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中小企業お役立ちインフォメーション ～Information～
№1
平成 28年度の始まりに当たり、
「ＴＰＰを活用した中小企業の海外展開の支援」に関し、
国から多数の支援事業が公表されています。その中から主要な支援事業を紹介します。

１．ＪＡＰＡＮブランドの育成
ふるさと名物応援事業

40億円＜Ｈ27年度補正、平成 28年度当初＞

●中小企業グループによる地域産品や技術等の強みを生かした
定 ②戦略に基づく海外展開の取組を支援します。

①ブランド戦略の策

○専門家への謝金、海外現地調査のための渡航費等の補助
1件あたり 200万円上限（補助率：定額）
新商品開発・海外展示会出展等を最大 3年間支援します。
1件あたり 2,000万円上限（補助率：2
/3）
窓口：各経済産業局等

２．海外展開戦略の策定
●中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業
34.3億円＜平成 27年度補正、平成 28年度当初＞
○新たに海外展開を目指す中小企業を対象に、海外展開計画の策定を支援します。
1件あたり 140万円上限（補助率：2/3
）
＊農商工連携等により TPP加盟国への海外展開を目指す場合には、上限を 200万円とします。

○具体的には、海外現地調査のための渡航費・通訳費などの補助とともに、海外ビジ
ネスに精通した専門家が海外展開計画の実現を支援します等。
窓口：各地のＪＥＴＲＯ、中小企業基盤整備機構
注１）ＴＰＰとは？
環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定とは、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレ
ーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、米国およびベトナムの合計 12か国で高い
水準の、野心的で、包括的な、バランスが取れた協定を目指し交渉が進められてきた経済連携協定です。
2015年 10月のアトランタ閣僚会合で、大筋合意に至ったもの。今後は、各国と連携しつつ、協定の早期署
名・発効を目指している。
注２）上記事業は平成 28年 3月 17日における事業内容であり、内容は多少変更の可能性があることをお含
み下さい。
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■ 平成２８年度知財総合支援窓口のご案内

(独)工業所有権情報・研修館事業

広島県知財総合支援窓口では、（公財）ひろしま産業振興機構と連携を図り、中小企業等の皆様のアイデ
アやブランド等、知的財産に関するお悩みに、適切な支援を行います。

窓口支援担当者
≪知財活用アドバイザー≫

【広島県知財総合支援窓口】
◆場所：広島発明会館 １Ｆ
（広島市中区千田町 3-13-11）
◆電話：ナビダイヤル 0570-082100
◆時間：月曜日～金曜日 8:30～17:15
（12:00～13:00 除く）
※国民の休日及び年末年始を除く

◆知財専門家による窓口での支援について
高度な専門性を必要とする内容や出願書
類の添削アドバイスなどは、弁理士の対応
が可能です。
※専門家によるご相談は、弁理士は第 1～４
火曜日と第 2.4 金曜日、弁護士は第 3 水曜
日です。

曽我部 秀雄

森本 理子

柳下 加寿子

（そがべ ひでお）

（もりもと りこ）

（やぎした かずこ）

詳細につきましては、同封のリーフレット、または、本紙の知財総合支援窓口・無料相談のご案内をご覧くだ
さい。

■ 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
当会備後支会では、「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、第１・３木曜日に弁理
士相談の日を設け、また、全開所日、知財に関する相談対応を可能にするなど、中小企業の皆様の知財支
援を強化いたします。

【広島県中小企業知財支援センター
福山サテライト】
◆場所：福山商工会議所 ２Ｆ
（福山市西町 2-10-1）
◆電話：084-921-2349
◆時間：月曜日～金曜日 8:30～17:30
（12:00～13:00 除く）
※国民の休日及び年末年始を除く
◎窓口でのご相談は事前に予約をお願いします。
※企業ＯＢのアドバイザーが様々な相談に応じます

