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＜本日のお知らせ＞
◇「冷凍食品製造に係る基盤技術強化研修会（全５回）」のご案内
◇かがわ次世代ものづくり研究会 平成30年度講習会
「切削油剤 －基礎から最新動向まで－」のご案内
◇かがわ次世代ものづくり研究会 平成30年度 第１回勉強会
「品質工学（タグチメソッド）入門」のご案内（再掲）
◇かがわ次世代ものづくり研究会 平成30年度講習会
「溶接マイスター指導による溶接技量訓練装置を使った個別練習会」のご案内（再掲）
◇「有限要素法解析入門」のご案内（香川高等専門学校（高松ｷｬﾝﾊﾟｽ）開催分）再掲
◇香川県機能性表示食品等開発研究会の会員募集及び
「キックオフセミナー」のご案内（再掲）
◇希少糖製造技術者養成支援事業
「希少糖製造技術者 養成講座」のご案内（再掲）
【公募】
■(1)「第15回 国際水素・燃料電池展」香川県ブース出展者募集のお知らせ（香川県）
■(2)「ＣＮＦ活用を検討する企業」募集のお知らせ（四国経済産業局、ＳＴＥＰ）
～ＣＮＦ提供企業･ＣＮＦ製造装置メーカーとＣＮＦ活用を検討する企業との
ビジネスマッチング in 四国～
■(3) 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」
二次公募のお知らせ（経済産業省、全国中小企業団体中央会）
■(4)「平成３０年度外国出願支援事業」二次募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）
■(5)「起業等スタートアップ支援補助金」２次募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）
■(6) 希少糖製造技術者養成支援事業「養成講座」受講生募集のお知らせ（香川県）再掲
■(7) 平成30年度「商品化技術テーマ調査事業」募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）再掲
■(8)「グローバル技術人材育成事業」のご案内（事前周知）再掲
－ドイツものづくり企業視察研修－
■(9) 各種募集のお知らせ（香川県）再掲
【セミナー・講習会等】
■(10)「三軸試験実技習得セミナー（BASICコース）」開催のお知らせ（香川高等専門学校）
■(11)「かがわ６次産業化ビジネス塾」開催のお知らせ（香川県、かがわ産業支援財団）
■(12) 香川県プロフェッショナル人材戦略セミナー「小さいことはいいことだ」
開催のお知らせ（香川県プロフェッショナル人材戦略拠点）
■(13) かがわ健康関連製品開発フォーラム ICTビジネス部会 第7回勉強会
「健康寿命を延ばすツールで市場を拓く」開催のお知らせ
（かがわ健康関連製品開発フォーラム、かがわ産業支援財団、香川県）
■(14)「平成30年度 知的財産セミナー」第２回、第３回開催のお知らせ
（香川県知財総合支援窓口）
■(15)「平成30年度 知的財産セミナー」受講者募集ののお知らせ
（香川県知財総合支援窓口）再掲
■(16) 海外ビジネス人材育成講座『初心者のための英文ビジネスEメール入門』
『海外投資の進め方と現地ローカルマネジメント』開催のお知らせ（香川県、JETRO香川）再掲
■(17) 四国経済産業局 知的財産担当者育成セミナー「知的財産管理の基礎知識」
開催のお知らせ（香川県発明協会）再掲
------------------------------------------------------------------------

◇「冷凍食品製造に係る基盤技術強化研修会（全５回）」のご案内
○日
○場
○申

時：平成３０年８月２３日（木）､９月２０日（木）､１０月１１日（木）、
平成３１年１月２４日（木）､２月２１日（木） 全て13:30～16:30
所：香川県産業技術センター食品研究所 １階 会議室
（高松市郷東町587-1）
込：香川県産業技術センター食品研究所あて平成３０年８月２２日(水)までに、
E-mail(jp2598＠pref.kagawa.lg.jp)又はFAX(087-882-9481)で。

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/04/18-08.html#03
◇かがわ次世代ものづくり研究会 平成30年度講習会
「切削油剤 －基礎から最新動向まで－」のご案内
○日
○場
○申

