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愛知県産業科学技術課からの知的財産等に関する情報配信を
不定期でご提供します。配信を希望される方は、こちらにアクセスを↓
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/0000030762.html
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◆新着情報
・「中小企業のための知財セミナー」の参加者を募集します！
・「あいちの知的財産戦略トップページ」をリニューアルしました！
～お気に入り（ブックマーク）の再登録をお願いします～

・知財広め隊セミナー「東三河! 知財はある!! さて、どう活かす!?
～地域の知財を結集し一歩先の豊かさを実感できる東三河へ～」

・知財のミカタ～巡回特許庁in中部～
◆お知らせ
・少年少女発明クラブ指導員に関心のある女性を対象とした「発明クラブ
見学会」の参加者を募集します！

・平成29年度知財活用ビジネス交流会の参加者を募集します！
◆知的財産に関する相談窓口
・知財総合支援窓口
・愛知県知的所有権センター
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◆新着情報
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◇「中小企業のための知財セミナー」の参加者を募集します！
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
愛知県では、中小企業の経営者や知財担当者、中小企業支援機関の担当者等を

対象に「中小企業のための知財セミナー」を開催します。
本セミナーでは、中小企業が「今日から使える知財」をテーマとして、意匠権、
商標権、特許権及び著作権について、専門家である弁理士・弁護士からご講演
いただきます。是非ご参加ください。

【知財セミナーⅠ】
○開催日時 平成29年12月13日（水） 13:30～16:30
○会場 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）12階 1204会議室
○内容 《意匠権講座》意匠権の底力～意匠で技術を表現する～

《商標権講座》そのネーミング、大丈夫？～商標の類似って何？～
○締切 平成29年12月12日（火）
【知財セミナーⅡ】
○開催日時 平成30年1月23日（火）13:30～16:30
○会場 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）18階セミナールーム
○内容 《著作権講座》著作権入門～ビジネスを行う際の著作権リスク管理～

《特許権講座》この技術は特許が取れますか？～先行技術調査の意義と方法～
○締切 平成30年1月22日（月）

○主催 ＩＮＰＩＴ愛知県知財総合支援窓口（名駅窓口 栄・伏見窓口）
○共催 一般社団法人愛知県発明協会、公益財団法人あいち産業振興機構、愛知県
○参加対象 県内中小企業の経営者・従業員、金融機関・中小企業支援機関の職員等
○定員 各回ともに60名（申込先着順）
○参加費 無料
○申込 申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申し込みください。

申込書は以下のWebページからダウンロードできます。



○詳細 http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/2017chizai-seminar.html
○申込・問合せ先

公益財団法人あいち産業振興機構 新事業支援部
地域資源活用・知的財産グループ（森）
《TEL》052-715-3074 《FAX》052-563-1438
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◇「あいちの知的財産戦略トップページ」をリニューアルしました！
～お気に入り（ブックマーク）の再登録をお願いします～

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
愛知県の知的財産関連情報を発信する「あいちの知的財産戦略トップページ」

について、利用者の皆様にとって、より見やすく、分かりやすいWebページとするため、
この度大幅にリニューアルしました。

【新しいページのURL】
http://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/

○これに伴い、一部のページが削除・または移動により見つからない場合や、
しばらくの間、ページ内検索の際にお求めのページが見つかりづらい場合がございます。
利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、御理解をお願いします。

○リニューアルに伴い、トップページ等のURLが変更になっています。
各ページをお気に入り（ブックマーク）に登録している場合は、お手数ですが、
再登録していただきますよう、お願いいたします。

○問合せ先 愛知県 産業労働部 産業科学技術課 研究開発支援グループ
〒460-8501名古屋市中区三の丸三丁目1－2

《TEL》052-954-6370 《FAX》052-954-6977
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◇知財広め隊セミナー「東三河! 知財はある!! さて、どう活かす!?
～地域の知財を結集し一歩先の豊かさを実感できる東三河へ～」
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
○開催日 平成29年11月27日（月） 15:00～19:00
○主催 日本弁理士会、日本弁理士会東海支部
○内容 セミナー、交流会、ワークショップ
○会場 豊橋商工会議所
○参加対象 農水・地域の特産品関連事業関係者、中小企業関係者、

