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○ 当商談会の特徴
・アポイント取得が難しい首都圏等バイヤーとの商談が可能です。
・安価かつ充実したサポートで展示会未経験者も安心して出展ができます。
○

満足度が非常に高い商談会です！！！

*開催日時 ： 平成 3
0年（20
18年）2月 2日（金）～2月 3日（土）
*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１－１４－１）
*主
催 ： ビジネスフェア中四国実行委員会
◆連絡先：ビジネスフェア中四国実行委員会事務局
〒7
30-8586 広島市中区国泰寺町１－６－３４
（広島市経済観光局産業振興部商業振興課内）
Tel
:082-504
-2236 Fax:082
-504-22
59 E-mail:sy
ogyo@cit
y.hirosh
ima.lg.j
p

◎知財に関するご相談は、国内・海外を問わず
相談
無料

知財総合支援窓口にご相談ください。
全国共通ナビダイヤル：0570-082100
（一社）広島県発明協会：082-241-3940
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秘密
厳守

■ 青少年創造性育成事業に関するお知らせ
❏ 第６回少年少女チャレンジ創造コンテスト広島県大会（8/22）
（第８回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト地区大会）
８月２２日（火）、広島市工業技術センターにおいて第６回チャレコン広島県大会を開催しました。
今年は、広島少年少女発明クラブから３チーム、東広島市少年少女発明クラブから１チーム、広島市
内・呉市内の中学校から４チームが参加し、くふうを凝らしたからくりを搭載した「からくりパフォーマンス
カー」を制限時間内にゴールさせる競技に果敢にチャレンジしました。

広島県発明協会会長賞
ベストインプレッション賞

競技の様子
目指せ日本一！広島カープを応援し隊（広島市立庚午中学校）
「広島カープ 日本一への道」

審査員の質問に答えるチーム
名物紹介し隊（広島市立瀬野川東中学校）
「広島の名物めぐり」

表彰式
チームＨＡＴ（東広島市少年少女発明クラブ）
「逆転の広島」

じゃけえ広島（広島少年少女発明クラブ）
「平和をむねに広島」
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参加チーム、審査員、審判員による
集合写真

❏ 少年少女発明クラブ活動報告
広島県内発明クラブの８月に行われた活動の様子をお知らせします。

広島少年少女発明クラブ
8/27 「ビー玉ラリー（基礎コース・参観日）」

呉市少年少女発明クラブ
8/26 「発明くふう作品の制作」

東広島市少年少女発明クラブ
8/26 「缶ローラー性能試験走行風景」

福山少年少女発明クラブ
8/26 「発明くふう作品の仕上げ」

❏ わくわくケミカルクラブ活動報告 (8/26)

ケミカルマジックショー
「植物のマジックとパワー」

第５回 『酸化と還元Ⅱ』
～日光写真で遊ぼう～
トレーシングペーパーに
絵を描いて、白い部分と
黒い部分に塗り分け、
種紙作り！

上手に日光写真が
できました～ ｖ(o´▽`o)ｖ

3

■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”知財トピックス（2017.9）
トンボ鉛筆、「文字なしモノ消しゴム」販売
特許業務法人 前田特許事務所
弁理士 大石憲一
株式会社トンボ鉛筆は、青白黒のモノストライプのみの「文字なしモノ消しゴム」を先
月から全国で発売を開始しました。今回の知財ニュースは、この件についてです。
トンボ鉛筆は、「センター試験等で、
試験会場での所持品や服等に文章や英
文字等がプリントされたものを制限す
る受験上の注意がある」ことから、文房
具選びで苦慮している受験生に対応す
るため、今回「文字なしモノ消しゴム」
の販売を開始しました。
商標に詳しい方であれば「おっ」と思
われるニュースではないでしょうか。こ
の「青白黒のモノストライプ」が、先日、
「色彩のみからなる商標」の第１号とし
て登録された商標だからです（商標登録
第５９３０３３４号）。
今回の消しゴムの販売によって、トン
ボ鉛筆は「色彩のみからなる商標」その
ものを、指定商品「消しゴム」に使用し
たことになります。