≪知財活用アドバイザー≫

月・火曜日担当
山近 光昭
（やまちか みつあき）

水曜日担当
小野 昭人

～弁理士による発明無料相談について～

（おの あきと）

高度な専門性を必要とする内容や出願書類の添削ア
ドバイスなど、弁理士が無料で相談に応じます。
◆場所：福山商工会議所ビル３Ｆ会議室
◆時間：13:00～16:00 ※完全予約制
※弁理士相談は、原則として６０分以内でお願いいたし
ます。
※原則として、中小企業、個人事業主及び創業予定の
個人の方にご利用いただけます。

木・金曜日担当

2

平岩 勝
（ひらいわ まさる）

■ 平成２７年度広島市優良発明功績者表彰
３月１８日、広島市役所本庁舎市長公室において、
平成２７年度広島市優良発明功績者表彰式が行われ
ました。本表彰は特許発明等を創作し、その実用化に
より広島市の産業振興に寄与された方を表彰すること
によって、市民の発明意欲の高揚及び企業における技
術開発の振興を図ることを目的として昭和２９年度より
開催されており、今年度は下記の会員企業の方が表彰
されました。
おめでとうございます！

（写真提供：広島市）

～受賞記念写真～
コベルコ建機㈱ 渡辺氏（左）
㈱キーレックス 山根氏（左から２人目）
松井市長（中央）
広島市優良組合表彰者、広島市中小企業企業診断受診優良企業表彰者とともに

優良発明功績賞
株式会社キーレックス
山根 稔正 氏

発明考案の内容
「スポット溶接用電極検査装置」

山根氏 表彰の様子

優良発明功績女性奨励賞
コベルコ建機株式会社
渡辺 幸子 氏
発明考案の内容「建設機械」

渡辺氏 表彰の様子

「知的財産権活用企業事例集 2016」刊行のご案内（特許庁）
本事例集では、知恵と知財を武器に様々な分野で活躍されている
中小企業 78 社の取組事例が紹介されています。
「知財総合支援窓口」において、4 月中旬以降に無料で配布されます。
ご希望の方は、広島県知財総合支援窓口までご連絡ください。
なお配布数には限りがございますので、予めご了承ください。
↓特許庁のホームページからダウンロードできます。

https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/kigyou_jireii2016.htm
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■ 「第３８回未来の科学の夢絵画展」受賞のお知らせ
『第３８回未来の科学の夢絵画展』において、広島県からは次の作品が入賞いたしました。
おめでとうございます。

朝日新聞社賞
『化石プラネタリウム』
広島市立三篠小学校
藤井 惟文さん

◆奨励賞
『ハッピーな未来』
なぎさ公園小学校
佐藤 玲衣さん

『イタイのとれ～る手ぶくろ』
広島大学附属小学校
大江 楽さん

『町の未来予想図』
熊野町立熊野東中学校
市場 海沙さん

■ 「第７４回全日本学生児童発明くふう展」入選のお知らせ
『第７４回全日本学生児童発明くふう展』において、広島県からは次の作品が入選いたしました。
おめでとうございます。
◆入選作品

『二十一世紀型火吹き竹』
なぎさ公園小学校
寺内 春陽さん

『温度差発電装置ＤＸ』
東広島市立高美が丘小学校
平野 寛大さん

『歩く机のなぞ』
なぎさ公園小学校
寺尾 勇杜さん

『ルーズリーフパンチ』
広島県立賀茂高等学校
牛越 裕太さん
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■ 青少年創造性育成事業に関するお知らせ
❏ 企業講師による理科授業 「会員企業 先生になる！」

テーマ「永久磁石と電磁石」
企業 戸田工業株式会社（3/4 開催）
学校 広島市立中島小学校６年生
内容 永久磁石の実験とコイルモーターの製作

❏ 少年少女発明クラブ活動報告

呉市少年少女発明クラブ（3/5）
「ボックス万華鏡」

呉市少年少女発明クラブ
修了式(3/12)

福山少年少女発明クラブ
修了式(3/12)

