
日程 主催 セミナー名

6月5日 高岡商工会議所 伝統産業部会
海外向けビジネスで知っておきたいあれこれ～展示会出展時における知財リスクと
対策について～

6月19日 大阪府、池田泉州銀行
事例から学ぶ！中小企業経営における知的財産の有効活用とリスク対応～海外ビ
ジネスで知っておきたい情報・技術・ノウハウの取り扱いについて～

6月23日 高知県発明協会（高知県知財総合支援窓口）
「海外知的財産プロデューサーセミナー」～海外ビジネスでの知的財産リスク「転ばぬ
先のつえ」～

7月27日 九州経済産業局 海外展開支援施策説明会＆相談会(熊本）

7月28日 九州経済産業局 海外展開支援施策説明会＆相談会(鹿児島）

8月7日 広島県知財総合支援窓口
海外知的財産プロデューサーセミナー～海外ビジネスでの知的財産リスク！「転ばぬ
先のつえ」～

8月21日 九州経済産業局 海外展開支援施策説明会＆相談会（大分）

8月22日 九州経済産業局 海外展開支援施策説明会＆相談会（宮崎）

8月28日
大阪府、PMKイニシアティブ、千里ライフサイエンス
振興財団

平成29年度第1回産学官連携情報交流セミナー 事例で学ぶ！海外ビジネスで押さえ
ておきたいこと～情報・技術・ノウハウの取り扱い・流出防止～

8月30日 九州経済産業局 海外展開支援施策説明会＆相談会（福岡）

9月4日 九州経済産業局 海外展開支援施策説明会＆相談会（長崎）

9月5日 九州経済産業局 海外展開支援施策説明会＆相談会（佐賀）

9月8日 中小企業基盤整備機構 EC Camp　2017

10月11日 しずおか信用金庫 しんきんフェア静岡

10月13日 中小企業大学校・東京校 海外展開事業管理者研修

10月17日 四国経済産業局 四国地域海外展開応援フォーラム　in 　徳島

10月25日 豊橋商工会議所 海外ビジネスのリスク対策

10月26日 香川県、JETRO香川 海外ビジネス人材育成講座『海外知財対策セミナー』（仮）

10月27日 四国経済産業局 四国地域海外展開応援フォーラム　in 　高松

11月2日 西武信用金庫、首都圏産業活性化協会 海外進出セミナー（ビジネスフェア）

11月29日 九州経済産業局、九州知的財産活用推進協議会 海外ビジネスにおける知財対策セミナー＆個別相談会

12月6日 国土交通省　土地・建設産業局国際課 国土交通省主催　海外建設技術セミナー

11月9日 愛媛県発明協会
「知的財産担当者育成セミナー」～海外ビジネスでの知的財産リスク「転ばぬ先のつ
え」～

11月9日 工業所有権情報・研修館 第3回日越人材育成機関連携セミナー『ベトナムにおける知的財産の利活用戦略』

11月29日 九州経済産業局、九州知的財産活用推進協議会 海外ビジネスにおける知財対策セミナー＆個別相談会

12月6日 国土交通省　土地・建設産業局国際課 国土交通省主催　海外建設技術セミナー

12月11日 関東経済産業局 サポートビジネス商社活用海外展開セミナー

12月14日
殿町リサーチコンプレックス
（中核機関　慶應義塾大学）

ウェルビーイング知的財産セミナー～データサイエンス分野における知的財産のオー
プン＆クローズ戦略～(演者と調整中）

12月15日 四国経済産業局 四国地域海外展開応援フォーラム　in 　愛媛

1月12日 四国経済産業局 四国地域海外展開応援フォーラム　in 　高知

1月12日 名古屋商工会議所・愛知県発明協会 知的財産権講習会(実務者編)