一般、学生、 自治体など
○定員 100名（先着順）
○参加費 無料
○詳細 http://www.jpaa.or.jp/chizai_hirometai/20171127_toyohashi/
○問合せ先 日本弁理士会事務局 経営・支援室 知財広め隊担当事務局
《TEL》03-3519-2709 《E-mail》chizai-hirome@jpaa.or.jp
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◇知財のミカタ～巡回特許庁in中部～
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中部経済産業局では、特許庁とともに、地域のユーザーに知財制度や

特許庁の支援策をより効果的に活用していただくために、「知財のミカ
タ～巡回特許庁 in 中部～」を開催します。

○開催期間 平成29年11月27日（月）～12月15日（金）
○開催場所 名古屋市、金沢市
○主催 特許庁、中部経済産業局
○申込等詳細 https://www.junkai-jpo2017.go.jp/chubu/

※名古屋市開催イベントのみ紹介
【中部知財フォーラム～第4次産業革命に向けた日米知財最新動向～】
○日時 平成29年12月14日（木） 13:30～17:00
○会場 ミッドランドホール（ミッドランドスクエア オフィスタワー5階）
○定員 200名
【劇仕立て！模擬口頭審理（特許）・面接審査フル活用セミナー】
○日時 平成29年12月8日（金） 13:30～16:20
○会場 imy 3階大会議室
○定員 200名



【臨時相談窓口】
○日時 平成29年12月14日（木） 10:00～17:00
○会場 ミッドランドホール会議室Ｃ（ミッドランドスクエア オフィスタワー5階）
【出張面接審査】
○日時 平成29年11月27日（月）～12月15日（金）
○詳細 https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/junkai.htm
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◆お知らせ
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◇少年少女発明クラブ指導員に関心のある女性を対象とした
「発明クラブ見学会」の参加者を募集します！

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
愛知県では、女性活躍推進による発明クラブの一層の活性化のため、
発明クラブ指導員に関心のある女性を対象に、発明クラブの取組みに
ついて理解を深めて頂く「発明クラブ見学会」を10回開催します。
是非ご参加ください。

【第1回】平成29年12月16日（土）日進市少年少女発明クラブ
【第2回】平成29年12月17日（日）岡崎市少年少女発明クラブ
【第3回】平成29年12月23日（土）幸田町少年少女発明クラブ
【第4回】平成30年1月13日（土）名古屋少年少女発明クラブ
【第5回】平成30年1月27日（土）刈谷少年少女発明クラブ
【第6回】平成30年2月3日（土）西尾市少年少女発明クラブ
【第7回】平成30年2月10日（土）高浜市少年少女発明クラブ
【第8回】平成30年2月17日（土）一宮少年少女発明クラブ
【第9回】平成30年2月18日（日）碧南市少年少女発明クラブ
【第10回】平成30年2月24日（土）蒲郡少年少女発明クラブ
※時間、会場等詳細は、以下のWebページをご覧ください

○参加対象 発明クラブ指導員に関心のある女性の方
※男性の参加も可能ですが、女性を優先させていただきます。

○定員 各回10名（申込先着順、要事前申込）
○参加費 無料
○申込 申込書に必要事項を記載のうえ郵送、FAXまたはEメールにて

お申込み下さい。申込書は下記のWebページからダウンロード
できます。

○申込締切 各回5日前（必着）
○詳細 http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/kengaku2017.html
○問合せ先 愛知県 産業労働部 産業科学技術課 研究開発支援グループ

