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中小企業お役立ちインフォメーション ～Information～
№3
●福山市の中小企業の皆様へ国内の知的財産権の取得を応援します！！
・補助対象事業費
出願，出願審査請求，実用新案技術評価請求に係る手数料及び弁理士費用
・補助金額
補助金額＝補助対象事業費×１／２以内（限度額：１０万円）
同一出願案件１回・当該年度１中小企業者１回限り
・申請方法：随時受付（但し、事前の申請が必要です）
⇒ 詳しくは 福山市産業振興課

TEL:084-928-1039

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/sangyou/42043.html
●東広島市の中小企業の皆様への知的財産権の取得を応援します！
・自社の有する技術や製品の保護やブランド力の向上を目的として行う国内における知的財産権
（特許、実用新案、意匠、商標）の取得に関する事業に係る経費を支援
・支援規模：補助率：１／２以内

限度額：１０万円

・募集方法：随時受付（予算額に達し次第終了）
・本支援事業は東広島市の「Ｈ28 年度ものづくり新事業展開支援事業補助金」の一部であり、他
の 3 事業を含め、いずれか 1 事業のみ（1 回限り）です。
⇒ 詳しくは、コラボスクエア（東広島市新産業創造センター） TEL:082-493-8181
http://www.collabosquare.com/news/3039/

新規支援
● 海外企業の自社の商標を先取出願された・・・冒認出願でお困りの中小企業への朗報！
平成 28 年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（新規）公募が開始されました。
・特許庁では、中国等海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願さ
れた中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判（例：中国における三年不使用取
消）請求など、冒認商標を取消すためにかかる費用（代理人費用含む）の２／３を助成します。
・補助率・上限額：

補助率 ２／３

上限額 ５００万円

・応募受付期間：～10月31日（期限内随時受付）
※既に係争中の案件も対象となります。充分な対策を行うためにも、なるべく早い時期での申請を
お勧めいたします。
詳しくは、
⇒【補助金申請】（独）日本貿易振興機構 （ジェトロ）知的財産課

TEL:03-3582-5198

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_trademark.html
【制度全般】 特許庁総務部普及支援課 03-3581-1101（内線2145）
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■ 営業秘密に関するレポート

会社のヒミツを守るには（第三回）
－みなさんの職場で、営業秘密管理体制を作り上げるには－
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
前々回（第一回）は「（技術情報も含まれる）営業秘密とはなにか」、前回（第二回）は「会社の営業
秘密が不幸にも流出してしまった場合、事後措置として（大きな改正があった不正競争防止法で）どの
ような法律的な保護が受けられるか」を中心に解説しました。
この連載を読んで下さっているみなさんは、営業秘密について、かなり具体的なイメージができてき
たのではないでしょうか。
今回は「重要性も含め、なんとなくわかって来たぞ、だけど自分の職場ではこれまでほとんど何もや
っていないので、どうすべきか見当がつかない」という方に、まず何からスタートしたら良いか を中
心にご説明します。

まずはここから（みなさんの職場で管理体制を作り上げるには）
ここまで、営業秘密の大事なポイントを説明してきました。
｢おおよそ分かった。さっそく社内に体制を作って行くべきと思う。でも、いろいろやらなくてはな
らないことが多そうだ。さしあたって自分の職場で具体的に何から始めたら良いのだろうか？｣と、思
われている方も多いのではないでしょうか？
①

「大事な情報の抽出」からスタート
しましょう
｢何から手をつけたら良いか分からな
いときには」、まず第一に、「自社の強み
となる情報資産の把握」 （営業秘密とし
て管理する情報の把握）から始めてみて
ください。
永年しっかりと事業を進めている中小
企業の幹部に「あなたの会社の重要なノ
ウハウは、なんですか？」と質問すると、
「う～ん」と腕を組んで考え込んでしま
い、長い沈黙が続くことが良くあります。
そんなとき、既存のチェックシート１）な
どを利用して、まず大くくりで会社の状
況を見直してみることから始めると良い
でしょう。

