巡回特許庁 チラシ 外面

「自分には関 係ない」と思われがちな知財。
けれど、ブランドやデザイン、技 術やノウハウなど、ビジネスを支える多くのものごとは、
実は知 財なのです。
「 巡回特 許 庁 」では、知 財 活用の事 例やポイントを発信。
知 財の見 方を変え、知 財をビジネスの味 方につける
キッカケをつくります。

参加
無料

知財のミカタ 〜巡回特許庁 in 四国〜
平成29年

月 〜10 月20 日■
金
9 月25 日■

開催場所：徳島市、高松市（開催日程は次ページ参照）
●
●

主催：特許庁、四国経済産業局

●

共催：(独)工業所有権情報・研修館、農林水産省（地域ブランドセミナーのみ）

後援
（予定）
：徳島県、
香川県、
愛媛県、
高知県
(一社)日本知的財産協会、日本弁理士会、日本弁護士連合会、弁護士知財ネット、
四国商工会議所連合会、日本弁理士会四国支部、弁護士知財ネット四国地域会、
(独)中小企業基盤整備機構四国本部、徳島県商工会連合会、
香川県商工会連合会、
(公財)かがわ産業支援財団、
(公財)とくしま産業振興機構、
(一社)徳島県発明協会、
(一社)香川県発明協会、(一社)愛媛県発明協会、(一社)高知県発明協会

裏面

表紙

知財のミカタ

巡回特許庁 チラシ 中面

高松市のイベント
劇仕立て！模擬口頭審理・面接審査フル活用セミナー 無 料 要申込
＜模擬口頭審理（特許）
＞
●審判の口頭審理なんて難しそう…？そんなみなさまに、特許庁職員による劇仕立

高松港

マリタイムプラザ高松

高松港旅客ターミナルビル

高松シンボルタワー

てで、審判の口頭審理の流れをわかりやすく紹介。知財紛争リスク対策としての
審判制度の活用方法についても説明します。

ＪＲホテルクレメント高松
高松城址

松駅

高
ＪＲ

＜面接審査フル活用セミナー＞

ことでん
高松築港駅

●面接審査の基本的な流れから、地域ユーザー向けの最新の施策までご紹介。審
査官とのコミュニケーションを通じて、ビジネスで活用できる特許の設定を実現
しましょう。

日程

会場

高松高等検察庁

高松センタービル

平成29年 10月3日■
火
13：30〜17：00

三越

片原町駅

リーガホテル
ゼスト高松

高松センタービル ５階「501号室」
高松市寿町2-4-20

高松北警察署

定員

80名

地域ブランドセミナー 〜今すぐ実践できる地域ブランド戦略〜 無 料 要申込
どんなに努力しても注目が集まらない、ブランド化できないと悩んでいる地域の皆さん！本セミナーに参加して悩みを
解決しませんか？
本セミナーでは、
「 ひこにゃん」や「今年の漢字」など地方発ブームの火付け役となったＰＲプロデューサーの殿村美樹
氏をお招きして、地域ブランド戦略を通じて人が自ら動く仕組みづくりやお金をかけずにイノベーションを起こす方法
について、過去の事例を交えながらお話いただきます。また、地域ブランドづくりに取り組む団体を招いてパネルディス
カッションを行います。

日程

会場

平成29年 10月4日■
水
13：00〜16：30

サンポートホール高松
6階「61会議室」

定員

サンポートホール高松

高松港

（高松シンボルタワー内ホール棟）

マリタイム
プラザ高松

100名

高松港
旅客ターミナルビル
ＪＲホテル
クレメント高松

高松市サンポート2-1

松駅

高
ＪＲ

13:00〜13:10

主催者挨拶

13:10〜14:25

基調講演

「今すぐ実践できる地域ブランド戦略」
株式会社TMオフィス 代表取締役 殿村 美樹 氏

14:25〜15:20

制度説明

「地理的表示（ＧＩ）保護制度について」
農林水産省 食料産業局
知的財産課長 杉中 淳
「地域団体商標制度について」
特許庁 審査業務部 商標課長 佐藤 淳

高松城址

ことでん
高松築港駅

殿村 美樹 氏 プロフィール
（株）
TMオフィス代表取締役 PRプロデューサー。
大手広告代理店等でマーケティングとPRの業
務実績を積んだ後、PR会社TMオフィス設立。
PR
（パブリック・リレーションズ）
を活かした
地域活性化に従事し、
「ひこにゃん」
「今年の漢
字」
「佐世保バーガー」
などのブームの火付け役
となった。地域活性化伝道師（内閣府認定）。

