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＜目次＞
～【知財関連】～
◇◆トピックス◇◆
1．研究開発型中小企業の特許料等減免措置について
2. 平成27年4月1日から“平成26年特許法等改正法”が施行されました！！！
3．意匠の国際登録制度が5月13日から利用できるようになりました！
4．特許審査に関する品質ポリシーについてのパンフレットを用意しています！
5．平成26年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書を公表しました！
6．中小・ベンチャー企業、小規模企業の特許料が約1/3 に！！
7．INPITに知財活用支援センターを設置！
8．営業秘密・知財戦略相談窓口～営業秘密110番～を設置！
9．特許情報プラットフォームが開始されました！！
10．「中韓文献翻訳・検索システム」の本格版を提供開始！
◇◆公募◇◆
11．外国出願にかかる費用を助成します！！
12．海外侵害対策支援事業の公募開始について
13．中小企業の知的財産を融資につなげる金融促進事業を実施します
～「知財ビジネス評価書」の公募を開始します～
14．「中小企業等特許情報分析活用支援事業」開始のお知らせ ☆NEW☆
◇◆セミナー、イベント情報◇◆
15．平成27年度知的財産権制度説明会（初心者向け）のご案内
16．「巡回特許庁in KANSAI」開催！ ＊シンポジウム等参加費無料＊
17．平成27年度海外知的財産活用講座
「中堅・中小企業のための知的財産の保護・活用～海外ビジネス展開／
営業秘密管理～」開催
18. 「平成27年度知的財産活用研修［活用検討コース］」のご案内
19．大阪発明協会セミナー「商品・パッケージのデザイン、商標の保護
と最適な権利取得」開催
20．大阪発明協会セミナー「化学系明細書作成ワークショップ」開催
21．平成27年度「弁理士の日」記念事業 知財ふれあいフェスティバル開催
22．日本ライセンス協会 2015年度「LES Japanライセンス実務講座」
23．大阪工業大学 知的財産専門職大学院 授業公開のご案内
24．ドイツ実用新案セミナーのご案内
～【近畿経済産業局からのお知らせ】～
◇◆トピックス◇◆
25．「J∞QUALITY」本格始動

