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■╋■╋■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2019/10/21 
╋■╋■┛愛知県知的財産メールマガジン2019年10月号 
■╋■┛              [ 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◆ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆新着情報 
・「自社技術を活かした新事業創出ワークショップ」の参加者を募集し 
  ます！ 
・「第6回せとしん知財活用ビジネスマッチング交流会」の参加者を募 
  集します！ 
・「今日から使える知財セミナー」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安城」の参加者を募集します！【締切間近】 
・「第4回知的財産経営サロン」の参加者を募集します！ 
◆お知らせ 
・「営業秘密・知財戦略セミナー[ワークショップ]」のご案内 
◆その他のお知らせ 
・「新エネルギー情報発信シンポジウム2019」を開催します！ 
・「水素エネルギー社会形成研究会2019年度第2回セミナー」の参加者 
を募集します！～Power to Gas編～ 
・「基盤産業支援セミナー」の参加者を募集します！ 
◆知的財産に関する相談窓口 
・愛知県知財総合支援窓口 
・愛知県知的所有権センター 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆新着情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「自社技術を活かした新事業創出ワークショップ」の参加者を募集し 
ます！ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 愛知県では、大企業等の開放特許を活用し、中小企業の新製品開発を 
支援する取組を進めており、この度、県内の中小企業の経営者や開発担 
当者等を対象に、大企業等の開放特許をヒントに自社製品開発・新事業 
創出を考えていただく機会として、「新事業創出ワークショップ」を開 
催します。 
 当日は開放特許を活用した自社オリジナル製品開発の事例を紹介し、 
ワークショップにて自社の強み探索を行い、開放特許との掛け合わせに 
よるアイデア出しを行います。新製品開発や新事業創出等に関心のある 
中小企業経営者や開発担当者の方は、是非御参加ください。 
 
○日 時 令和元年12月17日（火）13時30分から16時30分まで 
○場 所 ウインクあいち18階セミナールーム 
     （名古屋市中村区名駅4丁目4−38） 
○内 容 1.開放特許の活用について 
     2.大企業の開放特許活用事例紹介 
       【講師】株式会社木村台紙 取締役 木村 慶子 氏 
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     3.自社技術を活かした新事業創出ワークショップ 
      ～大企業等の開放特許をヒントに新製品・新サービスを 
      生み出す～ 
      ・自社の強み探索 
      ・開放特許紹介 
      ・自社の強み×開放特許のアイデア出し 
       【講師】特許業務法人コスモス国際特許商標事務所 
           弁理士 富澤 正 氏 

     4.愛知県等の中小企業支援施策紹介 
○参加費 無料 
○主 催 愛知県 
○定 員 40名（申込み先着順、要事前申し込み） 
○申込方法 ＨＰ内の申込みフォームからの申込み、又は申込書に必要 
      事項を記載の上、ＦＡＸにてお申し込みください。 
○申込期限 令和元年12月10日（火） 
○詳 細 https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/chizai-workshop2019-12.html 
○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 
 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「第6回せとしん知財活用ビジネスマッチング交流会」の参加者を 
募集します！ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 愛知県では、大企業等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 
瀬戸信用金庫、公益財団法人あいち産業振興機構の共催で 
「第6回せとしん知財活用ビジネスマッチング交流会」を開催します。 
 当日は、株式会社ユピテル、キユーピー株式会社、富士通セミコンダ 
クター株式会社の3社より、自社の開放特許について紹介していただき、 
希望者を対象に各開放特許紹介企業との個別相談を実施します。 
 開放特許を活用した新事業展開等に関心をお持ちの方は、是非、ご参 
加ください。 
 