表 1 営業秘密になりうる社内情報

皆さんが日常の扱っている情報で、営業秘密になり得る企業情報を列挙したのが表１です。
この表の項目を参照しながら、例えば他社と比較して個性が強い製品やサービス、高い売り上げに結
びつく特徴的な性質を持つものをピックアップし、その個性や特徴を生み出している要因を分析するこ
とで、自社が把握すべき情報が見えてくることでしょう。
このような｢
情報資産の棚卸し｣の作業を通じて、自社の競争力の源泉となる様な価値の高い情報はな
にかを認識（再認識）することができます。
営業秘密管理のメリットは、それが“テコ”になって競争力がアップし、会社を大きく変えるきっか
けとなる場合があることです。
また、これまで活用されていなかった情報資産を社内で共有・活用することの促進にも繋がることも
あります。
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図１ 重要度に応じた情報の管理例

つぎに、情報のレベル（重要度）を見極めた管理が大事です。
抽出作業を終えたら、情報のレベルを決定しましょう。
営業秘密として管理する場合にもそれぞれの情報の重要度によるレベル分け（図１の例のようにＡ，
Ｂ，Ｃランク）を行い、レベルに応じた管理が必要となります。
レベルについては、取引先に対する開示／非開示の方針を明確にし、新入社員から社長・会長に至る
まで全社員の認識が統一されていることが重要です。
他者（社）から開示の要求があった場合に判断に迷ったり、展示会などで売り込みに熱中するあまり
つい門外不出の情報を開示してしまったり、技術社員と営業マンでレベルの認識が異なる様な状態は
｢管理されている｣とは言えません。
前回、「他社の情報も大切に」と述べました。図１のピラミッドＡ，Ｂ，Ｃランクに加えて他社情報
に（たとえば「Xランク」というような）フラグを付けて自社の情報と混在しない様な管理も、実務で
は重要です。
②

社内体制の構築
情報の抽出と、ある程度のランク分け（＝仕分け）ができ、秘密表示、アクセス制限、外部ネットワ
ークからの遮断などができたら、表２の様に
・｢体制作り｣、｢営業秘密管理規程や、職場のマニュアル作成｣
・従業員等との｢秘密保持に関わる誓約書｣や｢
契約書｣の整備 など
の、次のステップに進みます。
「立派な規程類やマニュアルは作ったけれど、活動はほとんどしていない」という、職場の実情を伺
うことが、ときどきあります。
体制ができたならば、維持・管理のための日常的なチェック、教育訓練などが重要です。
｢人（従業員）が関与する流出が多い｣ のが
現実です。転職を阻止することはできませんが、
従業員に定年を待たずに転職しよう、あるいは
ライバル企業に転職しようという考えをなる
べく持たれぬよう、日常的に｢不満の解消｣
など
にも配慮し、従業員と良好な関係を保つことが
重要です。
｢従業員が辞めたくならないような職場を作
ること」は、営業秘密管理に限らない、究極の
目標といえるかもしれません。たとえば、高い
技能を有する社員の国際的な競技会への出場
を会社が全面的に支援したり、会長が意識的に
現場に顔を出し一般社員との昼食懇談会を頻
繁に行うなどの工夫をし、社員の働き甲斐や勤
務先への帰属意識を高め、中途退職者を減らす
表２ ｢
社内体制構築｣
でやること
効果をあげている企業があります。
あなたの会社では、どんなやり方があるのか、業種・職場の環境などに合わせ、知恵を絞ってみてく
ださい。
｢不幸にして流出事故が起きた場合を想定して、あらかじめ『対策チーム』を作っておくこと｣が、
実務において、万一の場合に慌てず迅速な対応をとるのに非常に有効です。
｢転ばぬ先のツエ｣が大事なことは分かるが、なにをしたら良いか分からない場合、私共 INPIT営業
秘密・知財戦略相談窓口と連携している IPA
（独立行政法人 情報処理推進機構）の資料２） が、具体的
で役に立ちますので、参照してみて下さい。
自分の会社の実情に適した体制を整え、あまり背伸びをせず、合理的なレベルで管理しましょう！
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③