❏ わくわくケミカルクラブ活動報告(3/12)
ケミカルマジック
「角砂糖は燃えるか？」

修了式

実験 「炎色反応
～ふしぎなキャンドル～」

※子どもたちの夢や創作活動を一緒に応援しませんか！
発明クラブの運営にあたっては、その活動内容をより一層充実したものとするため、毎年、
地域の皆様から協賛金を募り、クラブ員の活動をご支援いただいております。
☞発明クラブのお問合せ先
広島少年少女発明クラブ
呉市少年少女発明クラブ
東広島市少年少女発明クラブ
福山少年少女発明クラブ
☞ケミカルクラブのお問合せ先
わくわくケミカルクラブ

広島市こども文化科学館
呉市海事歴史科学館（大和ﾐｭｰｼﾞｱﾑ）
東広島市産業部産業振興課
福山商工会議所産業部産業課

TEL
TEL
TEL
TEL

㈱ケミカル山本

TEL 0829-30-0820
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082-222-5346
0823-25-3047
082-420-0921
084-921-2349

■ 営業秘密に関するレポート

会社のヒミツを守るには（第一回）
－営業秘密の基本について学びましょう－
INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）“営業秘密１１０番”
知的財産戦略アドバイザー 小原 荘平（おはら そうへい）

はじめに
みなさんは、「営業秘密」という言葉を聞いたことがあるでしょうか？ 聞いたことがない、あるい
は聞いたことはあるけど良く分からない、メーカーだから、営業職ではないから、規模が小さい会社
だから「自分たちには、ほとんど関係ない」と思われている方もいらっしゃるかも知れません。
たとえば多くの会社では、重要書類にマル秘のマークを付けることが行なわれています。これも営
業秘密管理の一つです。
重要な技術に関する企業秘密が海外のライバルメーカーに流出する大きな事件や、電子データの形
で保存された顧客名簿が従業者によって盗まれ、短期間に多くの名簿業者等に拡散してしまった事件、
外部からのサイバー攻撃による大量の情報流出などが起きています。
これらの状況のもと、不正競争防止法の改正が行われ、すでに本年１月１日から施行されています。
そのなかで営業秘密に関する罰則の大幅な強化がなされています(1)(2)。また昨年、営業秘密管理指針
の大改定（全部改定）もされています(3)。もはや、
「知らない」
「関心がない」では済まされません。
この講座では、できるだけ平易な言葉で「営業秘密の基本事項」を中心に「あなたの会社の重要な
情報を守るために」実務において重要なポイントを複数回に渡って説明して行きます。
よろしくお付き合い下さい。

「営業秘密」とは
みなさんの職場では、仕事に関する大切な情報が｢企業秘密｣｢マル秘情報｣｢極秘ノウハウ｣｢虎の
子｣など、様々な言葉で呼ばれていると思います。
それらは、人によって、また職場によって、定義・対象が異なるかも知れません。
｢営業秘密｣は、これらの普通名詞とは異なり、｢不正競争防止法｣という法律の中で、秘密として管
理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報 であって、公然
と知られていないものをいう。 （不正競争防止法第 2 条第 6 項）と定義されています。
「営業」と付きますが、｢顧客名簿など営業マンが扱う情報」、
「売り上げ計画など経営に関する情報｣
などだけでなく、 ｢
技術的な情報を含む｣ことを、まず覚えておいてください。

権利化（特許などで守る）と秘匿化（ひとくか）
みなさんの会社・組織には、必ず｢大事なアイデア｣
や｢重要な技術ノウハウ｣があるハズです。特許
などで｢権利化｣して守る方
法が、まず思い浮かぶかも
知れません。それ以外に、
特許出願せずに、｢他者には、
こっそり秘密にして守る方
法｣があります。
｢特許化｣と｢
秘匿化（ひとく
か＝秘密にすること）｣
のメリット・デメリットを
対比したのが表１です(4)。