15:20〜15:30

休憩

15:30〜16:30

パネル
「先例に学ぶ 〜地域ブランドづくりにおける知財への意識と実践〜」
ディスカッション モデレータ：特許庁 審査業務部 商標課長 佐藤 淳
パネリスト：○株式会社TMオフィス 代表取締役 殿村 美樹 氏
○鳥取いなば農業協同組合（地理的表示（GI）登録「鳥取砂丘らっきょう」）
○ＮＰＯ法人小豆島オリーブ協会 理事長 植松 勝太郎 氏
（地域団体商標登録「小豆島オリーブオイル」）
○農林水産省 食料産業局 知的財産課長 杉中 淳

16:30

閉会

中面 1

中面2

巡回特許庁 チラシ 中面

徳島市のイベント

「徳島ビジネスチャレンジメッセ2017で開催」
特 許 情 報 活 用セミナー
〜ライバル企 業 の 活 動を探る方 法とは？！〜

日程

会場
定員

平成29年 10月12日■
木
10：30〜12：30

JR 徳島駅

川

アスティとくしま

二軒屋駅

センチュリー
プラザホテル
ユニクロ

75名

10:40〜12:30

基調講演

12:30

閉会

新
町
富田中

徳島市山城町東浜傍示1-1

主催者挨拶

徳島県庁

阿波富田駅

アスティとくしま 1階 第2会議室

10:30〜10:40

徳島
東環
状線

特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）をご存じですか？
これまでに出願された膨大な特許情報を無料で検索できるサイ
トがあります。無料でオープンなデータを検索・分析することで、
競合他社の技術開発動向はもちろんのこと、貴社の開発のヒント
や取引に役立つ様々な情報などを得ることも可能です。本セミ
ナーでは、
そんな特許情報の活用術をご紹介します！

無料 要申込

徳島文理大

鶴本 祥文 氏 プロフィール

「業績アップのための
知財情報活用術について」
正林国際特許商標事務所
弁理士 鶴本 祥文 氏

普 及 啓 発ＰＲ展 示 〜おトクな情 報あります！〜

弁理士。徳島県出身。2001年弁理士登録、
日本弁理士会知的財産価値評価推進セン
ター事業部長・副センター長を歴任し、知
的財産権価値評価の手引き等の作成に従
事。知的財産評価
（裁判所案件、特許庁補
助事業である知財ビジネス評価書を多数受
任）
、特許分析に明るく、特許マーケティン
グ、特許情報を用いた新規事業開発、知財
戦略の立案・実行のサポートを行っている。
特許分析等のセミナー講師も多数。AIPE認
定知的財産アナリスト。

無料 申込不要

「特許情報の賢い使い方」や「こんな落とし穴に注意！」といった経営に役立つ情報のほか、知財関係の支援施策等を
紹介いたします。10/12（木）に開催の「特許情報活用セミナー」
と「知財経営セミナー」に参加される方も、残念ながら
セミナーを聞き逃した方も、ぜひ、
ＰＲ展示ブースに足をお運びください。

日程

会場

平成29年 10月12日■
木 〜14 日■
土
10：00〜17：00（最終日は16:00）
アスティとくしま 1階
金融･ビジネスサポートゾーン
徳島市山城町東浜傍示1-1

支援策等の
パンフレットを
無料配布します！
裏面につづく
中面 1

中面2

巡回特許庁 チラシ 外面

徳島市のイベント
知 財 経営セミナー
〜 知 財をミカタにして経 営に活かす〜

無料 要申込

知財は自社に関係ないと思っていませんか？
他との違いを見える化したり、ライバル企業の動きをコントロールしたり、取引先との交渉力を強化したり、社内を活性
化させたり…っと、実は、使い方次第では、知財は強力な経営ツールにもなります。本セミナーでは、そんなさまざまな
「知財の経営への活かし方」をご紹介します！
また、
「 知財の経営への活かし方」について、四国の企業2社を招いて彼らの実践例や知財経営に取り組み始めたきっ
かけなど交えたトークセッションも開催します。

木 13：30〜16：30
10月12日■

日程

平成29年

会場

アスティとくしま 1階 第2会議室
徳島市山城町東浜傍示1-1

定員

75名

13:30〜13:40

主催者挨拶

13:40〜14:00

政策報告

14:00〜15:15

基調講演

15:15〜15:20

休憩

15:20〜16:30

トークセッション 「知財をミカタにして経営に活かす」
スピーカー：○土生特許事務所 所長／弁理士 土生 哲也 氏
○四国化工機株式会社
○株式会社ヨコタコーポレーション
ナビゲータ：四国経済産業局知的財産室長

