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■╋■╋■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2020/1/10 
╋■╋■┛愛知県知的財産メールマガジン号外 
■╋■┛              [ 発行：愛知県産業科学技術課 ] 
╋■┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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↓ 
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/0000030762.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆I N D E X◆ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆参加者募集中 
・「知的財産経営サロンin豊田」の参加者を募集します！ 
・「経営のための知財戦略セミナー」の参加者を募集します！ 
◆お知らせ 
・「知的財産セミナー2020」の参加者を募集します！ 
◆その他のお知らせ 
・IPMU教授 村山 斉氏 講演会(研究交流クラブ第202回定例会) 
  の参加者を募集します！ 
・「令和元年度第2回自動車安全技術セミナー」の参加者を募集します！ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆参加者募集中 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「知的財産経営サロンin豊田」の参加者を募集します！ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 愛知県では、企業関係者等と知的財産の専門家である弁理士が、少人 
数のグループ制で、知的財産を題材に語り合う「知的財産経営サロン」 
を豊田市において開催します。 
 当サロンでは、知的財産を活用した企業戦略をテーマにセミナーと座 
談会を行います。特に、座談会では日常業務で知的財産についての疑問 
や知的財産をどのように経営に活かすのか、弁理士と気軽に質問や意見 
交換できます。また、参加した他企業の意見も聞くことができます。 
 参加は無料です。是非、御参加ください。 
 
○日 時 令和2年2月13日（木） 15:00～17:00  
○内 容 1.ミニセミナー 
      「知的財産でビジネスチャンスをつかもう！ 
       ～知財戦略で差をつける新商品開発～」 
     2.座談会 
      「弁理士と語ろう！ 
              ～会社の知的財産を経営にどう活かす？～」 
○場 所 ものづくり創造拠点SENTAN（豊田市挙母町2-1-1） 
○参加費 無料 
○定 員 30名（申込先着順、要事前申込み） 
○詳 細 https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2020-02.html 
○締 切 令和2年2月7日（金） 
○問合せ 愛知県 産業科学技術課 研究開発支援グループ  
     《TEL》052-954-6370 《FAX》052-954-6977 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「経営のための知財戦略セミナー」の参加者を募集します！ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 愛知県では、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）と共催で、中 
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小企業のリアルな事例から学ぶ経営のための知的戦略セミナーを開催し 
ます。 
 本セミナーでは、知財にまつわる海外での成功事例・失敗事例をもと 
に、実際に起こり得るビジネス展開やトラブル対応に対する実践的な視 
点を学べます。また、グループワーク形式により、他社の意見も参考と 
しながら、経営の知的戦略について学べます。知財初心者の方も、是非 
御参加ください。 
 
○日 時 令和2年1月22日（水） 
     午前の部 9:30～12:40 午後の部 13:30～16:40 
○会 場 名古屋商工会議所 5階BC会議室 
     （名古屋市中区栄2-10-19） 
○内 容 午前の部：海外市場開拓 午後の部：デザイン経営 
○参加費 無料 
○定 員 各40名（要事前申込み、申込先着順） 
○締 切 定員に達し次第締め切り 
○主 催 （独）工業所有権情報・研修館（INPIT）、愛知県 
○詳 細 https://g-seminar.inpit.go.jp/ 
〇問合せ （一社）発明推進協会 研修チーム 
     《TEL》03-3502-5424 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆お知らせ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「知的財産セミナー2020」の参加者を募集します！ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 日本弁理士会東海会では、開設日を記念して恒例の知的財産セミナー 
を開催します。 
 今年は、「迫り来る近未来の社会変革と知的財産戦略～企業に貢献す 
る知財～」をテーマとし、現在そして将来の知財活用・知財戦略につい 
て、新たな気付きを得られる講演を実施します。是非、御参加ください。 
 
○日 時 令和2年1月30日（木） 13:00～17:00  
○内 容 1.「CASEとMaaSが変革する自動車開発や産業構造のありかた」 
     2.「クルマを取り巻く環境変化を踏まえた 
              トヨタ自動車の知財活動」 
          3.「任天堂の基本戦略を支える知的財産部の取り組み」 
○場 所 名古屋観光ホテル3階「那古の間」（名古屋市中区錦1-19-30） 
○参加費 無料 
○定 員 600名（申込先着順、要事前申込み） 
○詳 細 http://www.jpaa-tokai.jp/topics/detail_571_0_0.html 
○締 切 令和2年1月24日（金） 
○問合せ 日本弁理士会東海会 
     《TEL》052-211-3110 《FAX》052-220-4005 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆その他のお知らせ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇IPMU教授 村山 斉氏 講演会(研究交流クラブ第202回定例会) 
 の参加者を募集します！ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 （公財）科学技術交流財団では、東京大学国際高等研究所カブリ数物 
連携宇宙研究機構 教授（初代機構長）の村山斉氏をお招きし、「研究 
交流クラブ第202回定例会」を開催します。 
 当日は、基調講演に加え、愛知県、(公財)日比科学技術振興財団と共 
同で実施している「第14回わかしゃち奨励賞」の表彰式および受賞者に 
よる優秀提案発表会も開催します。是非、御参加ください。 
 
○日 時 令和2年1月20日（月） 14：00～17：20（交流会18:30まで）  
○内 容 1.基調講演 
      「宇宙の謎からイノベーションへ」 
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      東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 
      教授（初代機構長） 村山 斉 氏 
     2.「第14回わかしゃち奨励賞」表彰式、優秀提案発表会 
     3.交流会 
○場 所 キャッスルプラザ 4階 鳳凰の間(名古屋市中村区名駅4-3-25） 
○参加費 無料（交流会のみ、科学技術交流財団研究交流クラブ以外の 
          方は2,000円の参加費が必要になります） 
○定 員 130名（申込先着順、要事前申込み） 
○詳 細 http://www.astf.or.jp/astf/club/teirei_202.html 
○締 切 令和2年1月13日（月） 
○問合せ （公財）科学技術交流財団 業務部  
     《TEL》0561-76-8325 《FAX》0561-21-1651 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「令和元年度第2回自動車安全技術セミナー」の参加者を募集します！ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 愛知県では、自動車安全技術の研究開発に取り組む中堅・中小企業等 
の拡大を目的とした、「第2回自動車安全技術セミナー」を開催します。 
 本セミナーでは、昨今高齢ドライバによる事故に関心が寄せられてい 
ることを受け、高齢ドライバの運転特性や後付け可能な安全装置につい 
て講演を実施します。 
 自動車安全技術の研究開発に興味をお持ちの中堅・中小企業等の経営 
者や技術者、自動車安全技術の導入を検討されている各種企業・団体関 
係者等、多くの皆様の御参加をお待ちしています。 
 
○日 時 令和2年1月30日（木） 14:00～16:20  
○内 容 1.「後付け急発進等抑制装置の先駆けメーカーとして」 
     2.「名古屋大学 人間・加齢特性研究室の取組について」 
     3.質疑応答  
○場 所 ウインクあいち15階 科学技術交流財団研究交流センター 
     （名古屋市中村区名駅4-4-38） 
○参加費 無料 
○主 催 愛知県 
○定 員 50名（申込先着順） 
○詳 細 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/autosafety-seminar020130.html 
○締 切 令和2年1月28日（火） 
○問合せ 愛知県 産業科学技術課 科学技術グループ 
     《TEL》052-954-6351 《FAX》052-954-6977     
------------------------------------------------- 
《※知財メルマガに関するお問い合わせは下記まで》 
 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 
 愛知県経済産業局 産業部産業科学技術課 
 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】 
 https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/ 
------------------------------------------------- 
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