☆NEW☆

◇◆セミナー、イベント情報◇◆
26．産業競争力強化法関連施策セミナーのご案内 ☆NEW☆
27．海外でのCNF（セルロースナノファイバー）実用化動向セミナーのご案内
28．ダイバーシティ経営企業フォーラムのご案内 ☆NEW☆
29．「製品安全対策優良企業表彰」応募説明会のご案内 ☆NEW☆
30．町工場からアジアのグローバル企業へ
－中小企業の海外進出戦略と支援策－のご案内 ☆NEW☆
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31．「ものづくり企業のためのクリエイティブ・コンテンツ活用塾」のご案内
◇◆公募◇◆
32．平成26年度補正「地域イノベーション協創プログラム補助金
（新事業展開実現可能性調査事業）」の二次公募について ☆NEW☆
33．立命館大学ＢＫＣインキュベータ入居者募集のお知らせ ☆NEW☆
34．「大阪勧業展2015」出展者募集のご案内 ☆NEW☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
～【知財関連】～
◇◆トピックス◇◆
1．研究開発型中小企業の特許料等減免措置について
試験研究費等比率が収入金額の3％を超える研究開発型中小企業の減免要件
に係る運用について
※本運用は、平成27年6月1日以降に当局に提出された減免申請から適用する
ことと致します。
現行法では、試験研究費等比率（一事業年度における試験研究費及び開発費
の合計額の収入金額に対する割合）が3％を超える中小企業の特許出願につい
て、特許料及び審査請求料の減免の対象とされております。
当該試験研究費等比率の計算における分母である「収入金額」につきまして
は、法令上、総収入金額から固定資産又は有価証券の譲渡による収入金額を除
いたものであることが規定されておりますが、固定資産又は有価証券の譲渡に
よる収入金額以外に総収入金額から除かれる収入金額について、以下のとおり
明記します。
収入金額＝総収入金額（「売上高」＋「営業外収益」＋「特別利益」）－
「固定資産又は有価証券の譲渡による収入金額」－「その他収入金額から除外
するもの」
※法令上は明記されておりませんが、「その他収入金額から除外するもの」と
して、国税還付金、貸倒等引当金戻入益、固定資産又は有価証券に係る評価益
については、収入金額から除外することといたします。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/02shiensaku/genmen/genmen.html
___________________________________________________________________＿
2．平成27年4月1日から”平成26年特許法等改正法”が施行されました！！！
【特許法関係】
・救済措置の拡充
・特許異議申立制度の創設
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/h26_tokkyo_kaisei.htm
【意匠法関係】
※施行期日はジュネーブ改正協定の日本における発効日（平成27年5月13日）
★詳細はこちらをご覧ください。
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http://www.jpo.go.jp/seido/kokusai/kokusai_shutugan3/index.html
【商標法関係】
・保護対象の拡充
・色彩や音といった商標を我が国における保護対象に追加します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm
【国際出願法関係】
手数料の納付手続の簡素化
特許協力条約に基づく国際出願をする場合の他国の特許庁等に対する手数料に
ついて、我が国の特許庁に対する手数料と一括で納付できるようにします。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_fee_henkou.htm
___________________________________________________________________＿
3．意匠の国際登録制度が5月13日から利用できるようになりました！
ジュネーブ改正協定が我が国で発効する平成27年5月13日以降、ジュネーブ
改正協定に基づく意匠の国際登録制度を利用することが可能となりました｡
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150216002/20150216002.html
http://www.jpo.go.jp/shoukai/soshiki/photo_gallery2015021602.htm
___________________________________________________________________＿
4．特許審査に関する品質ポリシーについてのパンフレットを用意しています！
特許庁は、特許審査の質の一層の向上を図るために、「特許審査に関する
品質ポリシー」（以下「品質ポリシー」という。）を策定し、公表しています。
この品質ポリシーは、特許審査の品質管理の基本原則を示したものです。
この品質ポリシーの一層の周知を図るため、品質ポリシーについてのパンフ
レットを用意しています。パンフレットは、局において配布を行っているとと
もに、特許庁ホームページでもご覧いただけます。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/shinsa_policy.htm
___________________________________________________________________＿
5．平成26年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書を公表しました！
平成26年度に実施した特許審査の質についてのユーザー評価調査の報告書を
公表しました。本調査は、特許審査に対するユーザー（出願人や第三者等）の
ニーズや期待を適切に把握することを目的としています。調査の結果、特許審
査の質について一定以上の評価を頂いている一方、引き続き取り組むべき項目
も明らかになりました。特許庁では、この結果を踏まえ、引き続き特許審査の
質の維持・向上に努めてまいります。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/h26_shinsa_user.htm
___________________________________________________________________＿
6．中小・ベンチャー企業、小規模企業の特許料が約1/3 に！！
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産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、中小・ベンチャー企
業や小規模企業等が国内出願を行う場合の「審査請求料」と「特許料」につい
