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■╋■╋■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2019/1/18 
╋■╋■┛愛知県知的財産メールマガジン2019年1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↓ 
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/0000030762.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆I N D E X◆ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆参加者募集！ 
・「開放特許活用による自社製品開発ワークショップ」の参加者を募集します！ 
・＜支援企業・指導員募集＞ 
「少年少女発明クラブ見学会」の参加者を募集します！ 
・中小企業のための知財活性化セミナー2018 in 愛知 
・平成30年度グローバル知財マネジメント人材育成セミナー 
・今日から使える！知財セミナーⅡ 
◆お知らせ 
・国際出願関係手数料改定のお知らせ 
◆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 
◆その他 
・第19回愛知県知事選挙のお知らせ 
・「あいち中小企業応援ファンド助成事業」の申請企業を募集します！ 
・水素エネルギー社会形成研究会  
 平成30年度第4回セミナー～水素発電・ガスタービン編～ 
・2019 水素ビジネス参入セミナー～金属部門～７７７７ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆参加者募集中！ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「開放特許活用による自社製品開発ワークショップ」の参加者を募集します！ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
県では、大企業等の開放特許と中小企業の技術力をマッチングして 
新製品開発を支援する取組を関係団体と連携して進めており、この度 
「開放特許活用による自社製品開発ワークショップ」を開催します。 
 当日は、開放特許活用成功事例の紹介のほか、開放特許を使った 
オリジナル製品作りのワークショップを行います。是非、ご参加 
ください。 
 
○開催日時 平成31年2月13日（水） 13:30～16:00 
○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 
○主催   愛知県 
○共催   (公財)あいち産業振興機構 
○内容   ■知財マッチング事業の概要 
      ■開放特許活用成功事例紹介 
       ナルコ株式会社 代表取締役 杉浦博氏 
      ■自社技術×開放特許から生まれる製品発想法 
       ～脱下請けのオリジナル製品作りのワークショップ～ 
       講師 コスモス国際特許商標事務所 弁理士 富澤正氏 
      ■愛知県の中小企業支援施策紹介 
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○参加費  無料 
○定員   40名（申込先着順） 
○締切   平成31年2月6日（水） 
○詳細   https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/chizai-workshop310213.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Ｇ（近藤、加藤） 
      《TEL》052-954-6370 《FAX》052-954-6977 
      《E-mail》san-kagi@pref.aichi.lg.jp 
 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇＜支援企業・指導員募集＞ 
「少年少女発明クラブ見学会」の参加者を募集します！ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
少年少女発明クラブは、地域や地元企業が連携し、工作活動を通して、 
子供たちの豊かな創造力を育成する場を提供しています。愛知県では、 
発明クラブの活動を知っていただくための見学会を開催します。次代 
を担うモノづくり人材を育成する活動の支援を検討中の企業の方、 
発明クラブの指導員に関心のある方はぜひご参加ください！ 
 
○日時   平成31年2月9日（土）13：30～14：30 
○クラブ名 刈谷少年少女発明クラブ 
○会場   ふれあいプラザゆうきそう（刈谷市司町1－2） 
○対象   ・少年少女発明クラブの指導員に関心がある方 
      ・少年少女発明クラブの活動にご支援・ご協力を検討されている企業の方 
      ・少年少女発明クラブの活動に関心がある方 
○申込締切 平成31年2月4日（月） 
○詳細   https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/282019.pdf 
○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Ｇ（三輪、植谷） 
           《TEL》052-954-6370 《FAX》052-954-6977 
 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇中小企業のための知財活性化セミナー2018 in 愛知 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
○開催日時 平成31年2月12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）12階1204室 
○主催   中部経済産業局 
○共催   愛知県、INPIT愛知県知財総合支援窓口 
○内容   ■セミナー 「営業秘密保護のための基本的考え方」 
       講師 （有）オフィス富岡 代表取締役社長 富岡康充氏 
            ■企業事例紹介「株式会社山田製作所における営業秘密管理」 
             講師 （株）山田製作所 代表取締役 山田英登氏 
                （独）工業所有権情報・研修館 知的財産戦略アドバイザー 
                小原荘平氏 
○参加費  無料 
○定員   50名（申込先着順） 
○締切   平成31年2月7日（木） 
○詳細 
http://www.chubu.meti.go.jp/b36tokkyo/sesaku/chizai-kasseika-
seminar/fy30_chubu_chizai_kasseika_seminer.html 
○問合せ先 「知財活性化セミナー」事務局（一般社団法人発明推進協会内） 
            《TEL》03-3502-5447 《FAX》03-3504-1480 
 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇平成30年度グローバル知財マネジメント人材育成セミナー 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 本セミナーでは、知財にまつわる実際の成功事例・失敗事例を基に、 

講師と参加者がインタラクティブにケーススタディを行っていきます。 
グループワーク形式により、他者の意見も参考としながら、自分の会社 
ならどう取り組むべきか、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ぶことができます。ぜひご参加ください。 
 