○日 時 令和元年11月20日（水）13:30～16:30 
○会 場 瀬戸信用金庫 本店 
     エンゼルホール・ギャラリーひまわり（本部棟1階） 
○内 容 1.開放特許の紹介及び個別面談 
     【開放特許紹介企業】 
      ・株式会社ユピテル 
      ・キユーピー株式会社 
      ・富士通セミコンダクター株式会社 
     2.名刺交換会 
○参加費 無料 
○定 員 100名（要事前申込み、申込先着順） 
○締 切 令和元年11月8日（金） 
○詳 細 https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/setoshin311120.html 
○問合せ 瀬戸信用金庫 営業支援部 営業企画グループ 
     《TEL》0561-86-0215 
     愛知県 産業科学技術課 研究開発支援グループ 
     《TEL》052-954-6370 
     （公財）あいち産業振興機構 地域資源活用・知的財産G 
     《TEL》052-715-3074  
 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「今日から使える知財セミナー」の参加者を募集します！ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 愛知県では、愛知県知財総合支援窓口（＊）を運営する公益財団法人 
あいち産業振興機構及び（一社）愛知県発明協会と共催で、中小企業の 
経営者・知財担当者や中小企業支援機関の担当者等を対象に「今日から 
使える知財セミナー」を開催します。 
 本セミナーでは、中小企業の知財に関する知識及びスキルの向上を図 
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るため、実際に窓口で相談にあたる知財専門家の弁理士や弁護士が講師 
となり、「海外知財戦略」「著作権」「商標権」「特許権」のテーマで 
セミナーを2回に分けて行います。是非、ご参加ください。 
 
【セミナーⅠ】 
○日 時 令和元年12月13日（金）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階会議室1203 
     （名古屋市中村区名駅4-4-38） 
○内 容 1「海外知財戦略について」 
     2「著作権入門～ビジネスを行う際の著作権リスク管理～」 
【セミナーⅡ】 
○日 時 令和2年1月24日（金）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階会議室1203 
     （名古屋市中村区名駅4-4-38） 
○内 容 1「商標権入門～今さら聞けない商標制度の基本の基本」 
     2「特許権入門～権利になるまで、なってから～」 
 
○参加費 無料 
○定 員 各60名（要事前申込み、申込先着順） 
○締 切 (1)知財セミナー1：令和元年12月12日（木曜日） 
     (2)知財セミナー2：令和2年 1月23日（木曜日） 
○詳 細 http://www.aibsc.jp/tabid/352/Default.aspx 
○問合せ （公財）あいち産業振興機構 地域資源活用・知的財産G 
     《TEL》052-715-3074  
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆参加者募集中 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「知的財産経営サロンin安城」の参加者を募集します！【締切間近】 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 愛知県では、企業関係者等と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」を安城市において開催します。 
知財の専門家である弁理士や他の参加者との気軽な意見交換を通じて、 
日頃の知的財産に関するお悩みの相談や、他社の知財の取組について理 
解を深めていただける機会です。是非、ご参加ください。 
 
○日 時 令和元年10月30日（水）午後3時から午後5時まで 
○内 容 （ミニセミナー） 
     「知的財産は必要？中小企業のための知的財産入門」 
     （座談会） 
     「弁理士は何をしてくれるの？～賢い弁理士の使い方～」 
○場 所 安城市文化センター 3階 大会議室 
     （安城市桜町17番11号） 
○対 象 企業経営者、企業担当者（知的財産担当者に限りません）、 
     個人事業主 
○参加費 無料 
○定 員 30名（申込先着順、要事前申込み） 
○申込期限 令和元年10月25日（金） 
○詳 細 https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2019-10.html 
○問合せ 〒460-8501（住所記載不要） 
     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 
 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「第4回知的財産経営サロン」の参加者を募集します！ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 愛知県では、知的財産を産業競争力の源泉と位置付け、経営戦略に組 
み込む「知財経営」の推進を図るため、中小企業の経営者等を対象とし 
た「知的財産経営サロン」を開催します。 
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○日 時 （第4回）令和元年11月21日（木） 17:30～19:00 
○会 場 日本弁理士会東海会会議室（名古屋商工会議所8階） 
○主 催 愛知県、名古屋商工会議所、日本弁理士会東海会 
○テーマ  知的財産の保護とは？活用とは？ 
      ～事業戦略と共に考えてみよう！～ 
○参加費 無料 
○定 員 50名（申込先着順） 
○締 切 令和元年11月15日（金） 
○詳 細 https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2019.html 
○問合せ 愛知県 産業科学技術課 研究開発支援G 
     《TEL》052-954-6370 《FAX》052-954-6977 
     日本弁理士会東海会 事務局（西澤） 
     《TEL》052-211-3110 《FAX》052-220-4005 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆お知らせ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「営業秘密・知財戦略セミナー[ワークショップ]」のご案内 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 （独）工業所有権情報・研修館（INPIT）では、知的財産戦略アドバ 
イザーが、営業秘密として「法的保護」を受けるための情報の管理方法 
について解説するため、失敗事例等をもとに具体的な情報の管理方法に 
ついて検討するワークショップを開催します。初めての方もお気軽にご 
参加ください。（※セミナー後には個別相談会もございます。） 
 