契約に気を付けて
みなさんは「なんとなく」契約を行っていないでしょうか？３） あるいは｢最後のセレモニー｣
程度に
考えていないでしょうか？４）
他社との契約については、契約条項の一言一句を十分に確認してから署名して下さい。
契約書に慣れておらず ｢なるべく避けて通りたい｣
と思う人が少なくないかも知れません。でも、契
約は｢他者（社）との約束｣を文書化したものなのですから、各条項に細大漏らさず注意を払い納得して
から署名・押印して下さい。読むのが面倒くさいから、英語が苦手だから、早く商売を開始したいから、
ざっと斜め読みして、分からないところはそのままにして ｢なにかトラブルが起きたとしても、そのと
きは相手との話し合いで解決出来るだろう｣と、都合良く解釈して署名してしまう様なことを決してし
てはいけません。｢不当に自社の開発部分まで取り込まれないか？｣、｢成果物の他社への販売禁止条項
がないか？｣
なども丹念に確認して下さい。

契約は先手必勝
契約書の文案を相手から貰ってから内容の検討を開始するのではなく、専門家（弁護士）などに相談
してあらかじめ自社オリジナルの文書を準備しておいて、個別の契約事案に合わせた修正を適宜加え、
交渉内容がある程度具体化して来たら相手に契約書をすぐに出せる様にしておくのが好ましい状態で
す。
よく「契約書のひな形が欲しい」と頼まれます。ひな形は「不足の条項がないか、より適切な表現が
ないか」などのチェック用の参考資料としては有用ですが、ネット等からダウンロードした汎用のひな
形をそっくりそのまま転用し、日付欄と甲、乙欄だけ書き換える様な使い方は好ましくありません。

ハンドブックをご活用ください
平成２８年２月に、経済産業省から「秘密情報の保護ハンドブック」５) が発行されました。
このハンドブックは、営業秘密を含む秘密情報の保護に関するより良い漏えい対策（※）を講じたい
企業の方々に、企業の実情に応じて対策を取捨選択したり参考としていただけるよう、
○ 秘密情報の漏えい対策、
○ 漏えいしてしまった場合の対応策、
○ 各種規程・契約等のひな形、窓口
等、様々な対策を網羅的に紹介しています。
（※）漏えい対策（情報を漏らさない様な管理）は、これまで解説してきた営業秘密管理とは別の
視点の（さらに厳重な）管理が必要になります。

先（せん）使用権について
先使用権制度は、他者による特許出願時以前から、独自に同一内容の発明を完成させ、さらに、その
発明の実施である事業（準備を含む）をしていた者について、法律の定める一定の範囲で、事業を継続
することを認める制度です。
先使用権を主張する企業は、他者の特
許出願の時点で、その発明の実施事業を
行っていたこと（準備も含む）を証明す
る必要があります。他社の特許出願日前
に、研究開発により発明を完成し（その
発明を知得し）、その発明の実施事業を
準備し、その事業を開始するに至った経
緯を証明できるように資料を保管して
おくことは、ノウハウとして秘匿化した
発明について、確実に先使用権を確保す
るために極めて重要です。
証拠資料は、作成時期が客観的に認識
できることが最も重要です。日付の証明
には、公証人役場での「日付の確定/電
子公証」､
「タイムスタンプ」､
「内容証
図２ 技術情報を営業秘密として管理する場合は、
明郵便」などの方法が使われます。
６）
｢先使用権｣を確保して下さい
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個人情報と営業秘密
よく、企業の方から｢
個人情報と営業秘密の関係が分からない｣
と質問されることがあります。
「個人情報」も、法律（個人情報の保護に関する法律 第２条第１項）で
「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特
定の個人を識別できるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。）
」
と定義された情報です。
永年に渡り、企業が集めた個人情報が蓄積した顧客名簿は、営業力の源泉とも言え、大切な情報とし
て秘密に管理されていることが多いと思われます。このように営業秘密として管理されていれば、それ
らが流出し使用された場合など、名簿を保有する企業は差止め請求や損害賠償請求が出来ます。ただし、
個人情報は、公開か非公開かは問われません（｢秘密として管理されていること｣は規定されていません）
ので、個人情報が顧客名簿として利用されていても、企業が秘密として管理していなければ営業秘密と
して保護されないことになります。
例えば、営業秘密として管理されていた小学生向け通信教育の顧客名簿が流出した場合、
営業秘密（＝不正競争防止法）の観点からは、被害者は｢
（営業秘密を侵害された）通信教育の会社｣、
個人情報保護法の観点からは、被害者は｢流出した個人情報の本人（生徒やその保護者）｣
ということになります。

