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中小企業大学校広島校メルマガ担当の仁藤(にとう)です。
広島校だより 11 月号をお送りさせていただきます。どうぞご覧ください。
中小企業大学校広島校ホームページ
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/
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■ １．ＮＥＷＳ ～ 広島校からのお知らせ ～
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■ちょこっとゼミナール「10 分でわかる BCP」を作成しました！
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中小機構ではパソコン・スマホで学ぶ経営講座『ちょこっとゼミナール』
を開講しています。
この度「10 分でわかる BCP」の講座を新たに作成しました。講師は広島校
の「BCP 作成実践講座」も担当されている浅野睦氏（株式会社フォーサイ
ツコンサルティング）です。
大規模災害が起きたとき、どのように会社全体が動き、早期に復旧を果た
すかをコンパクトに学ぶことができる講座ですので、ぜひご覧ください。
ちょこっとゼミナール「10 分でわかる BCP（事業継続計画）
」
http://chokozemi.smrj.go.jp/cate03/535/
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■中小企業 NEWS で広島校受講企業が紹介されました！
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中小企業や支援機関のためのニュースサイト「中小企業 NEWS」で、広島校
受講企業でもある「株式会社シグマ」の人材育成の取組と、中小企業大学
校の活用方法が紹介されています。
また、広島校校長のコメントも掲載されていますので、ぜひご覧ください。
【特集】人材育成の現場から：シグマ（広島県呉市）
http://news.smrj.go.jp/2016/10/2196
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┃■鳥取県中部地震の被災中小企業・小規模事業者対策について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中小機構中国本部では、鳥取県中部地震により被害を受けられた皆様に対
して特別相談窓口を設置しています。また、被災された小規模企業共済契
約者の方には、災害時貸付を適用いたします。
中小機構ホームページ
http://www.smrj.go.jp/kikou/news/saigai/099164.html
中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2016/161024saigai.htm
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■ ２．研修のご案内（2017 年 1 月開催）
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 月 23 日(月)～25 日(水) ＜3 日間＞
[16-54] TPP に基づく原産地証明書と海外取引の契約実務
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/list/details2016/093473.html
【研修のポイント】TPP に基づき特恵関税の適用を受けるために必要となる
原産地証明書の具体的作成方法と、海外取引で重要となる英文売買契約書
等の契約実務の知識とポイントを演習を交えて学びます｡
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■その他の広島校研修情報はこちらをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/list/details2016/index.html
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■ ３．その他のご案内
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■「IT 活用セミナー（ICT・ネットショップ・越境 EC）」のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中小機構では、ICT 活用、ネットショップ、越境 EC をテーマとした IT 活用
セミナーを開催します。
◆『稼げる経営体質をつくる！ICT 活用セミナー』(会場：広島市)
日時：平成 28 年 11 月 14 日(月) 13:30～16:30
内容：クラウド＆モバイル時代の経営課題と経営体質改善に効く ICT 活
用の極意を、300 社以上の事例分析結果をもとに具体的な IT ツー
ルの活用方法やモデルケースを通じてわかりやすくお伝えします。
https://eventregist.com/e/sokusemi1114
◆『ネットショップの強みの発見＆強化で売り上げ拡大』(会場：岡山市)

日時：平成 28 年 12 月 1 日(木) 13:30～16:30
内容：ネットショップにおいてどうすれば売上が上がるのか？、どう
やって売れ続けるネットショップに育てるのか？を、e コマース
業界歴 17 年の現役 EC コンサルタントが実例と共にお伝えします。
https://eventregist.com/e/ec_saposemi1201
◆『越境 EC 成功への 10 のポイント』(会場：岡山市)
日時：平成 28 年 12 月 9 日(金) 13:30～16:30
内容：実務型コンサルティングを展開する越境 EC ビジネスのプロが、
成功する越境 EC のポイントをわかりやすく解説します。これか
ら越境 EC を始める方、事業拡大のヒントにお役立て下さい。
https://eventregist.com/e/crossboarder_saposemi1209
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■中小機構中国本部からのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【無料窓口相談】
経営上の課題を相談できるアドバイスコーナーを中小機構中国本部と岡山
大インキュベータ設け、経験豊富な専門家が相談に応じています。
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/index.html
-----------------------------------------------------------------【海外ビジネス定期相談会】
中小企業の皆様の海外ビジネスに関するお悩みについて相談できる相談会
を開催します。11 月の相談会は次のとおりです。
(対象地域：東アジア・ＡＳＥＡＮ・アジア新興国)
◆広島会場(中小機構中国本部) 11 月 4 日(金) 8 日(火) 15 日(火) 24 日(木)
◆米子会場(米子商工会議所) 11 月 16 日(水)
◆岡山会場(岡山商工会議所) 11 月 17 日(木)
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/034215.html
-----------------------------------------------------------------【事業承継に関する相談窓口】
事業承継にお悩みの中小企業の皆様のための相談窓口を開設します。11 月
の相談会は次のとおりです。
◆11 月 9 日(水) 14 日(月) 15 日(火) 18 日(金) 29 日(火)
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/059988.html
-----------------------------------------------------------------【エンジェル税制に関する相談窓口】
エンジェル税制による資金調達を検討中のベンチャー企業の皆様への支援

