このめるまがは、配信をご登録いただいている方や、広島県発明協会が主催するセミナー等へお申込みいた
だいた方、名刺交換をさせていただいた方々に送信させていただいております。
ご不要な場合は、お手数をおかけしますが、文末に記載しております配信停止の方法により登録解除をお願い
いたします。

◆◆◆めるまが ＨＩＩＩ ひろしま ◆◆◆ 【vol.142 2014.1.25】
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
＜セミナーのご案内＞
※再掲情報
【１】ＮＥＷ！技術者向け発明力向上プログラム
「事業で勝つ『強い特許』の作り方」開催のお知らせ
【２】ＮＥＷ！「米国特許法の最新情報セミナーｉｎ広島」開催のお知らせ
【３】ＮＥＷ！作業改善 ソフトウェア体験付きセミナー
「トヨタ生産方式・Panasonic の現場から学ぶ 作業分析改善セミナー」
開催のお知らせ
【６】「日本知的財産協会・発明協会会員のための
米国特許弁護士 服部健一先生の無料特別講演会」開催のお知らせ
【８】「知的財産セミナー ＩＮ 広島」開催のお知らせ
＜その他ご案内＞
【９】特許庁任期付職員（特許審査官補）募集のお知らせ
【９】「ビジネスフェア中四国２０１４」開催のお知らせ
＜知財関連情報＞
【１０】広島県知財総合支援窓口のご案内
【１１】広島県中小企業知財支援センター福山サテライトのご案内
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
＜セミナーのご案内＞

【１】ＮＥＷ！技術者向け発明力向上プログラム
「事業で勝つ『強い特許』の作り方」
～他社が嫌がる特許はこう作る！～ 開催のお知らせ
自分の発明の「どこがポイントになるのか」が判断できない、事業に役立つ発明を生み出
すことができない・・・等でお困りではありませんか？本セミナーでは、実際の事例を基に演
習中心で「発明の本質を把握する方法」「その発明が事業で勝てる発明か検証する方法」
「発明の登録可能性を高め、特許にする方法」を学ぶことができます。すべての技術系担

当者、研究開発企画担当者、経営企画担当者等の方々に最適なセミナーです。
この機会に多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。

●日時：平成２６年２月２４日（月）９：００～１７：００
●会場：広島発明会館 ４Ｆ 研修室（広島市中区千田町３－１３－１１）
●講師：橋本 純一 氏 （TechnoProducer㈱ ﾊﾟｰﾄﾅｰ）
湯浅 竜

氏 （TechnoProducer㈱ 弁理士）

●参加費：一般４５，０００円、会員２５，０００円（テキスト代、消費税込）
※本セミナーは、広島県発明協会会員対象の「有料講習会等無料参加券」対象外でご
ざいますので、ご了承ください。

↓お申し込み等詳細は以下のＨＰをご参照ください。

http://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji4624.html

【３】ＮＥＷ！作業改善 ソフトウェア体験付きセミナー
「トヨタ生産方式・Panasonic の現場から学ぶ 作業分析改善セミナー」
開催のお知らせ
“作業改善”は製造業のみならず、飲食・物流、サービス業など多くの現場で必要とされ
ています。この作業改善を実践に活用できる力を養うにはどうするとよいでしょうか。
本セミナーは、トヨタ生産方式（TPS）と Panasonic の現場で作業改善に当たってきた管理
経験者から、その改善の極意を学ぶ講義を行います。さらに近年めざましく発展している IT
技術を使った新しい改善手法である、動画を活用した作業分析ソフトウェアの体験会も合
わせて開催し、効率的で効果的な改善を進める知識と手法を習得することができます。
業務を問わず現場での作業改善、業務改善に携わっている方、社員の「気づき」を促す
改善活動の進め方、効果的な人材教育にご興味のある方は是非ご参加ください。

●日時：平成２６年２月２１日（金）受付開始：１２：４５、セミナー１３：００～１７：００
●会場：広島発明会館 ４Ｆ 研修室（（広島市中区千田町３－１３－１１）
●参加費：無料
●募集人数：５０名（先着順）
●主催：ディスプロ株式会社 共催：㈱日本生工技研
●締切：１月３１日（金）
●お申込み・お問合せ：Ｔｉｍｅｐｒｉｓｍセミナー事務局
TEL：03-6279-7901 FAX：03-6279-7900
E-Mail：info@dispro.info