まとめ
｢営業秘密を管理する｣とはどういうことかを総
括したのが図３です。
営業秘密自体に関する解説は、今回で一区切りつ
けます。
次回は、企業における営業秘密管理が重要視され
ている大きな理由の一つである「オープン＆クロー
ズ戦略」の概略と、筆者の活動拠点である「IN
PIT
営業秘密・知財戦略相談窓口“営業秘密 1
10番」の
サービスの紹介をする予定です。

図３ ｢営業秘密を管理する｣とは

※【お断り】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あり、筆者が所属する組織の
見解を示すものではありません。
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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。

連絡先：０３（３５８１）１１０１ 特許庁代表 内線３８４４

【７月号に続く】
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■ 平成２８年度定時総会及び総会記念講演会開催のご案内
❑ 定時総会
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。なお、ご欠席の場合は、別途送付いたしました総会ご案内一式に同封している、委任状にご署名・押
印の上、ご返信くださいますようお願い申し上げます。
【日 時】平成２８年６月２３日（木） １３：３０～１４：３０
【会 場】広島市工業技術センター ３階 研修室 （広島市中区千田町 3-8-24）

❑ 総会記念講演会 『戦後イノベーション１００選に向けて』
【日 時】
【会 場】
【講 師】
【定 員】
【参加費】

平成２８年６月２３日（木） １５：００～１６：３０
広島市工業技術センター ３階 研修室 （広島市中区千田町３－８－２４）
及川 耕造 氏 公益社団法人発明協会副会長 特許庁元長官
７０名
無料

❏ 懇親会
総会記念講演会後に懇親会を開催いたします。会員の皆様と交流を深める機会でございますので、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２８年６月２３日（木） １７：００～１８：３０
【会 場】 レストラン マルコポール千田店（広島市中区千田町 3-7-47 広島県情報プラザ１階）
【参加費】 3,000 円（/1 人） 当日徴収いたします。

■ 平成２８年度理事会開催のご案内
上記総会終了後に、『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。
役員の皆様におかれましてはご多忙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。

❑ 理事会
【日 時】平成２８年６月２３日（水）１４：３０～１５：００ （総会終了後）
【会 場】広島市工業技術センター ３階 講習室 （広島市中区千田町 3-8-24）
【議 題】常任理事選任(案)について他