時：平成３０年８月２９日（水）１３：３０～１５：３０
所：香川県産業技術センター ３階 研修室
（高松市郷東町587-1）
込：香川県産業技術センターあて平成３０年８月２７日(月)までに、
E-mail(atsuta＠itc.pref.kagawa.jp)又はFAX(087-881-0425)で。

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/04/18-08.html#04
◇かがわ次世代ものづくり研究会 平成30年度 第１回勉強会
「品質工学（タグチメソッド）入門」のご案内（再掲）
○日
○場
○申

時：平成３０年８月２４日（金）１３：３０～１６：３０
所：香川県産業技術センター ３階 研修室
（高松市郷東町587-1）
込：香川県産業技術センターあて平成３０年８月２０日(月)までに、
E-mail(en4542＠pref.kagawa.lg.jp)又はFAX(087-881-0425)で。

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/04/18-08.html#02
◇かがわ次世代ものづくり研究会 平成30年度講習会
「溶接マイスター指導による溶接技量訓練装置を使った個別練習会」のご案内（再掲）
○日
○場
○申

時：平成３０年７月２２日(日)済､８月２６日(日)､９月１６日(日)､
１０月２８日(日)､１１月２５日(日)､１２月１６日(日)､
平成３１年１月２０日(日)
全て ９：００～１３：００
所：香川県産業技術センター 実験棟 表面改質試験室
（高松市郷東町587-1）
込：香川県産業技術センターあて各回開催１週前の金曜日までに、
E-mail(yamasita＠itc.pref.kagawa.jp)又はFAX(087-881-0425)で。
（第３回：9/16、第４回：10/28開催分は定員に達しました！）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/04/18-08.html#01
◇「有限要素法解析入門」のご案内（香川高等専門学校（高松ｷｬﾝﾊﾟｽ）開催分）再掲
○日
○場
○申

時：平成３０年９月３日（月）､４日（火）１３：００～１７：００
所：香川高等専門学校(高松キャンパス)
地域イノベーションセンター ２階 会議室
（高松市勅使町355）
込：香川高等専門学校（高松ｷｬﾝﾊﾟｽ）あて平成３０年８月２７日(月)までに、
E-mail(kenkyu＠t.kagawa-nct.ac.jp)又はFAX(087-869-3819)で。

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/04/18-09.html#02
◇香川県機能性表示食品等開発研究会の会員募集及び
「キックオフセミナー」のご案内（再掲）
○日
○場
○申

時：平成３０年９月６日（木）１３：１５～１６：３０
所：香川県産業技術センター ３階
（高松市郷東町587-1）
込：香川県産業技術センター食品研究所あて平成３０年８月３１日(金)までに、
E-mail(desk＠itc.pref.kagawa.jp)又はFAX(087-882-9481)で。

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/04/18-09.html#03
◇希少糖製造技術者養成支援事業
「希少糖製造技術者 養成講座」のご案内（再掲）
○日

時：平成３０年９月１２日（水）13:30～15:30、９月１９日（水）13:30～15:30、
９月２６日（水）13:30～15:30、１０月３日（水）13:30～15:30、

○場
○申

１０月１０日（水）13:00～16:00、１０月１７日（水）13:00～16:00
所：香川県産業技術センター（高松市郷東町587-1）ほか
込：香川県産業技術センターあて平成３０年８月２０日(月)までに、
E-mail(desk＠itc.pref.kagawa.jp)又はFAX(087-882-9481)で。

