
主 催：特許庁、中国経済産業局／共 催：(独)工業所有権情報・研修館
後 援：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、（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、日本弁理士会中国支部、弁護士知財ネット中国地域会、

（独）中小企業基盤整備機構中国本部、山口県商工会議所連合会、山口県商工会連合会、
　　　山口県中小企業団体中央会、（公財）やまぐち産業振興財団、（一社）山口県発明協会

平成３０年9月２7日（木）13：00▶17：00
山口グランドホテル（山口市小郡黄金町１－１）

知財のミカタ ～巡回特許庁 in 山口～

特許庁は、地域のみなさまに知的財産（知財）を効果的に活用していただくため、

日本全国を巡回します。
知財の活用ポイントなどお役立ち情報を発信する“オープニングイベント”を

開催すると共に、出張面接を集中的に実施。
 「なんだか難しそうで敷居が高い」という知財の見方を変え、

ビジネスの味方につけるキッカケをつくります。

オープニングイベント参加のお申し込みは、インターネット、Eメール、FAXにより
下記運営事務局へお申し込みください。

明治時代の発明
と

未来の発明

「平成30年度 知財のミカタ～巡回特許庁～」運営事務局
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-6-10 笠原ビル（株）日経ピーアール内
TEL : 03-6812-8690
営業時間：土・日・祝日を除く平日 9:30～17:30

特許は
ホームページからも
お申込みできます

知財のミカタ

特許出張面接

オープニング
イベント

平成３０年9月２7日（木）▶10月２4日（水）
中国全域（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）

出張面接
■特許に関するお問い合わせ先 調整課地域イノベーション促進室
TEL：03-3581-1101 内線3104  FAX：03-3580-8122　Email：PA2103@jpo.go.jp

■意匠に関するお問い合わせ先 意匠課企画調査班
TEL：03-3581-1101 内線2907 FAX：03-5570-1588　
Email：PA1530@jpo.go.jp

日 時： 平成３０年9月２7日（木）～10月24日（水）
場 所： 中国全域（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）
上記の期間中に、審査官が地域に出向いて面接を行う「出張面接」を集中的に実施します。出願した案件について、特許庁
の審査官と直接対話を行うことができます。
出張面接の詳細についてのお問い合わせやお申し込み等については、以下のお問い合わせ先に気軽にご相談ください。

出張面接（無料・要申込）

山口グランドホテル（山口市小郡黄金町１－１）
２階 孔雀、ダイヤモンド、ルビー、サファイア
３階 パール
電車：JR新山口駅　新幹線口より徒歩１分
車　：中国自動車道 小郡インターより約７分
　　 山陽自動車道 山口南インターより約10分

参加
無料

オープニングイベント・会場アクセス

オープニングイベント・参加お申し込み先

E-mail junkai6@junkai-jpo2018.go.jp
URL https://www.junkai-jpo2018.go.jp/
FAX 03-6812-8649

（予定）

明治150年～関連パネル展示～～地域団体商標活用事例パネル展示～～意匠制度活用事例パネル展示～
デザイン活用のヒントが得られる！

パネル展示コーナー 13：00～17：00 無 料 申込不要



オープニングイベントプログラム

知財のミカタ ～巡回特許庁 in 山口～

知的財産（知財）に興味のある方から実務に携わっている方まで全てのみなさまに
ご参加いただけるように、様々なプログラムをご用意しました。
お好きなプログラムを選んで、知財を味方につけるキッカケを一緒につかみましょう！

個別セッション 無 料 要申込14：30～16：50

14：30～15：30
A-1

商標権を戦略的に活用！～長州黒かしわを全国へ～
■対象者：地域ブランド関係団体、自治体担当者、支援機関　等　
　概　要：やまぐちブランドとして登録されている山口県初の地鶏、「長州黒かしわ」。この長州黒かしわブランドを守る

ための商標権の取得や、他の地域ブランドとのコラボレーションによる商標権の活用等についてお話します。 
　講演者：深川養鶏農業協同組合 品質管理部長　長尾 英樹氏

 

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）。

基調講演 

「今すぐ実践できる地域ブランド戦略」
対象者：地域ブランド関係団体、自治体、商工会議所、
          商工会、支援機関 等

株式会社TMオフィス 代表取締役　殿村 美樹氏

メインセッション 無 料 要申込13：00～14：10 定員100名

定員40名

B-1

事業の成功のウラに知財あり！～事業を支える知財戦略～
■対象者：企業経営者、中小企業診断士、商工会議所経営指導員、金融機関　等　
　概　要：成功を収めた事業の多くは知財が支えてくれています。事業を成功に導くための知財戦略について、事例

　を踏まえて説明します。
　講演者：かわすみ特許商標事務所 弁理士・中小企業診断士　川角 栄二氏

定員30名

 

C-1

知財情報を活用しよう ～J-PlatPatを使った調査～
■対象者：出願を目指している企業経営者・研究者・従業員・個人事業主、競合他社の技術動向を調査したい方　等
　概　要：INPITでは、インターネットを通じて、誰でもいつでもどこからでも無料で簡単にご利用いただける特