表１

特許化、秘匿化のメリット／デメリット
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特許は､とても強い権利ですが､同じ業界の人が実施出来る程度にその内容を世の中に公開しなけれ
ばなりません。製造方法等を特許出願した場合、公開によって国内外の他社にたやすく真似されやす
く、さらに他社の製造現場に立ち入って侵害行為を突き止めることが事実上ひじょうに困難なことが、
デメリットとして挙げられます。
一方、わが国で１３世紀頃（鎌倉時代）から種糀屋（数軒ほどしかない）の代々当主のみが家族と
いえども知ることができない秘伝として門外不出で一子相伝、守り続けてきたと言われる「もやし」
（蒸
した米に加える種麹の清酒業界用語）の製法、米国で発明から現在に至るまで 130 年以上も社内で厳
重に秘密にされて来たコカコーラ原液成分（formula）などが「永年秘密として守られて（＝秘匿化さ
れて）来た重要な企業情報」の例として有名です。
特許権が｢出願後２０年で満了｣し、満了後はだれでもその発明を利用できるのに対し、これらの食
品業の実例のように営業秘密は、場合によっては永久に秘匿できる可能性のあるメリットがあります。
ただし、営業秘密は｢
一度開示されてしまうと秘密でなくなり、誰にでも使えてしまい、元の状態に
戻すことがほとんど不可能な｣
脆い性質も持ち合わせています。
したがって、これまで述べてきた「営業秘密」として秘匿するには｢適切な管理｣が必要になります。
さらに、同じ発明についてあとから他者が権利を取得した場合にも、事業としてその発明を実施（
準備も含む）していれば、継続して使える様に、日付が特定できる証拠を揃え、｢先使用権｣（次回以
降で説明します）を確保しておくことも必須です。つまり、両者には一長一短があります(4)。
ですから、技術情報の内容によって、たとえば、同じ製品であっても、基本原理については特許に
よる保護を受け、製造上のノウハウや材料については営業秘密として保護するという様に、｢権利化｣
と｢営業秘密による秘匿化｣を使い分けることが必要です。

我が国の企業情報流出事件
表２に、ここ約１０年の間に起きマスコミ等に大きく取り上げられた企業情報流出事件を挙げてみ
ました(5)。
いちばん下のベネッセ
事件が、通信教育の会員
情報（顧客情報）。
それ以外の４件はすべ
て国外へ企業の重要な技
術情報が流出した事件で
す。
とくに新日鐵住金、東
芝事件については一民間
企業のというより｢国家
的な損失を伴う｣技術流
出と言っても過言ではあ
りません。
表２ 最近１０年間に起きた大きな企業情報流出事件
各企業とも大きな経済的打撃、社会的信用低下、企業イメージ低下等の被害を受けています。
さらに、多くの情報が電子化されている今日では、いったん漏えいした情報は、短期間のうちに広
く拡散し、多数の関係者に漏れ、元の状態に戻すことは事実上不可能です。
数十年、数百億円かけて開発した大切な技術の成果であったとしても、結果として価値を失ってし
まうのです。
また、表２のすべての事件で、流出に従業員等の｢
内部者が関与している｣ことにも注目すべきです。
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企業情報を営業秘密として守るには
営業秘密を侵害した場合、重い刑罰が課せられる場合があります。
例えば、社員が会社の情報を持ち出した場合に｢お前が盗んだ情報は、実は我が社のひじょうに重要
な秘密だったのだ。だから営業秘密侵害罪で、お前を警察に訴えてやるぞ！｣などと｢後出し｣で言う
ことはできません。企業は、従業者が事前に、その情報が営業秘密であるかどうかを予測できる様に
しておかねばいけません。
不正競争防止法で規定されている ｢営業秘密｣
は、
① 秘密として管理されていること（秘密管理性）
② 事業にとって有用であること（有用性）
③ 公に知られていないこと（非公知性） 保有者の管理下以外では、一般的に入手できない状態
にあること
の、｢三つの要件｣をすべて満たすことが必要です。
たとえば、前項で紹介したコカコーラの原液の成分（formula）は、①､②､③すべての要件を満たし
ている｢営業秘密｣です。
みなさんが秘密にしたいと考えている企業情報は、大抵の場合は、②の｢
有用性｣
、③の｢非公知性｣
を満足していると思われます。したがって、裁判等になったときに主として争われるのは、対象とな
る企業情報について ①の｢秘密管理性｣の有無です。表２の事件の被告たちは、｢自分が盗んだ会社の
情報は、①の秘密管理性を満たしていないから営業秘密ではなく一般情報である｣
と、裁判で主張して
います。