として、税理士、公認会計士がキャッシュフロー計算書作成のアドバイス
を行う相談窓口を開設します。11 月の相談会は次のとおりです。
◆11 月 9 日(水) 14 日(月) 15 日(火)
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/035583.html
-----------------------------------------------------------------【岡山大インキュベータ入居者募集】
岡山大インキュベータの入居者を募集しています。岡山大学など地域の大
学・研究機関が保有する研究シーズや地域資源を活用し、地元企業との連
携により、起業意欲の醸成から事業化まで様々なステージで、新しいビジ
ネスの創出・成長・発展を支援します。
http://www.smrj.go.jp/incubation/od-plus/
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■広島県事業引継ぎ支援センター「事業承継セミナー」のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
後継者不在率が高いといわれている広島県。本セミナーでは「事業承継の
出口戦略を考える」と題し、中小企業特有の事業承継問題やその解決策な
どを、中小企業の経営支援や事業承継支援のプロフェッショナルの方にお
話しを伺います。参加料は無料です。
＜広島会場(広島商工会議所)＞
日時：平成 28 年 11 月 16 日(水) 13:30～16:00 定員：100 名
＜福山会場(福山商工会議所)＞
日時：平成 28 年 11 月 17 日(木) 13:30～16:00 定員：50 名
カリキュラム
・事業承継の出口戦略としてのＭ＆Ａ
・事業引継ぎ支援事業の運営状況
・事業承継等に係る各種施策
申込・詳細ページ
http://h-hikitsugi.jp/news/348/
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■広島市産業振興センターからのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【創業ワンコインセミナー「事例に学ぶ成功へのヒント」受講者募集！】
経営戦略の基礎となる事業領域の設定を通じて、成功の確率を高めるため
のポイントを事例とともに分かりやすく解説します。
◆日時：平成 28 年 11 月 29 日(火) 19:00～21:00
◆会場：合人社ウェンディひと・まちプラザ（広島市中区袋町 6-36）
◆講師：中小企業診断士

榎 志織 氏

申込・詳細ページ
http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/seminar/post-27.html

＜お問い合わせ先＞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公益財団法人広島市産業振興センター（中小企業支援センター）
TEL： 082-278-8032 FAX： 082-278-8570
E-mail： assist@ipc.city.hiroshima.jp
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■よろず支援拠点相談会のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆鳥取県よろず支援拠点 ビジネス情報相談会 (鳥取県立図書館)
http://www.library.pref.tottori.jp/event/2016/10/-1020.html
鳥取県よろず支援拠点 ビジネス情報相談会 (倉吉市立図書館)
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/kyouiku/toshokan/46/
鳥取県よろず支援拠点 ビジネス情報相談会 (米子市立図書館)
http://www.yonago-toshokan.jp/44/273.html
◆島根県よろず支援拠点 相談会
http://www.joho-shimane.or.jp/org/manage/yorozu/261
◆岡山県よろず支援拠点 相談カレンダー
http://www.optic.or.jp/yorozu/pages/calendar.html
◆広島県よろず支援拠点 福山サテライト
https://www.hiwave.or.jp/news/9499/
広島県よろず支援拠点 出張相談会 (三原会場)
https://www.hiwave.or.jp/event/9655/
◆山口県よろず支援拠点 ミニセミナーⅡ
http://yg-yorozu.jp/index.php/sminars/sminars-21-21-2-21-2-23-25/
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■ ４．コラム
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「中小企業の知的財産構築の強い味方」
国内外を見据えた知的財産戦略の構築は、中小企業が生き残るために重要な
課題となっていることを数回にわたり提案してきました。以前にも増して中
小企業の知的財産構築は重要であるものの、知的財産権に裏付けられた技術
の面白さ、事業にどのように役立っているのか、その紹介内容はわかりやす
く伝えられているのだろうか…
このような状況に対応するために、産業財産権に関わるすべての事務手続を
代理する国家資格保有者『弁理士』の団体『日本弁理士会』が、企業の知財
にスポットを当て、その可能性に挑戦する様子を約 3 分間の動画でみること
ができる面白番組の提供を始めています。放送はすでに開始されており、中
国地域では以下の TV 局にてご覧いただけます。また、弁理士に関するインフ
ォメーションコーナーもあり、弁理士の業務についても紹介されています。