↓本件に関する詳細は以下のＨＰをご参照ください。

http://www.dispro.info/20140221seminar.html

【６】日本知的財産協会・発明協会会員のための
「米国特許弁護士 服部健一先生の無料特別講演会開催」のお知らせ
発明協会では、日本知的財産協会との連携により、特別講演会・施設見学会・懇親会を
開催いたします。
特別講演会では、服部先生が「先発表先願主義」と命名された特殊な制度に開催された
米国特許法の解説を含め、米国特許の訴訟を含む最新の米国特許事情をご講演いただき
ます。
講演後には、小惑星「イトカワ」に旅立ち無事に（満身創痍ながら）地球に戻ってきた、あ
の「はやぶさ」も検査されたという、世界で３箇所しかない超小型衛星の検査施設でもある
九州工業大学宇宙環境ラボラトリーを見学いたします。また、希望者による懇親会も予定
されています。
この機会に多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。

●日時：平成２６年２月１３日（木）１３：１５～１７：２０（～１９：００懇親会終了）
●会場：九州工業大学 百周年中村記念館 多目的ホール
（福岡県北九州市戸畑区仙水１－１）
●特別講演「米国改正特許法と米国特許最新事情」
講師：米国特許弁護士 服部 健一 氏（Westerman，httori，Daniels,Ａｄｒｉａｎ、ＬＬＰ）
●参加条件：日本知的財産協会会員、発明協会会員
●参加費：無料（懇親会は参加費として 3,000 円/1 人当日徴収いたします）
●申込締切：平成２６年（２０１４年）２月１日（土）
※日本知的財産協会会員は、日本知的財産協会からお申込みください。

↓お申し込み等詳細は以下のＨＰをご参照ください。

http://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji4548.html

【８】平成２５年度地域別中小企業向け知的財産セミナー
「知的財産セミナー IN 広島」の開催について
「意匠の活用とデザイン戦略」
●日程：平成２６年１月２９日（水）１３：００～１６：００
●会場：アステールプラザ「会議室Ｂ」（広島市中区加古町４－１７）

●講師：新居 敏春 氏（ＮＩＩ インパクター）
●定員：各回３０名
●受講料：無料
●お申込み・お問合せ：知的財産セミナー事業事務局（株式会社ミィ・オフィス内）
TEL：082-258-4650 FAX：082-511-1347
E-Mail：seminor@meoffice.co.jp

↓本件に関する詳細は以下のＨＰをご参照ください。

http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/event/index.html

＜その他ご案内＞
■特許庁 任期付職員（特許審査官補、特許審査官）の募集のお知らせ
【募集人数】
特許庁任期付職員(特許審査官補、特許審査官補)合わせて 100 名程度と、
短期（任期が 5 年未満）の特許審査官を数名程度。
【特許審査官補・スケジュール】
・応募締切り

：平成 26 年 2 月 13 日（木）必着

・一次試験(筆記) ：平成 26 年 3 月 9 日（日）東京、大阪
・二次試験(面接) ：平成 26 年 4 月 5 日（土）又は 6 日（日）特許庁
平成 26 年 4 月 12 日（土）又は 13 日（日）特許庁
・最終合格発表
・採用予定日

：平成 26 年 4 月 15 日（火）
：平成 26 年 7 月 1 日（火）以降

【お問合せ先】
特許庁 審査第一部 調整課 任期付職員採用担当
担当：二階堂（にかいどう）、原（はら）
TEL：03-3581-1101 内線 3119 03-3501-0738（直通）
↓本件に関する詳細は以下のＨＰをご参照ください。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shoukai/saiyou/ninkitsuki_gaiyou.htm

【９】「ビジネスフェア中四国２０１４」開催のお知らせ
１月３１日、２月１日の二日間、「第１２回 ビジネスフェア中四国２０１４－中四国発・こだ
わり良品発掘メッセ－」が開催されます。
このフェアは、中四国地方の企業・団体が熱意とこだわりをもって開発した商品を一堂に
集めた当地域最大級の見本市です。

当協会も知的財産に関する相談コーナーを開設します。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

●日時：平成２６年１月３１日（金）１０：００～１７：００ 商談日（バイヤー等事業者対象）
２月 １日（土）１０：００～１６：００ 商談・展示販売日（一般公開）
●会場：広島市中小企業会館総合展示館（広島市西区商工センター１丁目１４－１）
●主催：ビジネスフェア中四国実行委員会
●お問合せ：ビジネスフェア中四国実行委員会事務局
TEL：082-504-2236 FAX：082-504-2259
E-Mail：syogyo@city.hiroshima.lg.jp