て、平均的な内容の出願で、約38万円が約13万円に軽減されます。
また、国際出願を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」
が約11万円から約3万5千円に軽減されます。
この軽減措置は平成26年4月以降に審査請求等が行われた場合に適用されます
（平成30年3月までの時限措置）。本措置によって、中小・ベンチャー企業によ
る国内外の特許出願が促進され、イノベーションが推進されることが期待され
ます。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm
___________________________________________________________________＿
7．INPITに知財活用支援センターを設置！
独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）が、平成27年4月1日、
「知財活用支援センター」を設置しました。
全国の「知財総合支援窓口」（全国47都道府県に配置）との連携を強化し、
全国の中小企業の皆様のご相談・支援依頼に迅速・的確にお応えできるよう
努めてまいります。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.inpit.go.jp/about/profile/gaiyou/siencenter00002.html
___________________________________________________________________＿
8. 営業秘密・知財戦略相談窓口～営業秘密110番～を設置！
特許庁は、中小企業等からの営業秘密・知財戦略に関する相談を受け付け
る体制を（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）において整備しており、
相談窓口を設置しています。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/sesaku/chusho/eigyouhimitsu110.htm
http://www.inpit.go.jp/consul/tradesecret/index.html
___________________________________________________________________＿
9．特許情報プラットフォームが開始されました！！
平成27年3月20日（金）に特許電子図書館（IPDL）を終了し、平成27年3月
23日（月）より、「ぷらっと」寄って、情報を「ぱっと」見つけられる新た
な特許情報提供サービスとして「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」
を開始しました。
従来のIPDLに比べて、個人の方や大学の研究者の方等、より多くの一般ユ
ーザーの方が気軽に利用しやすい作りになっています。
★詳細こちらをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150316001/20150316001.html
（J-PlatPatへのリンク）https://www.j-platpat.inpit.go.jp
（マニュアル）http://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/reference/index.html#manual
__________________________________________________________________＿
10．「中韓文献翻訳・検索システム」の本格版を提供開始！
「中韓文献翻訳・検索システム」の本格版を提供しています。
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★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150105001/20150105001.html
http://www.ckgs.jpo.go.jp/
___________________________________________________________________＿
◇◆公募◇◆
11．外国出願にかかる費用を助成します！！
特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業
展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助
成しています。
独立行政法人日本貿易振興機構 （ジェトロ）と各都道府県等中小企業支援
センターが窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。
（募集時期、助成内容については各実施機関までお問い合わせください。）
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/02shiensaku/gaikokusyutugan.html
___________________________________________________________________＿
12．海外侵害対策支援事業の公募開始について
中小企業等海外侵害対策支援事業として、ジェトロを窓口とした、
「模倣品対策支援事業」、「防衛型侵害対策支援事業」の2つの補助金の
公募を開始しております。
【公募期間：平成27年4月30日～平成27年10月30日17時】
★詳細はこちらをご覧ください。
・特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_kaigaishingai.htm
・ジェトロHP
模倣品対策支援事業：http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/
防衛型侵害対策支援事業：http://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas
___________________________________________________________________＿
13．中小企業の知的財産を融資につなげる金融促進事業を実施します
～「知財ビジネス評価書」公募中～
特許庁では、中小企業の知的財産の価値を「見える化」することで、
金融機関からの融資につなげるための取組みである「知財金融促進事業」
を開始しております。
事業の一環として、中小企業の知的財産を活用したビジネスを評価する
「知財ビジネス評価書」の作成支援の公募を開始しております。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://chizai-kinyu.jp
___________________________________________________________________＿
14．「中小企業等特許情報分析活用支援事業」開始のお知らせ