【番組名】PAT やってみた！（パッとやってみた！）
【放送局と放送時間】※放送の都合で放送時間が変わるときがあります。
広島：TSS テレビ新広島
岡山：OHK 岡山放送
山口：TYS テレビ山口
鳥取・島根：TSK 山陰中央テレビ

毎週金曜日
毎週水曜日
毎週水曜日
毎週日曜日

22:52～
21:54～
21:54～
21:54～

【ホームページ】
日本弁理士会特設ページ
テレビ新広島特設ページ

http://www.jpaa.or.jp/?p=31060
http://www.tss-tv.co.jp/web/pat/

PAT やってみた！は、優れた知的財産（特許・商標・意匠）を活用している
企業とその技術にスポットを当て『スゴさの見える化実験』に挑戦！、番組
後半はその知財を守るために日々活躍している『弁理士』にスポットをあて
たミニストーリーを紹介する番組です！（テレビ新広島特設ページより）全
13 回放送予定とのこと。
『スゴさの見える化実験』は企業等の優れた知財を使って、実際に商品化さ
れている商品がどれだけすごいか、本当にすごいのか、どんな使い方ができ
るのか、そんな見方で面白実験をしています。
すでに放送済の実験はホームページで公開されており、ちょっとのぞいてみ
ました。
第 1 回の実験は「メッキのような鏡面を塗装で実現」として、岡山県の株式
会社フェクトで、銀をナノサイズの粒子にした塗料「グランツコート」の実
験。グランツコートは銀粒子が塗料内に均一に分散していることで、銀粒子
がムラなく広がって、きれいな鏡面を形成できる。この塗料をオランダ人木
工職人が使って、新たな作品作りに挑戦しています。木に銀鏡塗装するとど
うなるのでしょうか。
第 2 回は「水でも油でもすべらない靴」。これは岡山県の日進ゴム株式会社
が開発し、定評のある製品「ハイパーＶソール」
。なんと鉄板に油を塗った
斜面でも滑らず歩くことができ、靴底のＶ字型形状が特許技術となります。
このＶ字型形状が靴底の液体を受け流し、接地面積が大きくなって踏みしめ
る力が地面に伝わりやすくなり滑りを防止している。
この靴でまるでウォータースライダーのように滑る滝を歩いて登ることに挑
戦しています。滑ると思うのですが、無事登ることができたのでしょうか？
また番組のインフォメーションコーナーでは「特許・意匠・商標制度の始ま
り」
「弁理士制度の始まりについて」として弁理士の役割をわかりやすく紹
介されています。
これからの放送も楽しみです。ホームページものぞいてみてください。
中国経済産業局知財 WEB セミナー『もうけの花道』～知財戦略のススメ～ の
紹介を以前しましたが、行政機関だけでなく日本弁理士会も中小企業の知的
財産の面白さ、素晴らしさを伝え、その保護を支援していく活動を推し進め
ています。日本弁理士会は中小企業を応援するため、
「弁理士知財キャラバ
ン」事業を立ち上げ、特許、デザイン、ブランド、コンテンツ、製造ノウハ
ウなどの知的財産の上手な活用をアドバイスするべく、弁理士が直接企業を

訪問して共に課題を解決していく知財経営コンサルティング事業を行ってい
ます。活用してみてはいかがでしょうか。
世界的規模でのビジネスの広がりは、知的財産を踏まえた経営が欠かせませ
ん。経営戦略、事業戦略の軸に知的財産権、知的資産の確保と活用が必要と
されています。
その支援に中小機構中国本部は、中国経済産業局特許室、(独)工業所有権情
報・研修館、そして日本弁理士会との連携を図り、最適な知財戦略の支援を
推し進めております。
ビジネスは知財と共に。
中小機構中国本部

チーフアドバイザー（知財担当）桑原

良弘

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■当メールを、お知り合いの方などに転送し広めていただけると幸いです。
皆様のご受講を心よりお待ちしております。
■「広島校だより」の 配信解除・お問い合わせはこちらからお願いします。
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/form/003995.html
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