秘密管理性とは
裁判等で議論となる｢
秘密管理性｣とは企業（会社）が、その情報に接することができる者（従業員）
に対して｢その情報を企業（会社）が秘密として管理しようとする意思を明らかにする｣ことです(3)。
会社側だけが｢重要な秘密｣と考え、従業員がそう感じていない状態はダメです。
具体的には、図１に挙げた様なやり方があります(3)。書類・図面や電子ファイルに㊙マークを付け
ることは、以前から多くの皆さんの職場で実行されているでしょう。

図１ 秘密管理性を確保するための具体例
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写真１

金型企業での営業秘密管理の実例

写真１は、図１ 三番目枠の｢製造機械や金型など物件に営業秘密が化体（かたい：具体的な形のあ
るもので表されること）している場合｣
の金型メーカーの管理例です(6)､(7)。
図２の四番目（いちばん下）の｢媒体が利用されない場合｣とは、たとえば、業務によって習得した
技能・知識が、従業員の（頭などの）中に蓄積されている場合などです。それら無体物の内容を文書
化（リスト化など）し、それを有する従業員や関係者に営業秘密と認識させておくことが必要です。
例えば、ある従業員が転職した場合に｢元の会社で培った自分の特殊技能・高度な知識が営業秘密なの
か、そうでないのかはっきり分からず、転職した職場で使って良いかどうか迷ってしまう様な状態｣は
ＮＧです。
ここまでが第一回です。
なお、本稿の意見にわたる部分は、すべて筆者の個人的見解に基づくもので、筆者が所属する組織
の見解を示すものではないことをお断りしておきます。
次回は、法律による営業秘密の保護などについて解説します。
参考文献
(1)
経済産業省知的財産政策室 「平成２７年度不正競争防止法の改正概要（営業秘密の保護強化）
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実原 経済産業省 産業構造審議会 営業秘密の保護・活用に関する小委員会（第 3回）配布資料③ など
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(6)
「営業秘密管理のすすめ」経済産業省 経済産業ジャーナル 平成 22年 7
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「中小企業情報漏洩対策に後れ」日本経済新聞 20
15年 10月 12日朝刊 法務面

著者略歴

小原 荘平（おはら そうへい）

昭和５５年 東北大学大学院工学研究科修士課程修了 同年日本ビクター(株)（現
JVC ケンウッド）入社、技術開発部門、法務・知財部門に在籍。
平成２６年から独立行政法人工業所有権情報・研修館 知的財産戦略アドバイザー。
現在に至る。

【５月号に続く】
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■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”

知財トピックス（2016.4）

ＩＮＰＩＴが行う「タイムスタンプ保管サービス」について

特許業務法人 前田特許事務所
弁理士 大石憲一

今回の知財ニュースは、特許庁の外郭団体である独立行政法人工業所有権情報・研修館
（ＩＮＰＩＴ）が、行おうとしている「タイムスタンプ保管サービス」についてです。
運用開始は、平成２８年度末ですので、まだ少し先ですが、公的な団体が先使用権や営
業秘密の立証で有効な「タイムスタンプ」に関与するとのことで、今回、取り上げます。

出典：INP
ITの HP
「タイムスタンプ保管サービスについて」
http:
//ww
w.in
pit.
go.j
p/ka
tsuy
o/tr
ades
ecre
t/ts
.htm
l

