連続的にヒット商品を発掘！

平成２８年度 特許情報活用研究会
秋季発表会 特許情報の戦略的活用で、

ご案内＆申込要領

２８ １０ １３日（木）

日 時： 平成
年
月
発表会 １４：００～１７：１５

会 場： 宝第一栄伏見中央店 第１会議室（2F）
参加費: 会員：２，５００円 一般：３，５００円 （税込み）
主 催： 株式会社レイテック

各グループの研究成果発表

●チーム羅針盤
＜特許分析業務を始める方、社内で教育したい方にお勧め＞

発表テーマ：「美味しいだけじゃない！
発表テーマ：「美味しいだけじゃない！
チョコレートの事業戦略を探る」
チョコレートの事業戦略を探る」
疲れた時に食べたい１粒のチョコレート。最近ではいろんな製品が出てますｮ。
古くから愛されるチョコレートの最新動向を探ります。
＜メンバー＞
京セラ株式会社
日本ガイシ株式会社
大同メタル工業株式会社
株式会社レイテック
株式会社レイテック
ブラザー工業株式会社

国内特許

富山 明俊 様（リーダー）
丹羽 麻由美 様（サブリーダー）
長崎 忠利 様
佐々木 眞悟
清水 里佳
佐久間 幹雄 様（アドバイザー）

●たことぉかに
＜特許情報活用のヒントを得たい方にお勧め＞

発表テーマ：「
発表テーマ：「SWOT分析」を用いた特許情報分析の実践
SWOT分析」を用いた特許情報分析の実践
①「遮熱塗料特許を分析し
○社の開発戦略案創出にチャレンジ！」
②「装着型歩行支援技術（ロボットスーツ）を分析し・・」
電気系メーカーと化学系メーカーの混成チームです。熱意のあまり、２つの
テーマに挑みます。情報活用のポイントを押さえれば、テーマが違ってもアプ
ローチは共通するはず。実証しつつ社内での活用を目指します。
＜メンバー＞
ダイキン工業株式会社
パナソニックエコシステムズ株式会社
住友理工株式会社
日本ガイシ株式会社
竹本油脂株式会社
パナソニックIPマネジメント株式会社

小林
丹羽
小田
足立
金澤
竹中

淳 様（リーダー）
和裕 様
奨 様
佐知 様
綾子 様
賢治 様（アドバイザー）

特許情報活用研究会 in 名古屋
秋季発表会へようこそ！
時刻

内容

於 宝第一栄伏見中央店

演者

１３：３０

開場（受付）

１４：００

第１部 講演

１４：００

開演のご挨拶

株式会社レイテック 代表取締役

パネルディスカッション:
「社内における特許情報活用の秘策は？」

パネラー
特許情報活用研究会・塾長
工学博士

出口 隆信

桐山 勉 様

１４：０５
パネラー発表のあと、メンバー、ゲストと共にフリーディス
カッションを行います
１５：２５

休憩（５分）

１５：３０

第２部 成果発表会

１５：３５

チーム羅針盤
「美味しいだけじゃない！
チョコレートの事業戦略を探る」
（発表２0分、アドバイザーコメント3分、質疑応答7分）

１６：０５

休憩（５分）

１６：１０

たことぉかに
「SWOT分析」を用いた特許情報分析の実践
①「遮熱塗料特許を分析し
○社の開発戦略案創出にチャレンジ！」
②「装着型歩行支援技術（ロボットスーツ）を分析し・・」
（発表30分、アドバイザーコメント3分、質疑応答7分）

１６：５０

研究発表会（2017/4月）に向けてのアドバイス

１７：３０

第３部 懇親会

ブラザー工業株式会社
佐久間 幹雄 様
パナソニックIPマネジメント株式会社
竹中 賢治 様

京セラ株式会社

富山 明俊 様

ダイキン工業株式会社

小林 淳 様

特許情報活用研究会・塾長
工学博士

桐山 勉 様

パネルディスカッション
「社内における特許情報活用の秘策は？」
特許情報活用に関する貴社のお悩み、ご意見をお聞かせ下さい。あなたのご質問、ご意見が他
の皆様のヒントや気づきに繋がります。経験豊富なメンバーが出来る限りの回答を差し上げます。
当日のご質問でも結構ですが、発表会参加申し込み時に、事務局（nagoya@raytec.co.jp
当日のご質問でも結構ですが、発表会参加申し込み時に、事務局（nagoya@raytec.co.jp）宛に、
nagoya@raytec.co.jp）宛に、
概要をお知らせいただけるとディスカッションにも反映できます。
皆様の参加による、活発な意見交換にご期待下さい。

●平成２８年度 特許情報活用研究会 in 名古屋 秋季発表会 開催要領

１０月１３日（木）

日 時： 平成２８年

会場：
会場： 宝第一栄伏見中央店 第一会議室
〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目5-1 宝第一ビル2階
地下鉄東山線 伏見駅 4番及び５番出口より徒歩5分

発表会 １４：００～１７：１５ （開場 １３：３０）
懇親会 １７：３０～
定 員： ３０名 （先着順）
参加費：
参加費：
会員
（PAT-LIST保守契約、
CN/WEB、研究会メンバー）
発表会参加費
テキスト代含む

その他一般

2,500円（税込）

懇親会費

3,500円（税込）

3,500円（税込）

参加費、懇親会費については請求書を発行いたしますので、お振込にて
お支払いをお願いいたします。当日講演会場での現金のお取扱いは致し
兼ねますので、ご了承ください。なお、懇親会費につきましては当日会場
でのお支払いは可能です。ご希望の方はその旨お知らせください。

お申込み方法

お申込み期限 10月
10月 ７日(
７日(金 )

方法１）下記のURL
方法１）下記のURLよりお申し込みください。
URLよりお申し込みください。

※期限後のお申込みの場合、テキストのお渡しは後日となります。

URL：http://www.raytec.co.jp/support/rolloutapply-nagoya.htm
（レイテックHP 新着情報欄 2016.09.12 参加お申込みは、こちらから からもリンクしております。）
方法２）E-mailより。
下記お申込み用紙の内容をメールの本文に記載し、メールタイトルに「平成28年度 特許情報活用研究会in 名古屋 秋季
発表会 参加申し込み」とご記入の上、 nagoya@raytec.co.jp まで送信願います。
方法３）FAXより。
下記お申込み用紙に必要事項をご記入の上、指定番号へＦＡＸ願います。

お問合せ先：
お問合せ先：
株式会社レイテック

＜＜ 期限後のお申込みは事務局へご相談ください。＞＞

特許情報活用研究会事務局（名古屋支社内）

ＦＡＸ 052-228-7997
住所

会社名

●ＦＡＸお申込み
フリガナ

申込

所属

役職

PAT-LIST保守契約企業、またはCN/WEB会員企業である ⇒

連絡先

氏名

フリガナ

電話： 052-228-9260

〒

□ （該当する場合はチェックして下さい）
１ 発表会へ参加する。
２ 懇親会に参加する。

３ テキストのみお申込み
（該当番号に○をおつけ下さい）

電話
ＦＡＸ
Ｅメール

＜ご請求書送付先＞
宛名
送付先

希望発行日
〒

（住所、部署等）

備考
＜注意事項＞
※参加申し込み多数の場合は、先着順とさせていただきます。定員オーバーの場合、参加をお断りする場合がございます。
※お申し込みいただいた個人情報は株式会社レイテックにて厳重に管理し当社の営業活動やＤＭ案内の他には使用いたしません。

16.09.09