1月15日 日本商工会議所・東京商工会議所
「えっ！？海外企業から知財侵害で訴えられた！？」海外進出のリスクとその対策
（知的財産編）

2月20日 九州経済産業局 海外展開支援施策説明会＆無料相談会 （福岡）

3月2日 千葉市産業振興財団
平成２９年度 海外展開セミナー　～成長し続ける海外市場、販路開拓の心強いパー
トナーをご紹介～

3月23日 新潟県
海外展開の際に知っておきたい知的財産について
～欧州、米国の商標・意匠の制度概要等～

［更新日　2018.3.26］

海外知的財産プロデューサー講師派遣一覧 （平成29年度）

海外知的財産プロデューサーが講演した説明会・セミナー等の情報をまとめました。

掲載以外にも、企業向け勉強会等への講師派遣させていただいております。
講師派遣等のご相談は「海外展開知財支援窓口のご案内」をご参照ください。



日程 主催 セミナー名

6月30日 九州経済産業局・他 海外展開支援施策説明会&個別相談会in長崎

7月1日 九州経済産業局・他 海外展開支援施策説明会&個別相談会in佐賀

7月5日 九州経済産業局・他 海外展開支援施策説明会&個別相談会in鹿児島

7月6日 九州経済産業局・他 海外展開支援施策説明会&個別相談会in熊本

7月19日 九州経済産業局・他 海外展開支援施策説明会&個別相談会in大分

7月20日 九州経済産業局・他 海外展開支援施策説明会&個別相談会in宮崎

7月26日 九州経済産業局・他 海外展開支援施策説明会&個別相談会in福岡

7月20日 奈良県発明協会 平成28年度　奈良県知的財産連携会議　第1回

7月25日～26日 （公財）かごしま産業支援センター、鹿児島県 第１回海外展開セミナー及び第2回個別相談会

7月25日 （独）中小企業基盤整備機構 越境EC“まるごと”フェスティバル2016 in 東京

8月2日 （独）中小企業基盤整備機構 越境EC“まるごと”フェスティバル2016 in 大阪

8月2日 （一社）　経営革新協会 第2回　スリランカ部会

8月5日 名古屋市 名古屋市中小企業海外販路開拓・拡大サポート事業ベーシックセミナー第3回

8月29日 特許庁、中国経済産業局 巡回特許庁 in ひろしま

9月16日 相模原市、（公財）相模原市産業振興財団、他 平成２８年度戦略的知財マネジメント促進事業　知的財産セミナー

10月12日 しずおか信用金庫 しんきんフェア静岡

10月14日 中小企業大学校・東京校 海外展開事業管理者研修

１０月１８日
１１月１日
１１月15日

国立大学法人豊橋技術科学大学 研究推進アドミニ
ストレーションセンター

海外知的財産活用セミナー ～知財権確立と契約～

10月19日 株式会社　第四銀行
グローバル市場開拓チャレンジプログラム第四回　海外販路開拓実務セミナー「海外
展開まであと一歩！海外知財マネジメントとマーケット戦略」本講演：「海外展開に伴
う知的財産の管理・活用について」

10月24日 特許庁、九州経済産業局 巡回特許庁 in 九州(福岡）

10月25日 愛媛県発明協会
「知的財産担当者育成セミナー」～海外ビジネスでの知的財産リスク「転ばぬ先のつ
え」～

10月26日 特許庁、九州経済産業局 巡回特許庁 in 九州（鹿児島）

11月2日 西武信用金庫、（一社）首都圏産業活性化協会 海外進出セミナー（ビジネスフェア）

11月10日
特許庁、九州経済産業局、鹿児島県、九州知的財
産活用推進協議会

海外展開のための知的財産セミナー

11月18日 名古屋国際見本市委員会 TECH Biz Expo 2016

11月21日 特許庁、近畿経済産業局 巡回特許庁 in 近畿(大阪)