詳細については、上のサイトを確認して頂きたいのですが、ナマ情報である「電子文書」
自体については、ユーザである私たち自身が保管する必要があるようです。ＩＮＰＩＴで
は、電子文書から作られた「ハッシュ値」
（長文の暗号文章）に、
「時刻情報」が付与され
た「タイムスタンプトークン（
「ＴＳＴ」）」を保管する業務を行います。
この保管業務に掛かる費用については「無料」とのことです。このため、これまで、公
証人等を使って「確定日付等」を取っておられた方からすれば、使いやすい制度だと思い
ます（もっとも、現時点で明らかではないですが、民間事業者が行う「タイムスタンプト
ークン」の作成については、若干の費用が掛かると思います。）。
このサービスで、気になるのは、
「電子文書」自体の保管が私たち自身であることです。
この「電子文書」の保管ですが、当然、「電子文書」を消去や遺失すると、このサービス
が無駄になります。また、誤って「電子文書」を加工してしまっても、同一性が失われる
ため、このサービスが無駄になると思います。「ハッシュ値」から「電子文書」が復元で
きるようになれば、より使いやすいと思いますが…、難しいのでしょうね。
以上
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■ セミナーのお知らせ
❏ 技術者・開発者のための はじめての特許
■開催日時：平成２８年５月１１日（水） １３：３０～１６：００
■開催場所：広島発明会館 研修室（４Ｆ） （広島市中区千田町３－１３－１１）
■対象：技術部門・開発部門で知財を学びたい方、新入社員の方 等
■講師：鎌田 武 氏 テンパール工業株式会社 技術本部 開発部 知財･新技術担当 副長
■受講料：会員 ３，８００円 （税込 4,104 円） ／ 一般 ７，６００円 （税込 8,208 円）
※広島県発明協会会員の方は、参加補助券をご利用になれます。
※知的財産管理技能士の方は、会員価格にて受講できます。
■募集：２０名

❏ はじめての意匠・商標
■開催日時：平成２８年５月２６日（木） １３：３０～１６：００
■開催場所：広島発明会館 研修室（４Ｆ） （広島市中区千田町３－１３－１１）
■対象：技術部門・開発部門で知財を学びたい方、新入社員の方 等
■講師：井上 浩 氏 維新国際特許事務所 所長 弁理士
■受講料：会員 ３，８００円 （税込 4,104 円） ／ 一般 ７，６００円 （税込 8,208 円）
※広島県発明協会会員の方は、参加補助券をご利用になれます。
※知的財産管理技能士の方は、会員価格にて受講できます。
■募集：２０名

❏ ひろしま知財塾 初級編＜広島会場（春コース）・福山会場＞
■開催日時：＜広島会場＞

第１回 平成２８年６月２日（木）、第２回 平成２８年７月７日（木）、
第３回 平成２８年８月４日（木）
＜福山会場＞ 第１回 平成２８年６月１５日（水）、第２回 平成２８年７月２０日（水）、
第３回 平成２８年８月１７日（水）
※開催時間は各回１３：３０～１７：００
■開催場所：＜広島会場＞ 広島発明会館 ４階 研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１）
＜福山会場＞ 福山商工会議所 ３階 ３０５会議室 （福山市西町２－１０－１）
■対象：知財初心者（技術者、新入社員、知財兼任者等）
■講師：大石 憲一 氏 特許業務法人 前田特許事務所 弁理士
■受講料：会員 ３，８００円/１回（税込 4,104 円） ／ 一般 ７，６００円/１回（税込 8,208 円）
※３回続けて受講される場合、特別価格にて受講できます。
会員 １０，０００円/３回（税込 10,800 円） 一般 ２０，０００円/３回（税込 21,600 円）
※広島県発明協会会員の方は、参加補助券をご利用になれます。
※知的財産管理技能士の方は、会員価格にて受講できます。
■募集：各会場１０名程度

❏ 職務発明制度改正セミナー ～規程改正と社内手続の実務～
■開催日時：平成２８年６月８日（水） １４：００～１６：３０
■開催場所：広島発明会館 研修室（４Ｆ） （広島市中区千田町３－１３－１１）
■講師：髙畑 豪太郎 氏 弁護士法人 御堂筋法律事務所 弁護士
■受講料：会員 ０円（無料） ／ 一般 ８，０００円（税込）
■募集：４０名 （定員になり次第締め切らせていただきます）