出典：「文字なしモノ消しゴム」
株式会社トンボ鉛筆ＨＰ

商標には、「登録商標」を継続して３年以上使用していなければ取り消される、不使用
取消審判制度（商標法第５０条）がありますが、この「登録商標」には「登録商標と社会
通念上同一と認められる商標」までが含まれ、「類似商標」までは含まれません。
私は、今回のトンボ鉛筆の販売行為は「色彩のみからなる商標」の「社会通念上同一の
範囲の商標」がどのようなものか分からないために、全く同一の商標を付した「文字なし
モノ消しゴム」を販売したのではないか、と勘繰っています。それは、受験生の対応のた
めとする理由付けは、どうも「後付け」のように感じるからです。
もっとも、私は、今回の販売行為は、蛇足だったのではないかと思います。というのは、
特許庁は、周知性のある「文字ありモノ消しゴム」が、「青白黒のモノストライプ」商標
と「同一」と判断しているため、登録を認めた、と考えるのが妥当だからです。
皆さんは、今回の販売行為について、どのように考えますか。
以上
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■ 平成２９年度第１回会員交流会開催報告
今年度、第１回の会員交流会は、平成２８年度全国発明表彰において『恩賜発明賞』を受賞されたマツ
ダ㈱の「低圧縮比クリーンディーゼルエンジンの発明」について、同社の知的財産部特許グループアシス
タントマネージャーの二井谷透氏により、技術の概要と権利取得に向けた取り組み等についてお話しいた
だきました。当日は、１８社３２名と多くの会員の皆様にご参加いただき、第２部の懇親会も終始和やかに親
睦と交流を深めることができました。次回会員交流会は、１１月２１日（火）にテンパール工業㈱を訪問させ
て頂く予定です。次回も、多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております！

■ セミナーのお知らせ
❏ ひろしま知財塾 ＜上級編＞

参加補助券使用可

■日時：第１回 平成２９年１０月１１日（木）、第２回 平成２９年１１月 ８日（木）、
第３回 平成２９年１２月 ６日（木）、第４回 平成３０年 １月１０日（木）
※開催時間は各回１３：３０～１７：００
■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：特許業務法人 前田特許事務所 弁理士 大石 憲一 氏
■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）
※４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 １３，０００円/４回（税込 14,040 円） 一般 ２６，０００円/４回（税込 28,080 円）

❏ ひろしま知財塾 初級編＜広島会場・（秋コース）＞

参加補助券使用可

■日時： 第１回 平成２９年１０月１２日（木）、第２回 平成２９年１１月 ９日（木）、
第３回 平成２９年１２月 ７日（木）、第４回 平成３０年 １月１１日（木）
※開催時間は各回１３：３０～１７：００
■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：第１回～第３回担当 特許業務法人 前田特許事務所 弁理士 大石 憲一 氏
第４回担当
特許業務法人 前田特許事務所 弁理士 田中 咲江 氏
■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）
※４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 １３，０００円/４回（税込 14,040 円） 一般 ２６，０００円/４回（税込 28,080 円）

❏ 特許庁 知的財産権制度説明会 2017 実務者向け
■開催日時： 第１日 １０月１１日（水） １０：００～１５：００ 第２日 １１月１４日（火） １０：００～１８：４０
第３日 １１月２９日（水） １０：００～１６：４０ 第４日 １２月 ７日（木） １０：００～１８：００
■開催場所：広島県情報プラザ （広島市中区千田町３－７－４）
■参加料：無料（テキスト付き）
■定員：各１００名 ※事前申込制
■参加申込・お問い合わせ先：知的財産権制度説明会運営事務局（日通旅行株式会社）
WEB http://www.jit2017.go.jp
E-mail jpo@jit2017.go.jp
ＴＥＬ 03-3573-8344
FAX 03-3573-8348
５

参加補助券使用可
❏ 知財の色メガネで見るＩｏＴ
～最新の知財情報の独自分析も踏まえた中堅・中小企業のＩｏＴ関連技術への関わり方～

■開催日時：平成２９年１０月１３日(金) １３：３０～１５：３０
■開催場所：広島発明会館 ４階 研修室（広島市中区千田町３－１３－１１）
■講師：CPJAPAN 綜合特許事務所 所長弁理士 井関 勝守 氏
■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）