11月25日 奈良県、（推進事務局）奈良県発明協会 平成28年度奈良県知的財産戦略推進事業　知財セミナー

11月30日 国土交通省土地・建設産業局国際課 海外建設実務セミナー

12月2日 （一社）日本繊維機械学会 講演会「繊維産業と世界展開」

12月9日 日本弁理士会東海支部 海外展開・輸出入事業における模倣品対策セミナー

12月14日 四国経済産業局 海外進出支援セミナー　マレーシア・シンガポール分科会「食と知財活用」　（仮題）

12月20日 中国経済産業局 平成28年度自治体連携知財セミナー

12月21日 広島県総務局研究開発課 平成29年度自治体連携知財セミナー

1月31日 九州経済産業局、特許庁等 海外展開支援施策説明会&個別相談会in福岡

2月13日
大阪府商工労働部　中小企業支援室　ものづくり支
援課　技術支援グループ

失敗事例から学ぶ　海外ビジネスの知財リスクマネジメント

2月14日 （独）中小企業基盤整備機構 ECCamp2017

2月23日 （公財）　高知県産業振興センター 海外展開けセミナー　～海外展開におけるリスクマネジメントについて～

2月24日 （地独）大阪府立産業技術総合研究所 海外展開支援セミナー「海外進出・展開時における知的財産面での留意点」

3月13日
大阪府商工労働部　中小企業支援室　ものづくり支
援課　技術支援グループ

知財戦略実践！海外ビジネス契約のポイント

3月17日 四国経済産業局 四国地域海外展開応援フォーラム　ベトナム・マレーシア会

海外知的財産プロデューサー講師派遣一覧 （平成28年度）



3月21日 九州経済産業局 海外事業のための知的財産・資金調達勉強会

3月23日 四国経済産業局 四国地域海外展開応援フォーラム　シンガポール・インドネシア会

［更新日　2017.3.31］



日程 主催 セミナー名

5月27日～29日 （独）中小企業基盤整備機構 新価値創造展2015 in Kansai

6月15日～17日 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ） シリコンバレー流知財活用ビジネスセミナー

7月1日～29日 九州経済産業局 海外展開支援施策説明会

7月16日 一般社団法人 日本非開削技術協会 第22回非開削技術講演会

8月19日 （独）中小企業基盤整備機構 越境ＥＣ "まるごと" フェスティバル2015

8月25日 名古屋市 名古屋市中小企業海外販路開拓・拡大事業　ベーシックセミナー　第２回

8月28日・9月1日 中部経済産業局 JAPANブランド知財保護・活用セミナー（in 北陸・東海）

9月1日 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ）　名古屋 知財ビジネスセミナー（応用編）

10月9日 中小企業大学校・東京校 海外展開事業管理者研修

10月14日 しんきんビジネスマッチング静岡実行委員会 第３回しんきんフェア静岡2015

11月26日
広域関東圏知的財産戦略本部（関東経済産業局）、
特許庁、関東圏地方自治体・政令指令都市

平成２７年度戦略的知財マネジメント促進事業　知的財産セミナー

12月17日 大阪府商工労働部 海外ビジネスのためのリスクマネジメント教室

1月21日 (独)中小企業基盤整備機構 EC Camp 2016 in Kansai

1月25日 大阪府商工労働部 事例から学ぶ海外ビジネス

1月27日 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ） インドネシアフランチャイズ・ライセンスビジネス商談会　説明会