平成２８年度第１回会員交流会のご案内
■開催日時：平成２８年７月２９日（金） １５：００～１７：００（懇親会１７：３０～予定） ※受付開始１４：３０～
■場
所：株式会社サタケ （東広島市西条西本町 2-30 ℡082-420-0001（代））
※現地集合、現地解散です。
※同社の本社ビル（ブルー）の１階にご参集ください。
※駐車場は十分有りますが、事前に参加申込書により、お知らせください。
■内
容：≪第１部≫
①㈱サタケ ショールーム、歴史館等見学
②「㈱サタケの知的財産活動の紹介（仮題）」＆意見交換
担当：株式会社サタケ 法務・知的財産本部 知的財産部課長 藤原孝浩 氏
≪第２部≫
懇親会 食彩四季ちろりんＴＯＷＮ（１７：３０～予定） ※有料
参加者の相互交流・意見交換を目的に懇親会を開催します。
㈱サタケより、送迎バスにて懇親会場に移動する予定です。
■参 加 者：広島県発明協会会員（または、入会希望の方）
■参 加 費：無料 ※但し、懇親会は 4,000 円（/1 人）のご負担をお願いいたします。（当日徴収）
■お申込み・お問合せ：一般社団法人広島県発明協会 担当：熊野、吉村
ＴＥＬ ０８２－２４１－３９４０ FAX ０８２－２４１－４０８８
E-mail info@hiroshima-hatsumei.jp
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■ 平成２８年度理事会開催報告
５月３０日、広島発明会館において理事会を開催いたしました。（議長：
平野会長）
本会議には、理事２２名、監事２名が出席され、平成２７年度事業報告
及び収支決算報告（案）、役員選任（案）、総会付議事項（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、監事の皆様にお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。

■ 青少年創造性育成事業へのご協力について
次代を担う青少年の育成を目的とした【青少年創造性育成事業】の実施にあたり、下記の会員様より「特定
会費」としてご協力を賜りましたのでご報告いたします。
皆様のご協力に深く感謝申し上げ、当地域の青少年の育成事業に活用させていただきます。
㈱熊平製作所、㈱サタケ、中国電力㈱、マツダ㈱、丸善製薬㈱、㈱ウッドワン、コベルコ建機㈱、
㈱ジェイ・エム・エス、中電工㈱、戸田工業㈱、西川ゴム工業㈱、学校法人鶴学園、新川電機㈱、
中国塗料㈱、テンパール工業㈱、早川ゴム㈱、広島ガス㈱、ホーコス㈱、維新国際特許事務所、
池田糖化工業㈱、㈱エネルギア・コミュニケーションズ、㈱ケミカル山本、佐藤農機鋳造㈱、
㈱シギヤ精機製作所、(一社)
中国地域ニュービジネス協議会、中国電機製造㈱、日の丸産業㈱、
特許業務法人 HARAKE
NZOWORL
DPATENT
&TRADEMA
RK、㈱フジイ機械製作所、フマキラー㈱
福山瓦斯㈱、特許業務法人前田特許事務所、㈱御池鐵工所、HANDA整地用具店、専徳院特許事務所、
茂里一紘 氏

■ 青少年創造性育成事業に関するお知らせ
❏ 少年少女発明クラブ活動報告

広島少年少女発明クラブ
発足式(5/14)

福山少年少女発明クラブ
発足式(5/21)

広島少年少女発明クラブ
5/22 「ペンシルケース」

福山少年少女発明クラブ
5/28 「写真立て」
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呉市少年少女発明クラブ
発足式(5/28)

東広島市少年少女発明クラブ
5/14 「アイディア工作」

■ 会員紹介

Ｖｏｌ．２５

このコーナーでは、ご寄稿いただいた資料を基に会員の皆様の企業情報を紹介しています。
今回は、「佐藤農機鋳造株式会社」様です！

代表者
資本金
創業
設立
従業員数
HP アドレス
所在地

佐藤 明三
1,500 万円
1937 年 2 月 1 日（昭和 12 年）
1948 年 6 月 30 日（昭和 23 年）
83 名（2016 年 5 月現在）
http://www.310imono.co.jp/
本社・鋳造工場
〒721-0966
広島県福山市手城町 3-25-25
TEL：084-922-3811
FAX：084-925-3362

本社・鋳造工場
普通鋳鉄とダクタイ
ル鋳鉄の生産及び
加工まで取り扱い、
目 指 すは究 極 の
「高 品 質 ！」
「超短納期！」
「低 コスト！」

農機事業所
野菜・果物の選別・洗浄機等の製造販売をしています。
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農機事業所
〒721-0964
広島県福山市港町 2-3-21
TEL：084-922-4540
FAX：084-922-4542