❏ ２０１７年度 ＪＩＰＡプレ・サテライト研修
ＪＩＰＡプレ・サテライト研修とは、（一社）日本知的財産協会（ＪＩＰＡ）関西地区で開催している研修の一部を、
テレビ会議システムを使って、広島と福岡・北九州の会場でリアルタイムに受講できるようにした研修です。
◇化学分野における実践的特許調査〔広島会場〕10/18（水）、11/24（金）、12/15（金）
◇国際契約〔広島会場〕10/6（金）、11/10（金）、12/1（金）、1/12（金）
◇米国特許をうまく取得する方法〔広島会場〕11/27（月）
◇技術部門マネージャのための知的財産講座〔広島会場〕11/28（火）
◇事業活動における知財関連法務〔広島会場〕12/4（月）
◇技術者のための特許情報〔広島会場、福岡会場〕12/19（火）
■会場：[広島会場] （一社）広島県発明協会 ４Ｆ研修室（広島発明会館）
[福岡会場] （一社）福岡県発明協会 福岡県中小企業振興センタービル 4Ｆ会議室
[北九州会場] ㈱安川電機 本社、講堂
※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。

■ セミナー開催報告
ひろしま知財塾初級編 第３回「意匠」
福山会場（8/2）

広島会場（8/3）

海外ビジネスでの知的財産リスク！
「転ばぬ先のつえ」 (8/7)
講師 （独）工業所有権情報・研修館
海外知的財産プロデューサー 松島 重夫 氏

講師 特許業務法人 前田特許事務所
弁理士 大石 憲一 氏

平成２９年度知的財産権制度説明会
（初心者向け） (8/9)

JIPA プレ･サテライト研修
＜米国特許制度③＞ （8/23）

講師 特許庁産業財産権専門官 高田 龍弥 氏

６

■ 広島県発明協会事務局からのお知らせ
❏ 第３回担当理事会報告 (8/30)
今年度、事業担当理事に就任いただいた方々にもご参
集いただき、担当理事会を開催しました。おもに、各事業
の進捗状況を事務局から説明させて頂いた後、種々、ご
協議いただきました。

❏ 広島県発明協会関連行事 ＜９月＞
2日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10 日
11 日

(土)
(月)
(火)
(水)
(木)
(金)
(土)
(日)
(月)

12 日

(火)

14 日
15 日
20 日

(木)
(金)
(水)

22 日

(金)

23 日

(土)

24 日
26 日
27 日
30 日

(日)
(火)
(水)
(土)

呉市少年少女発明クラブ活動日
広島県立広島商業高等学校知財授業①
知財戦略本部会議、JIPA ﾌﾟﾚ･ｻﾃﾗｲﾄ研修「中堅技術者のための Basic 講座（電気・機械）」
ひろしま知財塾初級編＜福山会場＞第４回
ひろしま知財塾初級編＜広島会場・春コース＞第４回
JIPA ﾌﾟﾚ･ｻﾃﾗｲﾄ研修「米国特許制度④」、広島県立広島商業高等学校知財授業②
呉市・東広島市・福山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
広島市児童生徒発明くふう展書類審査
JIPA ﾌﾟﾚ･ｻﾃﾗｲﾄ研修「知財契約の実践と諸問題への対応①」
備後地区生徒児童発明くふう展審査会
特別講演会「地域イノベーションの創出〜大学発ベンチャー支援ファンドの立場から〜」
広島県未来の科学の夢絵画展予備審査、呉市児童生徒発明くふう展審査会
JIPA ﾌﾟﾚ･ｻﾃﾗｲﾄ研修「特許発明の技術的範囲について（化学）」
東広島市児童生徒発明くふう展審査会、
JIPA ﾌﾟﾚ･ｻﾃﾗｲﾄ研修「中堅技術者のための知的財産 Advance 講座」
備後地区生徒児童発明くふう展表彰式、福山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
広島少年少女発明クラブ活動日
JIPA ﾌﾟﾚ･ｻﾃﾗｲﾄ研修「欧州特許制度④」
広島市児童生徒発明くふう展審査会
呉市・東広島市少年少女発明クラブ活動日

■ 新刊書籍のご案内 （２０１７年７月～２０１７年９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

書籍名 知商標の類否 改訂版

対比する商標の類否判断は、非常にリスキーとい
えます。リスクを回避するためには、裁判所や特
許庁がどのような判断をしたのかを知る必要があ
ります。本書は、著者が数多くの商標の類否の
審・判決を四半世紀にわたって蓄積・分析し、項
目ごとにリスト化したものです。商標の類否の材料
としてご活用頂ければ幸いです。

著者等 櫻木信義
価
格
会員価格

容

４，８６０円
４，３７４円

７