（三輪、近藤）
〒460-8501名古屋市中区三の丸三丁目1－2
《TEL》052-954-6370 《FAX》052-954-6977
《E-mail》san-kagi@pref.aichi.lg.jp
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◇平成29年度知財活用ビジネス交流会の参加者を募集します！
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
愛知県では、名古屋市、公益財団法人あいち産業振興機構、名古屋商工

会議所、一般社団法人愛知県発明協会と共催で、大企業が保有する開放
特許を活用して、県内中小企業の新製品開発・新事業創出を支援する取組を
進めています。この度、その一環として、中小企業経営者・知財担当者、
金融機関職員等を対象に、「平成29年度知財活用ビジネス交流会」を開催
します。是非ご参加ください。

○開催日 平成29年12月11日（月） 13:30～16:30
○会場 名古屋商工会議所 2階ホール
○参加対象 大企業の開放特許を活用した自社製品開発・新事業創出に

関心のある中小企業の経営者、知財担当者等
○定員 150名（要事前申込、申込先着順）
○参加費 無料
○内容 (1)講演

「経営課題と知財活用」（仮題）」
講師 埼玉県よろず支援拠点 コーディネーター 野口満 氏

(2)開放特許の紹介



①富士ゼロックス株式会社
②本田技研株式会社
③キユーピー株式会社
④東日本旅客鉄道株式会社
紹介する開放特許の内容は愛知県発明協会のWebサイト

（http://aichihatsumei.oos.jp/）をご覧ください。
(3)個別相談会

※参加申込と併せて事前にお申し込みください。
○申込 参加申込書に必要事項を記載の上、FAXでお申し込みください。

参加申込書は下記Webページからダウンロードできます。
○詳細 http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/20171211kouryukai.html
○申込先 名古屋商工会議所 産業振興部 知的財産グループ（新木）

《FAX》052-221-7964
○締切 平成29年12月1日（金）
○問合せ 愛知県 産業労働部 産業科学技術課 研究開発支援G（近藤、加藤）

《TEL》052-954-6370
名古屋商工会議所 産業振興部 知的財産Ｇ（新木）

《TEL》052-223-5640 《FAX》052-221-7964
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◆知的財産に関する相談窓口
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◇知財総合支援窓口
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
知財総合支援窓口（県内4か所）では、中小企業の皆様が企業経営
の中で抱える知的財産に関する課題や悩みについてワンストップ支援
を行っています。

○常設
【名駅窓口】 公益財団法人あいち産業振興機構
《TEL》052-462-1134 《FAX》052-462-1154
【栄・伏見窓口】 一般社団法人愛知県発明協会

《TEL》052-223-6765 《FAX》052-265-7779

○サテライト：毎週水曜日
【東三河地区窓口】愛知県東三河総局
【西三河地区窓口】あいち産業科学技術総合センター産業技術センター内

技術開発交流センター
※サテライトご利用の場合は、1週間前までに【名駅窓口】【栄・伏見
窓口】へご連絡の上、事前予約をお願いします。

○詳細 http://www.aichi-chizai.jp/
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/0000082795.html
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◇愛知県知的所有権センター
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
愛知県知的所有権センターでは、2名の「特許流通コーディネーター」
が特許技術の流通支援や県有特許の紹介など、知的財産の活用に関する
相談、アドバイスを行っています。

○場所 あいち産業科学技術総合センター
○開館時間 9：00～17：00（休館日：土曜、日曜、祝祭日、年末年始）
○費用 無料
○お問合せ 《TEL》0561-76-8318《FAX》0561-76-8319

※相談にあたっては事前に電話連絡をお願いいたします
○詳細 http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/0000047469.html
-----------------------------------------------------------------
《※知財メルマガに関するお問い合わせは下記まで》

〒450-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
愛知県産業労働部産業科学技術課
研究開発支援グループ
TEL：052-954-6370
E-mail：san-kagi@pref.aichi.lg.jp

【あいちの知的財産戦略】



http://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/
-----------------------------------------------------------------