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/04/18-09.html#01
■(1)「第15回 国際水素・燃料電池展」香川県ブース出展者募集のお知らせ（香川県）
香川県では、本県の主要な産業である、ものづくり基盤技術産業関連企業の
水素関連分野等への進出等を支援する取組みとして、関連企業が多く集まる展
示商談会である「第15回 国際水素・燃料電池展(東京ビッグサイト)」に香川県
ブースを出展します。
【第15回 国際水素・燃料電池展 http://www.fcexpo.jp/】
会 期：平成31年2月27日（水）～3月1日（金）の3日間
会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）
来場者：約6万4千人（平成29年度実績64,399人：同時開催展を含む主催者発表）
香川県ブース出展者数：４者程度
【応募期間】
平成３０年８月８日（水）～ ９月２１日（金）17時必着
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/wm7b3a180717175549.shtml
■(2)「ＣＮＦ活用を検討する企業」募集のお知らせ（四国経済産業局、ＳＴＥＰ）
～ＣＮＦ提供企業･ＣＮＦ製造装置メーカーとＣＮＦ活用を検討する企業との
ビジネスマッチング in 四国～
四国経済産業局及びＳＴＥＰ(四国産業・技術振興センター)では、四国地域
でのＣＮＦ産業創出・拡大を目指し、『ＣＮＦ提供企業：カミ商事㈱・愛媛製
紙㈱』､『ＣＮＦ製造装置メーカー：㈱コスにじゅういち』と『ＣＮＦ活用を
検討する企業』とのビジネスマッチングを行います。
マッチングに当たり、ＣＮＦの活用を検討する企業の募集を行っています。
（専門家等のフォロー、試作用ＣＮＦサンプルの無償提供あり）
【募集期間】
平成３０年８月３日（金）～ ３１日（金）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.tri-step.or.jp/event/boshuu-4.html
■(3) 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」
二次公募のお知らせ（経済産業省、全国中小企業団体中央会）
経済産業省では、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を
構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プ
ロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援
する補助事業の二次公募を行っています。
【公募期間】
平成３０年８月３日（金）～ ９月１０日（月）当日消印有効
電子申請の場合は平成３０年９月１１日（火）15:00まで
【補助率、補助上限額】
(1)企業間データ活用型
補助率：２／３以内、上限額:1,000万円
(2)一般型
補助率：一定要件を満たす者２／３以内、その他１／２以内、上限額:1,000万円
(3)小規模型
補助率：小規模事業者２／３以内、その他１／２以内、上限額:500万円
（専門家を活用する場合は補助上限額30万円アップ（(1)～(3)共通）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/chuokai/news/mono/inf_top29.htm
■(4)「平成３０年度外国出願支援事業」二次募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）
(公財)かがわ産業支援財団では、県内の中小企業が行う外国での戦略的な特
許等出願を支援するため、外国出願費用の一部を補助する「平成３０年度外国
出願支援事業」を実施しており、二次募集を開始しています。
【補助金額】
補助率：１／２以内、１企業の上限額：３００万円
特許出願：１５０万円、 実用新案、意匠、商標出願：６０万円、
冒認対策商標出願：３０万円
【募集期間】
平成３０年５月２２日（火）～１１月９日（金）※予算額に達した時点で受付終了
（第二次締切：平成３０年９月１４日（金））