☆NEW☆

特許庁では、中小企業等にとって、技術的専門性が高く、費用負担が大きい
先行技術文献等の特許情報分析支援について、「研究開発」、「出願」及び
「審査請求」の各段階のニーズに応じた包括的な支援を行います。
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★詳細はこちらをご覧ください。
http://ip-bunseki.go.jp
___________________________________________________________________＿
◇◆セミナー、イベント情報◇◆
15．平成27年度知的財産権制度説明会（初心者向け）のご案内
これから知的財産権制度を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配
属された方など初心者の方を対象に、7月上旬から9月下旬にかけて、全国47都
道府県において説明会を開催します。
特許庁の産業財産権専門官が、特許、意匠、商標等、知的財産権制度の概要
を中心に、各種支援策や地域におけるサービス等を分かりやすく丁寧に御説明
いたします。
参加費は無料で、参加者には特許庁作成のテキストを無料配布しております
ので、この機会に奮って御参加ください。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h27_beginner.htm
http://www.jiii.or.jp/h27_shoshinsha/
___________________________________________________________________＿
16．「巡回特許庁in KANSAI」開催！

＊シンポジウム等参加費無料＊

特許庁は、地域の出願人等の制度ユーザーの利便性の向上や知的財産の未活
用企業などへの意識啓発を目的として、平成27年7月2日から10日に「巡回特許
庁in KANSAI」を実施します。
特許庁長官による講演及び巡回審査（出張面接審査）を核として、地域の出
願人等の制度ユーザーによる知的財産権の効果的な取得・活用を支援すること
を目的として様々な講演や制度説明会等のプログラムを提供します。
併設イベントとして、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）による「海外
知的財産活用講座」や、「営業秘密・知財戦略セミナー」を同時開催します。
また、「巡回特許庁in KANSAI」の開催中に「特許情報プラットフォーム
（J-PlatPat）初心者向け講習会」を開催します。
【巡回特許庁シンポジウム】
開催日時： 平成27年7月6日（月）13:30～17:00
会場： マイドームおおさか（定員300名予定）※参加申込み必要
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/junkai.htm
___________________________________________________________________
17．平成27年度海外知的財産活用講座
「中堅・中小企業のための知的財産の保護・活用～海外ビジネス展開／
営業秘密管理～」開催
中堅・中小・ベンチャー企業等の方を対象に、海外ビジネスにおける知的財
産の保護・活用方法のみならず、国内ビジネスにおける知的財産の保護・活用
方法についても、わかりやすく解説いたします。
受講料は無料です。是非ともお近くで開催される講座にご参加ください。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jiii.or.jp/kaigai-kouza/index2.htm
___________________________________________________________________＿
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18. 「平成27年度知的財産活用研修［活用検討コース］」のご案内
独立行政法人工業所有権情報・研修館主催で、知的財産を活用すること
により成功した事例や、活用できなかった事例を、中小・ベンチャー企業が
おかれた経営環境等を交えて紹介するとともに、事例の分析手法を解説する
研修を開催します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/venture/katsuyo/270729kensyu_katsuyo.html
___________________________________________________________________＿
19．大阪発明協会セミナー「商品・パッケージのデザイン、商標の保護
と最適な権利取得」開催
大阪発明協会では、商品の売れ行きを左右する商品やパッケージの
デザインと商標を、如何に効果的に保護するか、意匠法、商標法、不正
競争防止法、著作権法に分けて、出願のバリエーション、各保護要件、
侵害判断基準について学ぶために本セミナーを開催します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jiiiosaka.jp/packagedesignH27.pdf
___________________________________________________________________＿
20．大阪発明協会セミナー「化学系明細書作成ワークショップ」開催
大阪発明協会では、化学系の特許明細書作成のために必要不可欠な
実務上の基礎知識を学習していただいた上で、化学系で典型的な事例を
題材とした特許明細書を起案していただくことによって、その基礎知識
を自分のものにして、すぐに化学系の明細書作成実務に実用できるスキル
を身に習得していただくために本セミナーを開催します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jiiiosaka.jp/chemicalmeisaiH27.pdf
___________________________________________________________________＿
21．平成27年度「弁理士の日」記念事業 知財ふれあいフェスティバル開催
日本弁理士会近畿支部では、知的財産権制度及び弁理士制度の啓発、普及を
目的として、毎年7月1日の「弁理士の日」を記念して、知的財産権に関する
記念講演会を開催しております。
本年度は「キャラクタービジネスから学ぶ著作権と知財戦略」と題し、各分
野の第一人者の方にご講演いただくことになりました。（申込制・参加費無料）
また、本年度は、例年の講演会に加え、各種イベントを開催いたします。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kjpaa.jp/seminar/40072.html
___________________________________________________________________＿
22．日本ライセンス協会

2015年度「LES Japanライセンス実務講座」

本研究会は、知的財産担当者の研鑽や会員相互のネットワークを広げて
頂くため、平成27年度活動をスタート致します。昨年度よりさらに内容
を充実し皆様のご希望を反映しながら運営していきます。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.lesj.org/contents/japanese/02_5lecture.html
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___________________________________________________________________＿
23．大阪工業大学 知的財産専門職大学院