○日 時 令和元年11月1日（金） 14:30～17:45（受付14:00～） 
○場 所 ウインクあいち 11階 1109 
     （名古屋市中村区名駅4丁目4-38） 
○参加費 無料 
○主 催 （独）工業所有権情報・研修館（INPIT） 
○詳 細 https://inpit-ipsenryaku-seminar2019.jp/ 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆その他のお知らせ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「新エネルギー情報発信シンポジウム2019」を開催します！ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 愛知県新エネルギー産業協議会は、新エネルギー分野における、企業 
の新たな取組の創出等を促す事を目的として、「メッセナゴヤ2019」 
にてシンポジウムを開催いたします。「脱炭素化に向けたイノベーショ 
ン」をテーマに、講演とパネルディスカッションを行いますので、是非 
ご参加ください。 
 
○日 時 令和元年11月7日（木）10時30分～12時30分 
○場 所 ポートメッセなごや イベント館2階 ホール 
○主 催 愛知県新エネルギー産業協議会 
○対 象 新エネルギーに関心のある方 
○定 員 300名（申込先着順） 
○参加費 無料 
○詳 細 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/messe2019.html 
 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「水素エネルギー社会形成研究会2019年度第2回セミナー」の参加者 
を募集します！～Power to Gas編～ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 愛知県では水素エネルギー社会の形成に向けた地域の機運を醸成する 
ため、企業や地域の先進的な取組や最新の技術動向等に関するセミナー 
を開催しています。今回は、再生可能エネルギーからの水素製造・利用 
（Power to Gas）の将来展望に加え、関連技術開発や実証状況などの最 
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新動向について講演を行います。（無料） 
 
○日 時 2019年11月28日（木）午後２時から午後４時まで 
○場 所 愛知芸術文化センター 12階 アートスペースＡ 
○定 員 170名 
○申込期限 令和元年11月22日（金） 
○詳 細 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/suiso20191128.html 
○問合せ 愛知県 産業科学技術課 新エネルギー産業グループ 
     電話 052-954-6350 
 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「基盤産業支援セミナー」の参加者を募集します！ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 愛知県では、企業の皆様に計測・評価技術の観点から、自動車開発を 
支える動向に対する理解を深めていただき、新たな技術開発につなげる 
“きっかけづくりの場”とするため、「基盤産業支援セミナー」を開催 
します。 
 自動車開発に携わるトヨタ自動車株式会社の舟橋様、ミリ波による測 
定装置を開発したキーコム株式会社の鈴木様を講師としてお招きして、 
自動車開発の現状と今後の展望についてご講演頂きます。 
参加費は無料です。是非、御参加ください。 
 
○日 時 令和元年11月22日（金） 13:30～16:30 
○会 場 愛知県技術開発交流センター 研修室１ 
     （あいち産業科学技術総合センター産業技術センター内） 
○主催等 愛知県、愛知工研協会 
○テーマ 計測・評価技術の観点から見た自動車開発動向 
○参加費 無料 
○定 員 80名（申込先着順） 
○締 切 令和元年11月19日（火） 
○詳 細 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/kiban-seminar2019.html 
○問合せ先 愛知県 産業振興課 基盤産業G 
      《TEL》052-954-6345 《FAX》052-954-6976 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆知的財産に関する相談窓口 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇愛知県知財総合支援窓口 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 愛知県知財総合支援窓口（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   https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/aichi/ 
      https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/0000082795.html 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇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 
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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   https://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》 
 〒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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