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/sien/chizai/kaigai/
■(5)「起業等スタートアップ支援補助金」２次募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）
(公財)かがわ産業支援財団では、県内における創業、第二創業又は第二創業
につながるような新たな分野への進出を促進し、県経済の活性化を図ることを
目的に、県内で創業、第二創業又は新分野進出を行う者に対して、その初期投
資に必要な経費の一部を補助します。
この度、一般型事業の２次募集を行っています。
【補助対象事業・補助金額】
「一般型事業」
・補助金上限額 ５０万円（補助率１/２）
【公募期間】
平成３０年７月３１日（火）～ 平成３０年８月２９日（水）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/sien/hojokin/startup.htm
■(6) 希少糖製造技術者養成支援事業「養成講座」受講生募集のお知らせ（香川県）再掲
香川県では、今後成長が期待される希少糖分野への企業の進出を促進し、希
少糖産業の集積を図るため、希少糖の活用に関心がある県内の食品関連や化学
工業の企業を対象とした希少糖製造技術者の養成講座を開催します。
本講座では、希少糖をより深く知りたい企業の方、希少糖をより効果的に食
品に利用したい企業の方、希少糖を含む食品のマーケティングを考えている企
業の方が、希少糖の有用性を学び、産業技術センターの開放機器を利用した希
少糖などの糖類分析技術を習得することができます。是非ご参加下さい。
【養成講座の概要】
① 9/12(水) 希少糖の最新の研究動向とマーケティング【座学】
② 9/19(水) ＲＳＳ研究会の活動と食品への利用効果【座学】
③ 9/26(水) 希少糖生産ステーションの見学【見学】
④ 10/ 3(水) 企業が取り組む希少糖の製造と展開【座学】
⑤ 10/10(水) 希少糖を量る【実習】
⑥ 10/17(水) 希少糖を作る【実習】
※開催時間：座学・見学は13:30～15:30、実習は13:00～16:00
開催場所：座学は香川県産業技術センター本館、
実習は同センター食品研究所（高松市郷東町587-1）、
見学は香川大学農学部（木田郡三木町池戸2393）
【募集期間】
平成３０年７月２日（月）～ ８月２０日（月）１７時必着
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_2/wap9dl180618130906.shtml
■(7) 平成30年度「商品化技術テーマ調査事業」募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）再掲
(公財)かがわ産業支援財団では、県内の企業等が、大学・高専・公設試験研
究機関等と連携して商品化のための技術を調査･開発しようとする場合に、その
調査研究費等を助成する「商品化技術テーマ調査事業」の募集を行っています。
【助成金額、助成率】
100万円以内（助成率：4／5以内、委託費：9／10以内）
【募集期間】
平成３０年７月１８日（水）～ ８月３１日（金）必着
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/sien/hojokin/syouhinka.htm
■(8)「グローバル技術人材育成事業」のご案内（事前周知）再掲
－ドイツものづくり企業視察研修－
香川県では、グローバルな視点で県内企業の技術力向上や海外展開を支える
技術人材を育成するため、情報通信技術と製造技術を融合し国内製造業の生産
力・競争力向上を目指す「インダストリー4.0」を官民挙げて積極的に進めて
いるドイツ連邦共和国の視察研修を予定しております。
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）デュッセルドルフ事務所のご協
力により、欧州最大の応用研究機関であるフラウンホーファー研究機構をはじ
め、普段訪れることが難しい視察先を調整しております。
現地の最新技術に触れ、技術者同士のネットワーク構築を図る絶好の機会で
すので、ぜひ、ご参加をご検討ください。
※ 現在、旅行業者を選定中であり、最終行程案、参加費用、申込方法等の
詳細は決定次第（8月中旬頃）、あらためてお知らせします。
【日

程】
平成30年10月7日（日）～ 12日（金）4泊6日
【主な視察先（予定）】
◎フラウンホーファー研究機構 生産技術・オートメーション研究所

◎MOTEK 2018－生産と組立の自動化の国際見本市
◎現地IoT関連企業、再生可能エネルギー施設など
【募集対象及び人数】
県内に主たる事業所を有するものづくり基盤技術関連企業の技術者等
12人程度（原則1社1名）
【参加費用】
参加者本人の航空費、宿泊費、食事代、その他費用
（視察先手配費用、専用車、添乗員、通訳者、現地ｶﾞｲﾄﾞ等の費用は県が負担）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_2/wnxuaq180718112645.shtml
■(9) 各種募集のお知らせ（香川県）再掲
○「機能性食品産業強化事業費補助金」追加募集（８月２４日(金)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_6/wksgpl180713113849.shtml
○ FOODEX JAPAN 2019「香川の希少糖」ブースの出展者募集（８月３１日(金)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/wntvmk180706153817.shtml
○ 香川県上海ビジネスサポーター「マッチング候補企業情報の提供等(基礎調査)」（９月１４日(金)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/wigjbq180809151726.shtml
○「平成30年度香川県中小企業外国出願支援事業」申請受付（随時、申請はPCT出願を行う30日前まで）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_4/wamgh6180522112912.shtml
○「香川県海外ビジネスチャンス活用支援事業補助金」（１２月３１日(月)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/300403kaigai.shtml
○「香川県直行便就航地域現地調査支援事業補助金」申請受付（１２月３１日(月)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/wnisnm180406134534.shtml
■(10)「三軸試験実技習得セミナー（BASICコース）」開催のお知らせ（香川高等専門学校）
香川高専では、一昨年度から「三軸試験法」に関する講習会を(公財)かがわ
産業支援財団の「かがわ中小企業応援ファンド事高度技術人材育成」一環とし
て実施しており、今回は「BASICコース（１日間）」を開催します。
○日
○場