授業公開のご案内

大阪工業大学知的財産専門職大学院では、教育内容の社会的公開の
一環として、授業の一部を公開します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/kokai.html
___________________________________________________________________＿
24. ドイツ実用新案セミナーのご案内
大阪工業大学大学院知的財産研究科の協賛によるセミナー「ドイツ実用新案
の戦略的活用法－特許との比較において－」を開催します。
また、セミナー修了後に懇親会を開催します。（セミナー・懇親会ともに参
加費無料）
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/announce/201506_seminar.htm
___________________________________________________________________＿
～【近畿経済産業局からのお知らせ】～
◇◆トピックス◇◆
25．「J∞QUALITY」本格始動

☆NEW☆

（一社）日本ファッション産業協議会は、新しい純国産ファッション商品の
統一ブランドであり日本の技術と美意識を証とする「J∞QUALITY」の認証商品
が2015年秋冬物より店頭展開することを受け、公式WEBサイトをオープンしま
した。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://jquality.jp/
_________________________________________________________________＿
◇◆セミナー、イベント情報◇◆
26．産業競争力強化法関連施策セミナーのご案内

☆NEW☆

政府の「日本再興戦略」に盛り込まれた施策を実行するため、平成26年1月
に施行された「産業競争力強化法」。この関連施策である「グレーゾーン解消
制度、企業実証特例制度」、「生産性向上設備投資促進税制」について、民間
事業者の方々がどのように活用し、自社ビジネスの競争力強化に繋げているの
かについて、具体事例を交えながらご紹介します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/150626_seminar.html
__________________________________________________________________＿
27．海外でのCNF（セルロースナノファイバー）実用化動向セミナーのご案内
☆NEW☆
森林資源を原料としたバイオマス素材として注目されている「セルロース
ナノファイバー（CNF）」の研究開発は、これまで日本が世界をリードしてき
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ましたが、近年の米国やカナダ、北欧諸国などの追い上げにより、世界的に
開発競争が激化しています。
また、国内では、近畿経済産業局、中国経済産業局、四国経済産業局を中心
として、CNF実用化に向けた支援に積極的に取り組んでいます。
このようなことから、この度、3局が連携して『海外でのCNF（セルロース
ナノファイバー）実用化動向セミナー』を開催致します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://tc-kyoto.or.jp/info/news/h270604-cnf.html
___________________________________________________________________＿
28．ダイバーシティ経営企業フォーラムのご案内

☆NEW☆

本フォーラムでは、経済産業省の平成26年度ダイバーシティ経営企業100選
に選ばれた企業各社の取組事例を発表していただくとともに、ダイバーシティ
経営におけるポイントをご紹介します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/diversityforum27.html
___________________________________________________________________＿
29．「製品安全対策優良企業表彰」応募説明会のご案内

☆NEW☆

安全の価値を大切にする企業が国内だけでなく世界に評価されることを目指
した製品安全対策優良企業表彰事業のエントリーが5月25日よりスタートしま
した！
そこで、応募事業者様を対象に説明会及び相談会を開催いたします！
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/product_safety/ps-award/
___________________________________________________________________＿
30．町工場からアジアのグローバル企業へ
－中小企業の海外進出戦略と支援策－のご案内