土生 哲也 氏 プロフィール

「知的財産の力で会社と地域を活性化!!」
土生特許事務所 所長／弁理士 土生 哲也 氏

弁理士。1989年日本開発銀行（現・株式会社
日本政策投資銀行）
に入行、主にベンチャー
ファイナンスを担当した後、2001年に独立して
土生特許事務所を開業。経営に資する知財戦
略の講義には定評があり、各種公開セミナーや
社内セミナーの講師を多数務めている。平成
29年度知財功労賞（経済産業大臣表彰）受賞。

閉会

臨 時 相談窓口

無 料 要申込

アイデア段階から事業展開まで、知的財産に関する臨時の相談窓口を開設。知的財産は難しいと思っているそこのあな
た、まずはお気軽にご相談ください。また、
「 徳島ビジネスチャレンジメッセ2017」
（ 同会場内）には、経営等のお悩みを相
談できる臨時窓口も設置されます。そちらの窓口におつなぎすることも出来ますので、お気軽になんでもご相談ください。

日程

会場

平成29年 10月12日■
木 〜14 日■
土
10：00〜17：00（最終日は16:00）
アスティとくしま 2階 研修室
徳島市山城町東浜傍示1-1

四国 地 域 全 域

出張面接審査
無料 ／ 要申込
URL

日時：平成29年9月25日
（月）
〜10月20日
（金）
審査官が地域に出向いて面接審査を行い、
戦略的な権利取得を支援。
出願１件からでもお気軽にお申し込みください。

出張面接審査

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t̲torikumi/junkai.htm

裏面

表紙

このたび特許庁及び四国経済産業局では、9月25日（月）～10月20日（金）に四国地域にて「知財のミカタ～巡回特許庁
in 四国～」を開催いたします。
四国地域のみなさまに、知的財産制度や特許庁の支援策をより活用していただくため、様々なイベントをご用意いたし
ました（イベントは徳島市・高松市で開催）
。
事前予約が必要なプログラムもございますので、お早めに以下の申込方法にてご登録ください。

★申込方法★

知財のミカタ

検索

① インターネット… … http://www.junkai-jpo2017.go.jp/shikoku にアクセスし、
申込フォームにご記入の上、送信してください。

② Eメール……………… junkai_03@junkai-jpo2017.go.jp 宛てに申込内容をご記入の上、
メール送信してください。
③ 電話… ……………… 03-3502-5441 にお電話ください。

専用サイト
申込はこちらから！

④ FAX… ……………… 以下のFAX申込書にご記入の上、03-3504-1480 に送信してください。

※それぞれ開催の3日前（土日祝日を除く）17時まで申込を受け付けます。
※定員に達し次第、締め切らせていただきますのでご了承ください。
※申込に際してご連絡いただいた個人情報は、本件及び特許庁・経済産業局の施策案内以外では使用いたしません。

FAX申込書

※ご希望のイベントに■
✓を入れてください。

FAX 03-3504-1480

シンポジウム・セミナー
【高松会場】

□ 劇仕立て！模擬口頭審理・面接審査フル活用セミナー

□ 地域ブランドセミナー～今すぐ実践できる地域ブランド戦略～

【徳島会場】

□ 特許情報活用セミナー～ライバル企業の活動を探る方法とは？！～
□ 知財経営セミナー～知財をミカタにして経営に活かす～

〈10/4（水）

13：30～17：00〉
13：00～16：30〉

〈10/12（木） 10：30～12：30〉
〈10/12（木） 13：30～16：30〉

※ご希望の日程、時間、内容に□
✓を入れてください。

●会場

徳島ビジネスチャレンジメッセ内 〈 □ 10/12（木） □ 10/13（金） □ 10/14（土）〉

●時間

□ 10：00～11：00

●内容

□ 知的財産の出願手続・出願相談

（複数選択可） □

（複数選択可） □

14：00～15：00

□ 11：00～12：00
□ 15：00～16：00

営業秘密管理・知財戦略

□ その他

□ 13：00～14：00

□ 16：00～17：00（10/12、10/13のみ）

□ 知的財産に関する社内体制・職務発明
□ 海外展開（知財関係）

FAX送信方向

臨時相談窓口

〈10/3（火）

相談内容の詳細（記入できる範囲でご記入ください）

※事務局から確認の連絡をいたしますので、以下に連絡先をご記入ください。

会社名：

お名前：

ご住所：
電話番号：

FAX番号：

Eメール：

お問い合わせ先

平成29年度巡回特許庁運営事務局 一般社団法人発明推進協会 調査支援チーム 担当：原澤、久保田
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-14
電話：03-3502-5441 FAX：03-3504-1480 Eメール：junkai_03@junkai-jpo2017.go.jp