時：平成３０年８月２２日（水）９：００～１５：００
所：香川高等専門学校 高松キャンパス
（高松市勅使町355）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-nct.ac.jp/newfile/20180806162845_1.html
■(11)「かがわ６次産業化ビジネス塾」開催のお知らせ（香川県、かがわ産業支援財団）
香川県及び(公財)かがわ産業支援財団では、県内農林漁業等の６次産業化へ
の取り組みを推進するため、６次産業ビジネスに関する基礎知識のほか、イン
ターンシップでの商談・加工など、講義演習と実習を合わせたビジネス塾を開
講します。
○日

○場

時：平成３０年８月２３日（木）､９月４日(火)､９月１２日(水)、
９月２６日(水)､１１月１５日(木)､１１月２２日(木)､
１１月２７日(火) １３：３０～１６：３０、
（９月12日(水)のみ10:00～17:10）
所：香川産業頭脳化センタービル ２階 一般研修室ほか
（高松市林町2217番地15）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/topics/h30/20180802-010.pdf
■(12) 香川県プロフェッショナル人材戦略セミナー「小さいことはいいことだ」
開催のお知らせ（香川県プロフェッショナル人材戦略拠点）
(公財)かがわ産業支援財団では、平成27年12月に「香川県プロフェッショナ
ル人材戦略拠点」を開設し、企業経営者の皆様へ「攻めの経営」への転換を促
し、潜在的な人材ニーズを掘り起こすことで、企業の成長戦略を具現化する人
材の獲得をサポートしています。
この度、下記のとおり、セミナーを開催します。
○日
○場

時：平成３０年９月４日（火）１４：００～１６：００
所：高松国際ホテル １階 瀬戸の間
（高松市木太町2191-1）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/topics/h30/20180808-020.pdf
■(13) かがわ健康関連製品開発フォーラム ICTビジネス部会
「健康寿命を延ばすツールで市場を拓く」開催のお知らせ

第7回勉強会

（かがわ健康関連製品開発フォーラム、かがわ産業支援財団、香川県）
かがわ健康関連製品開発フォーラムでは、ICT（情報通信技術）を活用した
健康関連産業の創出・振興を支援するため、ICTビジネス部会第７回勉強会を
開催します。
○日
○場

時：平成３０年９月１３日（木）１８：３０～２０：３０
所：香川県社会福祉総合センター ７階 第二中会議室
（高松市番町1-10-35）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/medfere/schedulefile/20180913.html
■(14)「平成30年度 知的財産セミナー」第２回、第３回開催のお知らせ
（香川県知財総合支援窓口）
香川県知財総合支援窓口では、県内の創業者や中小企業等の方々が、知的財
産の重要性や活用についての関心・意識を高め、知的財産を活用することによ
り、企業競争力の強化に繋げていくため、身近な事例などを交えながら、地域
に密着した知的財産に関するセミナーを、高松市、小豆島において、順次５回
開催しています。
第２回「あなたの商品の魅力を見つけよう（食品分野における知的財産）」
○日
○場

時：平成３０年８月２１日（火）１３：３０～１５：３０
所：小豆島町役場 西館２階 会議室５
（小豆島町片城甲44-95）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/topics/h30/20180801-050.pdf
第３回「ＩｏＴやＡＩを活用した中小企業のための事業戦略」
○日
○場