○開催日時 平成31年2月14日（木）9:30～16:40 
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○会場   名古屋商工会議所3階第5会議室 
○主催   （独）工業所有権情報・研修館 
○内容   【午前の部】戦略的活用編 
      【午後の部】トラブル対応編 
       ※グループワークによるセミナーです。 
       講師 あいそう特許事務所 弁理士・MBA 村山信義氏 
○参加費  無料 
○定員   30名（要事前予約） 
○詳細   https://g-seminar.inpit.go.jp/ 
○問合せ先 一般社団法人発明推進協会 研修チーム 
           《TEL》03-3502-5439 《FAX》03-3506-8788 
 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇今日から使える！知財セミナーⅡ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
○開催日時 平成31年2月15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)18階セミナールーム 
○主催   INPIT愛知県知財総合支援窓口 
○共催   (公財)あいち産業振興機構、(一社)愛知県発明協会、愛知県 
○内容   ■実用新案の基礎～お手軽権利のメリット・デメリット～ 
            ■著作権入門～ビジネスを行う際の著作権リスク管理～ 
○参加費  無料 
○定員   60名（申込先着順） 
○詳細   http://www.aibsc.jp/tabid/352/Default.aspx 
○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 
            《TEL》052-715-3074 《FAX》052-563-1438 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆お知らせ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇国際出願関係手数料改定のお知らせ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
平成31年（2019年）1月1日に、国際出願関係手数料が改定され 
ました。平成31年1月以降に国際出願関係手数料の納付をする場合は、 
各種手数料の額及び適用関係にご注意をお願いします。 
 
○詳細（特許庁のページ）  
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆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 
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※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://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/aichi/ 
http://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 
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 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆その他 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇第19回愛知県知事選挙のお知らせ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
メールマガジンをご利用の皆さまへ 
2月3日（日）は、愛知県知事選挙の投票日です。 
http://aichi-chijisen2019.jp/  
 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「あいち中小企業応援ファンド助成事業」の申請企業を募集します 
～地域産業資源等を活用した新事業展開を支援～ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
愛知県では、中小企業者等が行う地域産業資源等を活用した新製品 
（商品）開発、販路拡大などの新事業展開を支援するため、あいち中小 
企業応援ファンド助成事業(新事業展開応援助成金)を実施しています。 
この度、本事業の内、新事業展開応援助成金（地場産業枠・農商工 
連携枠）の申請企業を以下のとおり募集します。 
 
○対象者   県内に本社若しくは主たる事務所を有する中小企業者 
             （個人、会社及び団体）又はそのグループ 
○助成対象 ・主要地場産業（繊維・窯業・食品・家具・伝統的工芸品） 
              の分野における県内の地域産業資源を活用した新事業展開。 
      ・あいち産業科学技術総合センターや愛知県農業総合試験場等 
              と連携し、県内の地域資源の農林水産物を活用して行う 
              新事業展開。 
○募集期間  平成31年1月16日（水）から平成31年2月15日（金）まで   
○応募方法 ・公募要領の配布 
              公募要領及び交付申請書の様式は、公益財団法人あいち産業 
              振興機構で配布します。また、同機構のＷｅｂサイト 
             （http://www.aibsc.jp）からもダウンロードできます。 
            ・提出方法 
              交付申請書に必要書類を添付の上、公益財団法人あいち 
              産業振興機構へ郵送又は持参にて提出 
○詳細    http://www.aibsc.jp 
○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 
              〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目4-38  
              愛知県産業労働センター(ウインクあいち)14階 
             《TEL》052-715-3074 《FAX》052-563-1438 
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-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇水素エネルギー社会形成研究会  
平成30年度第4回セミナー～水素発電・ガスタービン編～ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+  
○開催日時 平成31年2月6日（水）13:30～15:55 
○会場   名古屋銀行協会会館 5階 大ホール 
○主催   愛知県 
○内容   ■講演①『水素焚きガスタービン開発の取組』 
      ■講演②『発電用大型ガスタービンにおける水素利用』 
      ■報告『あいち低炭素水素サプライチェーンの取組』 
○参加費  無料 
○定員   250名（申込先着順） 
○締切   平成31年1月31日（木） 
○詳細   https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/suiso310206.html 
○問合せ先 愛知県 産業労働部 産業科学技術課 新エネルギー産業Ｇ（桑田、水田） 
           《TEL》052-954-6350 《FAX》052-954-6977 
 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇2019 水素ビジネス参入セミナー～金属部門～ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+  
○開催日時 平成31年2月7日（木）14:00～16:15 
○会場   名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール 4階 第7会議室 
○主催   愛知県 
○内容   ■講演①『水素ステーションで使用される金属材料の選定の 
                      考え方および今後の展開』 
      ■講演②『超高圧水素用バルブ機器、水素環境下で使用する 
                      製品開発の歴史・規制について』 
      ■名刺交換会 
○参加費  無料 
○定員   80名（申込先着順） 
○締切   平成31年1月31日（木） 
○詳細   https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/suiso310207.html 
○問合せ先 愛知県 産業労働部 産業科学技術課 新エネルギー産業Ｇ（桑田、水田） 
           《TEL》052-954-6350 《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》 
 〒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/ 
------------------------------------------------- 
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