☆NEW☆

本フォーラムでは、近刊の「町工場からアジアのグローバル企業へ」をテー
マにアジアとの「ものづくりパートナーシップ」と「つながり力」をキーワー
ドに、新時代の海外進出戦略や支援策のあり方について、活発な議論を展開し
ます。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.apir.or.jp/ja/event/reserve/?e_id=691
___________________________________________________________________＿
31．「ものづくり企業のためのクリエイティブ・コンテンツ活用塾」のご案内
☆NEW☆
大阪商工会議所は、製品の開発・改良や技術革新などに日々取り組まれてい
る「ものづくり企業」の皆さまを対象に、親しみやすいキャラクターやわかり
やすいマンガ・アニメーション、印象的なロゴ・デザインなどのクリエイティ
ブ・コンテンツを積極的に活用してビジネスを強化するための講座（全5回）
を開催いたします。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://r26.smp.ne.jp/u/No/334921/BFIAa5H7ci0D_84091/0711D22150711018.html
___________________________________________________________________＿
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◇◆公募◇◆
32．平成26年度補正「地域イノベーション協創プログラム補助金
（新事業展開実現可能性調査事業）」の二次公募について ☆NEW☆
地域の中堅・中小企業が新事業を展開する際の実現可能性調査事業に要する
経費の一部を国が補助する事業の二次公募を開始しました。
本補助事業は、地域の中堅・中小企業の成長及び地域の戦略産業の創出・育
成を促すとともに、地域における産業集積を推進し、もって地域経済全体の引
き上げを図ることを目的としています。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/3jisedai/26hosei_koubo/fs2jikoubo/fschousa_2jibos
huu.html
___________________________________________________________________＿
33．立命館大学BKCインキュベータ入居者募集のお知らせ

☆NEW☆

立命館大学BKC（びわこ・くさつキャンパス）インキュベータは、大学等の
知的資産を活用して、産学官連携の強化、地域産業の技術高度化、新事業の創
出・育成を目的とするキャンパス内に設置された起業家のための賃貸施設です。
この度、次のとおり入居申込の受付を開始することになりました。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/incubation/kobo/089286.html
___________________________________________________________________＿
34．「大阪勧業展2015」出展者募集のご案内

☆NEW☆

大阪府内すべての商工会議所・商工会が総力を挙げて開催する「大阪勧業展
2015」は、幅広い業種・業界の皆さまにご出展いただける、多業種型の展示商
談会です。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.osaka.cci.or.jp/kangyo2015/
___________________________________________________________________＿
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
☆「知的財産権活用企業事例集2014」
～知恵と知財でがんばる中小企業～
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/kigyou_jireii2014.htm
☆「知財とうまくつきあうコツ！
～伸びる会社はココが違う！知財体制と管理のヒント集 in KANSAI～」
http://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/02shiensaku/guide/thizai2012press-web.pdf
☆ 産業財産権制度普及啓発DVD｢よくわかる!産業財産権制度と特許庁の役割」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/html/video_jp.html
☆ INPITが提供するIP・eラーニングのご紹介(無料)
工業所有権情報・研修館では、知的財産関連人材の育成のために「産業財
産権の現状と課題」や「特許・実用新案審査基準の概要」など43のeラーニ
ング学習教材を無料で公開しています。初心者から上級者まで幅広い教材が
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そろっています。
https://ipe.inpit.go.jp/inaviipe/service/?lang=ja
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
◆◆ご意見、ご感想はこちらまで◆◆
近畿知財戦略本部
(事務局：近畿経済産業局特許室)
TEL:06-6966-6016 FAX:06-6966-6064
E-mail：kin-chizaihonbu@meti.go.jp
URL : http://www.kansai.meti.go.jp/chizai.html
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
◇配信先のメールアドレスの変更を希望される方は、まず、配信停止手続きに
より、現在の登録アドレスの配信停止を行い、改めて新規申し込み手続きを
してください。
◇＜KIP-NET Information＞の新規申し込み手続きは、
https://mm-enquete.meti.go.jp/form/fm/kansai01/merumaga_form01
◇＜KIP-NET Information＞の配信停止手続きは、
https://mm-enquete.meti.go.jp/form/fm/kansai01/kaiyaku_form01
◆当メールマガジンには、電子署名(S/MIME証明書)が付加されています。
電子署名に対応していないメールソフトや携帯電話をご使用の場合、
電子署名が添付ファイルとして認識される場合や、メール本文が表示され
ない場合もありますのでご了承ください。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
関西のE！(いい)情報をお届けします！
METI-KANSAI 近畿経済産業局ウェブマガジン
「E！KANSAI」2015年6月号発刊しました！！！
http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/index.html#new
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
近畿経済産業局の日々の活動を写真でご紹介します！
「フォトかんさい」コーナー誕生！
http://www.kansai.meti.go.jp/photokansai/index.html
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