広島県発明協会では、当地域の知財人材の育成を目的として、知的財産に関する専門知識ならびにその実務の習得
に関するセミナー、講習会を開催いたします。ぜひ、知財スキルの向上、企業の知財業務に役立つ講座としてご活用くださ
い。
◆広島県発明協会会員は、会員料金で受講できます。
◆各都道府県の地域発明協会会員も会員料金で受講できます。
◆広島県発明協会会員は、有料セミナー参加補助券をご利用になれます。
セミナーに関するお問合せ （一社）広島県発明協会 担当 吉村、熊野 TEL：082-241-3940
FAX：082-241-4088 e-mail：info@hiroshima-hatsumei.jp URL：http://www.hiroshima-hatsumei.jp/
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■ セミナー開催報告
❏ ひろしま知財塾ＯＢ・ＯＧ研修会（3/17）
講
師： 特許業務法人 前田特許事務所 弁理士 大石憲一 氏
テ ー マ： 「職務発明規程があるにも関わらず 対価請求権が争われた
判例から考える「ガイドライン（案）」の重要性」
参加人数： ８名

■ 広島県発明協会事務局からのお知らせ
❏ 予算理事会報告（3/14）
本会議には、理事２３名、監事１名が出席され、平成２８年度事業計画（案）
及び収支予算（案）についてご審議いただき、原案どおり承認されましたの
でご報告いたします。理事、監事の皆様に置かれましてはご多用の折ご出
席賜り誠にありがとうございました。

❏ 理事会のご案内
下記の日程で、『平成２８年度一般社団法人広島県発明協会理事会』を開催いたします。理事・監事の皆
様におかれましてはご多用の折とは存じますが、ご出席賜りますようご案内方々お願い申し上げます。
決 算 理 事 会
総会後の理事会

平成２８年５月３０日（月） １４：００～
平成２８年６月２３日（木） ※総会終了後

❏ 定時総会のご案内
下記の日程で、『平成２８年度一般社団法人広島県発明協会定時総会』を開催いたします。会員の皆様
におかれましてはご多用の折とは存じますが、ご出席賜りますようご案内方々お願い申し上げます。
総会

平成２８年６月２３日（木） １３：３０～（総会記念講演会、交流会を開催予定）

❏ 広島県発明協会関連行事 ＜４月＞
9日
10 日
13 日
14 日
15 日
16 日
19 日
20 日
23 日

(土)
(日)
(水)
(木)
(金)
(土)
(火)
(水)
(土)

東広島市少年少女発明クラブ企画委員会・発足式・親子創作教室
広島少年少女発明クラブ公開発明教室
配置専門家連絡会議
第１回知財アドバイザー会議
発明の日記念講演会
福山少年少女発明クラブ公開教室
発明協会中国地域連携会議、発明協会中四国ブロック会議
発明協会中四国ブロック会議
呉市少年少女発明クラブ公開発明創作教室

■ 新刊書籍のご案内 （２０１６年２月～２０１６年４月発行分）
◆会員割引について
★発明推進協会発行の各種書籍を本体価格より１０％ＯＦＦでご提供！！（送料実費）
★総額３，０００円以上（割引後の税抜き価格）のご注文で送料無料！
★ご注文・お問合せは（一社）広島県発明協会まで！！
≪新刊のご案内≫

※記載価格には消費税含。

書籍名 類似商品・役務審査基準
国際分類第 10‐2016 版対応
著作等 特許庁
価
格
会員価格

２，０００円
１，８００円

内 容
商標登録出願にあたっては、本書に記載している指定商
品あるいは指定役務にしたがって記載する必要がありま
す。また、分類を跨ぐような商品または役務を指定する際
に便利が良い他類間類似商品・役務一覧表や新旧類似
商品・役務対照表、索引等をこの 1 冊に集めています。本
書は、国際分類第 10‐2016 版に対応したものになります。
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