■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”

知財トピックス（2016.6）

報告書「特許情報のさらなる活用に向けて」の発表について
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、特許庁が設置した産業構造審議会知的財産分科会の情報普及活用小
委員会が、先月、発表した報告書「特許情報のさらなる活用に向けて」についてです。
http://www.jpo.go
.jp/shoukai
/choukan/201
605_
saranaru.htm
この報告書は、特許情報（特許公報などの情報）の普及活用施策について、特許庁の「あり
方」を提言するものです。
報告書では、
1.特許庁又は INPITが運営する公的な特許情報提供サービスのあり方
2.法的検討も要する公報のあり方
3.中小企業への情報普及施策のあり方
について提言しています。
この中で、実務上、気になる記載がありました。それは、現在の公報では「住所の情報」が
全て開示されていますが、将来的には、概括的な記載にすべきではないか、という部分です。
現在は、以前と異なり、個人情報保護が重要となって、また電子情報として個人情報が簡易に
検索できる。ということを考えると、しょうがないのかなと、思います。
あと、個人的に楽しめた記載は、以下の表です。

私は、この業界に平成２年からいますから、この公報の変遷を全て経験しています。
当初の紙の公報は、特許庁か、地域の発明協会に行かないと、閲覧もコピーもできませんで
した。それが、現在では、自宅でいつでも無料で自由に閲覧できるようになりました。
インターネットで、公報がいつでも無料で検索できるというのは、今では、当たり前ですが、
当時は、かなり感動したことを覚えています。
こうしてアクセスしやすくなった特許情報は活用しないと絶対に損です。当然、皆さんは既
に活用されているものと思いますが、この機会に、より活用して頂ければと思います。
以上
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■ セミナーのお知らせ
❏ 日本知的財産協会・発明協会会員のための特別講演会・工場等見学会
■開催日時：平成２８年６月３０日(木) １３ :００～１７：１５（～２０：００懇親会終了） ※受付開始１２:３０
（１）工場等見学会（１３：００～１５：１０）
（２）特別講演会「知財戦略のススメ」（１５：１０～１７：１５）
講師： 鮫島 正洋 氏 内田・鮫島法律事務所 弁護士
（３）懇親会（１８：００～２０：００） ≪有料≫ リーガロイヤルホテル小倉（各自で移動）
■開催場所：ＴＯＴＯ株式会社 (福岡県北九州市小倉北区中島２－１－１)
■参加条件：日本知的財産協会会員・発明協会会員
※日本知的財産協会中国・四国・九州協議会会員は、日本知的財産協会からお申込ください。
■参加費：無料 ※但し、発明協会関係者は、懇親会参加費として 5,000 円/1 人当日徴収いたします。
■申込締切：平成２８年６月２３日（木）

❏ 図書館で学ぶ知的財産講座
■開催日：＜第１回＞ アイデアを生かす特許
平成２８年７月 １日（金）
＜第２回＞ 身近な事例で学ぶ商標
平成２８年７月１５日（金）
■開催時間：１４：００～１５：３０ 講義、１５：３０～１６：００ インターネットを利用した特許調査体験
■会場：広島県立図書館 会議室 （広島市中区千田町３丁目７－４７ 広島県情報プラザ内）
■受講料：無料
■講師：広島県知財総合支援窓口（(一社)広島県発明協会） 知財活用アドバイザー 柳下 加寿子
■定員：各回３０人程度（先着順）
■申込み・お問い合わせ：広島県立図書館 調査情報課 TEL 082-241-2299

❏ 知財・技術者のための国内拒絶理由実務講座
■日時：平成２８年７月１３日（水） ９：３０～１６：３０
■場所：広島発明会館 ４階 研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１）
■参加条件：発明協会会員 ※日本知的財産協会会員は、日本知的財産協会からお申し込みください。
■講師：前田 礼子 氏 江原特許事務所 弁理士
■受講料：１１，０００円（消費税込） ※広島県発明協会会員の方は、参加補助券をご利用いただけます。
■定員：６０名
■申込締切：平成２８年６月２０日（月）