2月5日 （公財）千葉市産業振興財団 ベトナムビジネス展開セミナー

2月9日 名古屋商工会議所　金山南支部 海外進出・展開前に押さえておくべきリスクと対策

2月10日 九州経済産業局 海外展開支援施策説明会&相談会

2月12日 名古屋市 航空機産業ビジネスセミナー

［更新日　2016.4.1］

海外知的財産プロデューサー講師派遣一覧 （平成27年度）



日程 主催 セミナー名

5月21日 国税局 日本産酒類の輸出促進セミナー

5月28日～30日 (独)中小企業基盤整備機構 中小企業総合展2014 in Kansai

6月6日 山口県酒造組合 山口県酒造組合青年醸友会研修会

7月2日 中部経済産業局 航空機産業知的財産セミナー in グレーター・ナゴヤ

7月3日 中部経済産業局 航空機産業知的財産セミナー in 北陸

7月16日 九州経済産業局等 海外展開支援施策説明会 ｉｎ 熊本

7月17日 九州経済産業局等 海外展開支援施策説明会 ｉｎ 鹿児島

7月23日 九州経済産業局等 海外展開支援施策説明会 ｉｎ 佐賀

7月23日 大阪商工会議所　経済政策委員会 海外進出における知的財産の活用とリスク管理

7月23日 (独)日本貿易振興機構 ベトナム知的財産セミナー

7月23日 (独)日本貿易振興機構 インドネシア知的財産セミナー

7月24日 九州経済産業局等 海外展開支援施策説明会 ｉｎ 長崎

7月24日 内閣府沖縄総合事務局等 平成26年度商談スキル向上セミナー

7月25日 (公財)埼玉県産業振興公社 台湾FA研究会

7月30日 九州経済産業局等 海外展開支援施策説明会 ｉｎ 大分

7月31日 九州経済産業局等 海外展開支援施策説明会 ｉｎ 宮崎

8月6日 九州経済産業局等 海外展開支援施策説明会 ｉｎ 福岡

8月6日 岐阜信用金庫 ASEAN進出の際の知的財産面での留意点について

8月27日 名古屋商工会議所 海外進出における知的財産の活用とリスク対策

9月2日 関東経済産業局 海外進出における知的財産の活用とリスク対策

9月9日～10日 内閣府沖縄総合事務局等 平成26年度商談スキル向上セミナー （アドヴァンスコース）

10月1日 (公財)埼玉県産業振興公社 第４回 台湾FA研究会

10月2日 ジェトロ青森 海外における知的財産権の保護と対策　ベトナムと台湾を中心に

10月10日 中小企業大学校・東京校 海外展開事業管理者研修

10月15日 しずおか信用金庫 しんきんビジネスマッチング静岡2014

10月17日
特許庁、九州経済産業局、福岡県、
九州知的財産活用推進協議会

知的財産セミナー
知的財産から見たアジアへの玄関口“福岡”

10月21日 朝日信用金庫 朝日ビジネスマッチング2014

11月19日～21
日

(独)中小企業基盤整備機構 新価値創造展2014

12月16日 大阪府商工労働部 知っておきたい海外ビジネス展開時に気を付けるべきポイント

1月22日 大阪府商工労働部 海外知的財産プロデューサーが語る模倣品対策

1月28日 新潟県 海外事業展開支援セミナー

2月3日
名古屋市　市民経済局　産業部
次世代産業振興課

航空宇宙産業海外販路開拓支援セミナー

2月10日、17日 九州経済産業局等
中小企業等のASEAN進出支援セミナー及び個別相談会～ASEAN展開と知的財産管
理について～

2月19日 大阪府商工労働部 転ばぬ先の管理術　“海外進出篇”

［更新日　2015.3.30］

海外知的財産プロデューサー講師派遣一覧 （平成26年度）



日程 主催 セミナー名

4月11日 八戸市・八戸港国際物流拠点化推進協議会 海外販路拡大セミナー

5月16日 公益財団法人あいち産業振興機構 海外進出における知財戦略セミナー

7月9日 京都府等 海外展開支援施策説明キャラバン in 京都

7月11日 九州経済産業局等 海外展開支援施策説明会 in 熊本

7月12日 九州経済産業局等 海外展開支援施策説明会 in 鹿児島

7月18日 九州経済産業局等 海外展開支援施策説明会 in 大分

7月19日 九州経済産業局等 海外展開支援施策説明会 in 宮崎

7月25日 九州経済産業局等 海外展開支援施策説明会 in 佐賀

7月26日 九州経済産業局等 海外展開支援施策説明会 in 長崎

7月29日 公益財団法人埼玉県産業振興公社 第四回　医療機器グローバル研究会

8月7日 九州経済産業局等 海外展開支援施策説明会 in 福岡

8月26日 近畿経済産業局等 海外展開支援施策説明キャラバン　in 滋賀

8月27日 経済産業省中部経済産業局等 海外展開セミナー  in 北陸

8月30日 経済産業省中部経済産業局等 海外展開セミナー  in グレーター・ナゴヤ

10月1日 公益財団法人沖縄県産業振興公社等 アジアビジネス実践講座

10月11日 名古屋国際見本市委員会
第3回　次世代ものづくり基盤技術産業展―TECH Biz EXPO 2013―
「海外進出を成功に導く“知的財産＆ビジネス対策” ～海外ビジネス出航前に確認す
べき知的財産のあれこれ」

10月15日
福岡県中小企業海外展開支援協議会(福岡県アジ
アビジネスセンター)

アジア展開促進セミナー

10月31日
公益財団法人千葉県産業振興センター、日本貿易
振興機構（ジェトロ）千葉貿易情報センター

海外進出・展開知財戦略セミナー

11月13日 近畿経済産業局 中小企業のための知財ワークショップ

12月10日
伊那商工会議所、（一財）浅間リサーチエクステン
ションセンター伊那分室

伊那商工会議所リレー講演会
海外（アジア）の最新情報～報道にないアジアの現状

12月16日
広域関東圏知的財産戦略本部（関東経済産業局）・
特許庁

戦略的知財マネジメント促進事業：知的財産セミナー
「航空機産業における海外進出時の知的財産の注意点」

12月18日 一般社団法人 中部航空宇宙産業技術センター
シンガポールエアショー2014出展参加企業支援”特別セミナー
「海外展示会出展における知財マネージメント」