時：平成３０年９月１４日（金）１４：００～１６：００
所：ネクスト香川 ３階 大会議室
（高松市林町2217-44）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/topics/h30/20180815-020.pdf
■(15)「平成30年度 知的財産セミナー」受講者募集ののお知らせ
（香川県知財総合支援窓口）再掲
香川県知財総合支援窓口では、県内の創業者や中小企業等の方々が、知的財
産の重要性や活用についての関心・意識を高め、知的財産を活用することによ
り、企業競争力の強化に繋げていくため、身近な事例などを交えながら、地域
に密着した知的財産に関するセミナーを、高松市、小豆島において、５回開催
します。
また、小豆島町では、セミナー当日、同会場において「知財総合支援窓口」
の臨時相談窓口を併設し、中小企業等の知的財産活動を円滑にできるよう、
地域の中小企業等が抱える知的財産に関する悩みや課題についてワンストップ
で無料相談・解決支援をします。
済○平成３０年８月９日(木）１４：００～１６：００
高松市（ネクスト香川3F 会議室）
第１回「地域おこしブランド戦略」
株式会社ブランド総合研究所 田中 章雄 氏
○平成３０年８月２１日（火）１３:３０～１５:３０
小豆島町（小豆島町役場西館 ２階 会議室５）
第２回「あなたの商品の魅力を見つけよう（食品分野における知的財産）」
木戸弁理士事務所 木戸 基文氏
○平成３０年９月１４日（金）１４：００～１６：００
高松市（ネクスト香川3F 会議室）
第３回「ＩｏＴやＡＩを活用した中小企業のための事業戦略」
株式会社フォレスタ経営 森 尚子氏
○平成３０年１１月８日(木）１４：００～１６：００
高松市（ネクスト香川3F 会議室）
第４回「著作権のトラブル事前回避」
元㈱ケンウッド知的財産部長 石黒 一夫氏
○平成３０年１２月１３日（木）１３:３０～１５:３０
小豆島町（小豆島町役場西館 ２階 会議室５）
第５回「販路拡大のための知財 （仮題）」
明和綜合特許デザイン事務所 藤掛 宗則氏
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/topics/h30/20180711-010.pdf
■(16) 海外ビジネス人材育成講座『初心者のための英文ビジネスEメール入門』
『海外投資の進め方と現地ローカルマネジメント』開催のお知らせ（香川県、JETRO香川）再掲

香川県とJETRO香川は、JETRO香川内に設置した「香川県海外ビジネス展開促
進センター」の取組みの１つとして「海外ビジネス人材育成講座」をシリーズ
で実施しています。
２講座通しでも、１講座からでもご参加いただけます。
これから海外展開を考えている方はもちろんのこと、すでに海外と取引をさ
れている方も、海外ビジネスへの知識習得やスキルアップ、そして実践のため
に、ぜひ本講座をご活用ください。
○日

○場

時：平成３０年８月２１日（火）９：３０～１６：３０
『初心者のための英文ビジネスEメール入門』
平成３０年８月２２日（水）９：３０～１６：３０
『海外投資の進め方と現地ローカルマネジメント』
所：高松商工会議所会館 5階501会議室
（高松市番町2‐2‐2）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/w0llzu180720143730.shtml
■(17) 四国経済産業局 知的財産担当者育成セミナー「知的財産管理の基礎知識」
開催のお知らせ（香川県発明協会）再掲
(一社)香川県発明協会では、「知的財産管理の基礎知識」と題して、知的財
産の初歩的なレベルとされる「知的財産管理技能検定３級」程度の知識を学習
するセミナーを開催します。
○日

○場

時：平成３０年８月２８日（火）「知的財産とは(全体構造）、特許法」
９月２６日（水）「特許法、侵害対策、実用新案法」
１１月 １日（木）「意匠、商標法」
１１月２８日（水）「著作権法」
１２月１９日（水）「その他（条約、不正競争防止法、他）
＋問題演習」
各回ともに14：00～17：00
所：香川産業頭脳化センター1階専門研修室
（かがわ産業支援財団：高松市林町2217番地15）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://kagawa-hatsumei.or.jp/spread/seminar/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
平成23年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により、各国・地域
政府は、日本の食品や工業製品に対する検査など輸入制限を強化しています。
このため、当センターホームページ（http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/）では、
「原発事故に係る輸出品等の対応情報」（各国の輸入制限・規制状況、放射線検査機関、
輸出品の証明書発行などの情報）をとりまとめて掲載していますのでご活用ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■技術情報メーリングリストへの登録
香川県産業技術センターのホームページから登録（変更・停止）依頼できます。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/
このメールは、当センター利用者でご希望のあった方に配信しています。本メールサ
ービスの配信停止をご希望の方は、お手数ですが本メールへその旨ご返信いただきま
すようお願いします。（上記ホームページからも手続きできます。）
【お問合せ先】
香川県産業技術センター 企画情報部門 desk@itc.pref.kagawa.jp
TEL 087-881-3175 FAX 087-881-0425
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