許情報プラットフォーム（J-PlatPat）と画像意匠公報検索支援ツール（Graphic Image Park）の
2つのサービスを提供しています。これらのサービスを使った出願前の先行文献調査や他者権利の調
査など利用シーンにあわせた活用方法をご紹介します。

　講演者：（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）知財情報部

定員30名

15：50～16：50   
A-2

商標の力は、ブランディングの成功を左右する
■対象者：企業経営者、商品企画担当者、支援機関　等　
　概　要：中小企業における商標活用の成功例と失敗例を交えながら、ブランディングする際のロゴやネーミング

などに関しての要点を解説します。
　講演者：（一財）ブランド・マネージャー認定協会 コンサルタント　能藤 久幸氏 

 

定員40名

B-2

日本弁理士会併催イベント「知財広め隊セミナー」
～PATやってみたらもうけの花道に～
■対象者：知財に興味のある方、知財を勉強したい方　等　
　概　要：第一部 知財って何？ 知財のエキスパートである「弁理士」がイチからわかりやすく説明します。
　　　　 第二部 少数グルーピングによる座談会において、知財に関する疑問を地域の弁理士が回答します。
　講演者：第一部 日本弁理士会中国支部 副支部長　金井 一美氏
　　　　 第二部 知財広め隊・隊員（弁理士）

特に、知財に
興味があるけど、
よくわからないと
思っている方に
おすすめ！

定員30名

 

C-2

明日からできる営業秘密管理
■対象者：企業経営者、開発部門担当者、金融機関、支援機関担当者、大学関係者　等　
　概　要：営業秘密管理に取り組んでいる企業の事例をご紹介しながら、すぐにでも始められる営業秘密の管理 

についてわかりやすく解説します。
　講演者：（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）知的財産戦略アドバイザー　飯塚 和央氏

いつかは営業
秘密管理をやらなきゃ

いけないと思っているけど、
まだ始めていない
という方は是非！

定員30名

J-PlatPatと
Graphic Image Park
を使った知財情報の調査や
活用方法を知りたい方に

おすすめ！

13:00

～

14:10

14:30

～

15:30

何でも相談コーナー
3Fパールメインセッション　2F孔雀

基 調 講 演： 株式会社TMオフィス　代表取締役　殿村 美樹氏
主催者挨拶： 特許庁

お
申
込
み
は
不
要
で
す
。

お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

15:50

～

16:50

A-1
 

ベーシック アドバンス

おすすめ対象者
★★★★★

ベーシック アドバンス
おすすめ対象者 ★★★★★

☆☆☆☆☆ ※おすすめの対象者を表しています。 ※17:00 終了予定。ベーシック アドバンス

2Fダイヤモンド 2F ルビー 2F サファイア

2Fダイヤモンド 2F ルビー

個別セッション

商標権を戦略的に活用！
~長州黒かしわを全国へ~

B-1
 

ベーシック アドバンス

おすすめ対象者

事業の成功のウラに知財
あり！～事業を支える知財戦略～

C-1
 

ベーシック アドバンス

おすすめ対象者

知財情報を活用しよう
～J-PlatPatを使った調査～

A-2
 

ベーシック アドバンス

おすすめ対象者
★★★★★★★★★★

商標の力は、ブランディング
の成功を左右する

B-2
 

日本弁理士会併催イベント
「知財広め隊セミナー」
～PATやってみたらもうけの花道に～

ベーシック アドバンス

おすすめ対象者
★★★★★

★★★★★ ★★★★★

2F サファイアC-2
 

ベーシック アドバンス

おすすめ対象者

明日からできる
営業秘密管理

★★★★★

「今すぐ実践できる地域ブランド戦略」

地域ブランド戦略を
成功させるポイントを
解説します！努力している
のに注目が集まらない、
上手くブランド化できない
と悩んでいる方に
おすすめ！！

パネル
展示コーナー
同時開催
2F孔雀

地元の
産品の魅力を
向上させたい方
におすすめ！

事業を
成功させるための
知財戦略構築に
お悩みの方に
おすすめ！

ブランディング
により事業を

成功させたい方に
おすすめ！

※相談は先着順で、秘密厳守します。※相談時間は30分程度です。

◎新しい技術を開発したけれど、これで特許はとれるの？
◎新しい商品・サービスのネーミングを相談したい　
◎経営上の悩み（販路開拓、資金繰り、経営革新、創業支援）何でもどうぞ！
◎営業秘密の管理ってどういうこと？
◎海外進出を考えているけれど、知財で気を付けるべき点は？
◎J-PlatPatの活用方法をもっと知りたい

こんな疑問やお悩みに、山口県知財総合
支援窓口の支援担当者や知的財産戦略
アドバイザー、山口県よろず支援拠点の
コーディネーターなどがお答えします。
お気軽にご相談ください！

何でも相談コーナー 13：00～17：00 無 料 申込不要


