～知的財産に気をつけていますか？～
11 月 19 日（月） 茨城県古河市にて開催
創業時におさえておきたい知的財産の基礎知識
11 月 22 日（木） 東京都日野市にて開催
http://www.jpaa-kanto.jp/chizai_seminars/index.html
◆北海道農林水産知的財産セミナー
11 月 21 日（水） 北海道札幌市にて開催
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kgs/chizai/H30nousui-seminar.htm
◆海外展示会・商談のリスク対策研修会
11 月 21 日（水）北海道帯広市にて開催
http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/20181005/index.htm
◆平成 30 年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業
派遣研究者 研究成果報告会
11 月 21 日（水） 東京都千代田区にて開催
http://www.iip.or.jp/seminar/houkoku181121.html
◆平成 30 年度特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）講習会
11 月 22 日（木）北海道札幌市にて開催
http://www.j-platpat-lecture.inpit.go.jp/
◆平成 30 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
11 月 22 日（木） 広島県広島市にて開催
https://faq.inpit.go.jp/gippd/seminar/#page1
◆特許出願と事業戦略に役立つ特許情報活用セミナー
11 月 22 日（木）大阪府大阪市にて開催

https://ip-bunseki.go.jp/semina.html
◆特許情報調査セミナー in 秋葉原
【米国特許データベース検索編】
11 月 22 日（木） 東京都台東区にて開催
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2018/20181122ipdl.html
◆セルロースナノファイバー分野における
知財活用推進セミナー
11 月 26 日（月） 福岡県福岡市にて開催
http://www.kyushu.meti.go.jp/event/1810/181030_1.html

■□■―――――――――――――――――――――――■□■
2 特許庁からのお知らせ
■□■―――――――――――――――――――――――■□■
◆明治 150 周年を記念してレトロデザインの商標記念証を
発行します！
対象は、明治（1912 年 7 月 30 日以前）から継続維持されている
商標権をお持ちの権利者です。
http://www.meti.go.jp/press/2018/10/20181031003/20181031003.html
◆「知的財産権制度説明会（実務者向け）
・特許法等改正説明会」随時開催中！
来年の 1 月まで全国各地で開催しています。
詳細はこちらから↓
http://www.jit2018.go.jp/
◆知財のミカタ～巡回特許庁～紹介動画公開中！
現在 Youtube にて紹介動画を公開しております！ぜひ
ご覧ください♪
https://www.youtube.com/watch?v=ETd0MndtMns

―――――――――――――――――――――――――――――
◆登録解除・配信先の変更はこちら
http://www.jpo.go.jp/oshirase/kouhou/magazine.html

◆このメールマガジンは特許庁ホームページよりご登録いただ
いたアドレスに送付しております。
◆このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。
ご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。

■□■―――――――――――――――――――――――■□■
配信元：特許庁 総務課広報室
本メールマガジンの無断転載を禁じます。
■□■―――――――――――――――――――――――■□■