↓本件に関する詳細は以下のＨＰをご参照ください。

http://www.city.hiroshima.lg.jp/keizai/conv/fair/

＜知財関連情報＞

【１０】広島県「知財総合支援窓口」のご案内
「知財総合支援窓口」では、中小企業等が企業経営の中で抱えるアイデア段階から
事業展開までの知的財産に関する悩みや課題を一元的に受け付けその場で解決を図り、
また、知的財産に携わる様々な専門家や支援機関と連携して課題解決を支援する利便性
の高いワンストップサービスを提供いたします。
広島県では、広島発明会館１階に、（公財）ひろしま産業振興機構と連携を図り、
＜知財総合支援窓口＞を開設しています。是非、ご活用ください。

●窓口開設場所：一般社団法人広島県発明協会
（広島市中区千田町 3-13-11 広島発明会館１階）
●日時：月曜日～金曜日（祝日および年末年始を除く）
８：３０～１７：１５（１２：００～１３：００除く）
●なお、お問合せ・ご相談は、
ナビダイヤル 全国共通 ０５７０－０８２１００ をご利用ください。

↓詳細はこちらをご参照ください。

http://www.hiroshima-hatsumei.jp/tizai

【１１】広島県中小企業知財支援センター福山サテライトのお知らせ

広島県東部地域を中心とした中小企業等に対して、当会備後支会（福山商工会議所内）
におく広島県中小企業知財支援センター福山サテライトにおいて、知的財産に精通した
アドバイザー等が、中小企業等が企業経営の中で抱える知的財産に関する悩みを解決
支援し、知的財産を活用した事業化を支援するワンストップサービスを実施いたします。

●場所：福山商工会議所 ２階 （福山市西町 2-10-1 TEL ０８４－９２１－２３４９）
●日時：月曜日～金曜日（祝日および年末年始を除く）
８：３０～１７：３０（１２：００～１３：００除く）
●相談対応：月、金：山近アドバイザー
火：小野アドバイザー
水、木：平岩アドバイザー

↓詳細はこちらをご参照ください。

http://www.fukuyama.or.jp/soudan/hatsumei/

【１２】広島県発明協会サービスのご案内
・

⑨広島県立総合技術研究所 平成 25年度成果発表会の案内（予告）
【開催 2
/14】>
New!<
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
総合技術研究所は、広島県内の中堅・中小企業者，農林水産事業者の皆様が、付
加価値が高い魅力ある製品を持続的に生産されることを支援するために活動して
います。今年度は、「知的財産」に焦点を当て、総合技術研究所の特許技術や知財
活用につながる技術支援の事例を発表します。
■日

時

平成２６年２月１４日（金）１３：００～１７：００

■場

所

県民文化センターふくやま ホール（福山市東桜町 1
-21）

■内

容

＜特別講演＞
「知財を活用した中小企業のビジネス戦略～羽根のない攪拌体の開発を通して～」
(
株)エディプラス

代表取締役

村田 和久

(
一社)広島県発明協会 参与 富岡 康充
＜成果発表＞
（１）県内企業のイノベーション力を強化
◇バリアフリー食”凍結含浸”の専用調味料

～見た目そのままの介護食を厨房で～
◇ＬＥＤ照明の農業分野への活用
～防虫効果を備えた植物の照明栽培方法と照明装置～
（２）農林水産業のブランド化を支援
◇瀬戸内広島レモンのブランド化支援
～「イエローベル」の育成，ハート型レモン型枠～
◇漁獲魚を活かす技術で，新たなビジネスを支援
～漁獲魚の延命・外傷回復技術～
（３）成果の有効活用に向けた知財戦略
（４）総合技術研究所の知的財産の取組
＜情報提供＞
◇中小企業への知的財産支援事業
■参加申込

参加申込みの方法については、近日本ページで案内。

■問合先

広島県立総合技術研究所

企画部（担当：伊藤）

TE
L：082
-223-1
200 F
AX：08
2-2231421
ma
ilto：sgkkik
aku@pr
ef.hir
oshima
.lg.j
p
■詳細情報

ht
tp://w
ww.pre
f.hiro
shima.
lg.jp/
site/
hiroshim
a-soke
n/25se
ikahap
pyo.ht
ml

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
大寒も過ぎ、もうすぐ立春、春遠からじですが、回りには風邪の人が多いです。今年の風は
声が出なくなる人も多いですね。風邪には、休養が一番だなと感じています。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
※本メールサービスの内容等に対するお問合せ、ご意見、ご要望、また本メール
サービスの配信の中止、配信先の変更等は下記アドレスまでお願い致します。

E-mail：info@hiroshima-hatsumei.jp
※記事の転載・複写を禁じます。