1月10日 浜松地域イノベーション推進機構 第 44 回知財問題研究部会

2月5日 新潟県 海外事業展開支援セミナー

2月13日
(公財)福岡県中小企業振興センター、福岡県、(株)
西日本シティ銀行、(株)NCBリサーチ＆コンサルティ

知的財産経営者セミナー

2月13日
経済産業省北海道経済産業局、北海道知的財産戦
略本部

知的財産活用講習会

2月17日 名古屋商工会議所 海外ビジネス知財戦略セミナー

［更新日　2014.2.18］

（参考）海外知的財産プロデューサー講師派遣一覧（平成25年度）



日程 主催 セミナー名

5月11日 （一社）大学技術移転協議会、株式会社東北テクノアーチ海外展開に向けた考え方

5月16日 三重県
「第１回中国（北京）国際サービス貿易交易会」における三重県ブース出展企業向け
勉強会

6月7日 久留米市 久留米フェアｉｎ合肥　出展者勉強会

6月22日 会津若松市など 上海販路開拓支援セミナー

7月11日 久留米市 知的財産フォーラムin久留米２０１２

7月19日 九州経済産業局 海外展開支援施策説明会

7月20日 九州経済産業局 海外展開支援施策説明会

8月2日 近畿経済産業局 「海外展開指南塾」　知財マネジネント

8月8日 信用金庫中央金庫 アジアビジネス担当者養成セミナー

8月28日 （公財）千葉県産業振興センター 海外進出知財戦略セミナー

8月30日 （公財）静岡県国際経済振興会 中国知財リスク回避セミナー

9月14日 （一社）大学技術移転協議会 アニュアルカンファレンス

9月15日 （一社）大学技術移転協議会 アニュアルカンファレンス

10月3日 中国経済産業局 知的財産セミナー

10月9日 上越商工会議所 平成24年度特許セミナー

10月15日 中国経済産業局 海外知的財産活用講座

10月18日 (公財)北九州産業学術振興機構 北九州学術研究都市産学連携フェア

11月13日 朝日信用金庫 海外展開セミナー

11月28日 東京中小企業投資育成株式会社
投資育成セミナー「海外展開に備えた知財防衛・個別相談会」中国への進出事例を
中心として

11月30日 名古屋国際見本市委員会 第2回 次世代ものづくり基盤技術産業展 －TECH Biz EXPO 2012－

12月17日 九州経済産業局 アジア研究会キックオフセミナー（佐賀）

1月17日 東北経済産業局 海外展開支援セミナーin青森

1月18日 近畿経済産業局 海外展開関連知財施策普及啓発キャラバン（奈良会場）

1月22日 東北経済産業局 海外展開支援セミナーin郡山

1月23日 北海道経済産業局等 帯広海外ビジネスセミナー

1月25日 東北経済産業局 海外展開支援セミナーin秋田

1月30日 中部経済産業局
平成24年度 産業財産権制度取得・活用促進講習会　海外ビジネス知財戦略セミ
ナー

2月1日 近畿経済産業局 海外展開関連知財施策普及啓発キャラバン（京都会場）

2月14日 リーディング産業展みえ2013実行委員会 リーディング産業展みえ2013

2月18日 九州経済産業局 海外展開支援セミナー（宮崎市）

2月18日 近畿経済産業局 海外展開関連知財施策普及啓発キャラバン（大阪会場）

2月21日 静清信用金庫 「知っておきたい海外ビジネスにおける「知的財産権」の活用」セミナー

2月22日 石川県発明協会 第103回発明教室

2月26日 九州経済産業局 アジア研究会キックオフセミナー

3月6日 鳥取県 知的財産活用グローバル展開セミナー

3月7日 （独）中小企業基盤整備機構 経営に活かす知的財産権強化セミナー

3月8日 九州経済産業局 中小企業の韓国展開における知的財産戦略支援セミナー

3月12日 北海道経済産業局 食ビジネス海外展開における知的財産活用セミナー

3月15日 北都銀行 ASEAN 展開支援セミナー

3月18日 神奈川県産業技術センター 海外展開支援フォーラム

3月21日 （一社）日本知財学会 デザイン・ブランド戦略分科会シンポジウム

3月25日 新潟県 海外ビジネスのための知的財産戦略セミナー

［更新日　2013.4.2］

（参考）海外知的財産プロデューサー講師派遣一覧（平成24年度）