❏ 中国における失敗しない意匠、商標戦略及び模倣品対策
■日時：平成２８年７月２５日（月） １４：００～１６：００
■場所：広島発明会館 ４階 研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１）
■講師：毛 立群 氏 上海立群専利代理事務所 代表 弁理士･弁護士 ※日本語でご説明いたします。
■受講料：会員 ０円 （無料） ／ 一般 ８，０００円 （税込）
■定員：２０名 （定員になり次第締め切らせていただきます）

❏ 会社のヒミツを守るには ～あなたの会社の独自技術をシッカリ守り、活かすために～
■日時：＜広島会場＞平成２８年６月１７日（金） ＜福山会場＞平成２８年７月１５日（金）
開催時間は、両会場とも １３：３０～１５：３０
■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 ３０４会議室 （福山市西町２－１０－１）
■定員：＜広島会場＞４０名
＜福山会場＞３６名
■講師：（独）工業所有権情報・研修館 営業秘密管理担当 知的財産戦略アドバイザー
＜広島会場＞古田 恵夫 氏 ＜福山会場＞小原 荘平 氏
■受講料：無料
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■ ５月の活動報告
広島県知財総合支援窓口
関係者会議(5/9)

技術者・開発者のための「はじめての特許」(5/11)

講師：テンパール工業㈱ 開発部
副長 鎌田武 氏

はじめての意匠・商標(5/26)

講師：維新国際特許事務所
所長 弁理士 井上浩 氏

■ 広島県発明協会事務局からのお知らせ
❏ 広島県発明協会 担当理事会開催報告（5/13）
平成２８年度理事会に向けて資料の確認等を行った後、
ひろしま自動車産学官連携推進会議イノベーション人財
育成委員会の方々にお越しいただき、委員会の取組みを
紹介頂いた後、当会とのコラボレーションについて、意見
交換を行いました。

❏ 広島県発明協会関連行事 ＜６月＞
2日
3日
4日
5日
6日
8日
11 日
15 日
16 日
17 日
18 日
19 日
23 日
25 日
27 日
30 日

(水)
(金)
(土)
(日)
(月)
(水)
(土)
(水)
(木)
(金)
(土)
(日)
(木)
(土)
(月)
(木)

ひろしま知財塾初級編＜広島会場（春コース）＞第１回
（一社）中国地域ニュービジネス協議会総会
呉市少年少女発明クラブ活動日、わくわくケミカルクラブ開校式・活動日
広島少年少女発明クラブ活動日
広島県知財総合支援窓口第１回連携会議
職務発明制度改正セミナー～規程改正と社内手続の実務～
東広島市少年少女発明クラブ活動日
平成２８年度全国発明表彰式、ひろしま知財塾初級編＜福山会場＞第１回
東友会協同組合＆広島県発明協会連携企画 フマキラー㈱広島工場見学会
営業秘密セミナー「会社のヒミツを守るには」
呉市少年少女発明クラブ活動日
広島少年少女発明クラブ活動日
広島県発明協会定時総会・理事会・総会記念講演会・交流会
呉市・東広島市少年少女発明クラブ活動日、わくわくケミカルクラブ活動日
広島県産業教育振興会総会
日本知的財産協会会員・発明協会会員のための特別講演会・工場等見学会

■ 新刊書籍のご案内 （２０１６年５月～２０１６年６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。
内 容
書籍名 出願人のためのブラジル特許制度
著者等 青和特許法律事務所ブラジル特許制度研究会
価
格
会員価格

３，２４０円
２，９１６円
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本書は、日本語によるブラジル特許
制度の本格的解説書です。基本的
事項から特許権取得の手続きまで出
願人の立場で説明しています。

