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INPIT－KANSAI の紹介

独立行政法人工業所有権情報・研修館近畿統括本部
（INPIT － KANSAI）の紹介

独立行政法人工業所有権情報・研修館　近畿統括本部　事業推進部

部長　泉　裕二

１．はじめに
　特許庁及び独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）は、「政府関係機関の地方

移転に関する今後の取組について」（平成２８年９月、まち・ひと・しごと創生本部決定）

を踏まえ、昨年（平成２９年）７月３１日、グランフロント大阪に INPIT 近畿統括本部

（INPIT－KANSAI）をオープンしました。INPIT－KANSAI は、INPIT が開設した初め

ての地方拠点です。今般、拠点の開設一周年を迎え INPIT－KANSAI では、近畿地域（福

井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）の関係する支援機関と共

に中堅・中小・スタートアップ企業の事業拡大と事業成長を後押しすべく、一つ一つ取

組みを重ねてまいりました。開設後の１年間の活動等についてご紹介致します。

２．１年間の活動報告及び実績
　INPIT－KANSAI は、JR 大阪駅に直結したグランフロント大阪ナレッジキャピタルタワー

C ９階（大阪市北区大深町３番１号）に位置し、交通至便性が非常に良い場所に位置してい

ますが、こと、関西においては、INPIT 自体、まして INPIT－KANSAI は開設して間もない

ことから知名度が低く、当初は、本当にご利用頂けるのか大変不安でした。しかし、この度

の事務所誘致から開設においてまで、大変ご尽力頂きました日本弁理士会近畿支部や大阪府

をはじめとする関係機関に事業 PR などでご助力頂き、特に本年３月には日本弁理士会近畿

支部の主催にて関西「知財の輪」セミナー・交流会を開催して頂き、多くの方々に INPIT－

KANSAI をご紹介出来たことを大変感謝致しております。更に、全国４７都道府県に設置し

ている近畿地域の知財総合支援窓口とも協働し、少しずつではありますが関西の事業者の皆

さま、弁理士の皆さまにご利用頂けるようになりました。支援のメニューについては、（１）

知的財産に関する高度・専門的な支援、（２）出張面接・テレビ面接の場の提供、（３）「高度

検索用端末」による産業財産権情報の提供、（４）地域の関係機関との協働、といった多面

的な支援を通じて、近畿地域の中堅・中小・スタートアップ企業の皆さまの知的財産を活用

した事業展開やビジネスの成長を地域の支援機関等とも連携しながら後押ししています。
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（１）知的財産に関する高度・専門的な支援

　民間企業で実践における生の感覚を持つ「知財戦略エキスパート」のスタッフが、中堅・

中小企業の知的財産を活用した海外展開や営業秘密管理、知的財産戦略の策定・推進など、

高度な企業活動をサポートしています。

（２）出張面接・テレビ面接の場の提供

　特許庁では、審査官と出願人や代理人等とが特許出願の審査に関わる意思疎通を図る

ための機会として、面接審査を実施しています。INPIT－KANSAI において、「出張面接」

「テレビ面接」がご利用いただけます。

【利用者数（件数・企業数）の推移（平成３０年３月末時点）】

【INPIT 専門相談窓口の相談件数（平成３０年３月末時点）】
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（３）「高度検索用端末」による知的財産情報の提供

　近畿統括本部内に、特許庁の審査官が使用する機器とほぼ同等の機能を持つ「高度検

索用端末」を６台設置し、高度な公報等検索サービスを提供します。

　また、検索指導員を配置しており、初めてご利用される方も安心してご利用頂けます。

（４）地域の関係機関との協働

　近畿地域の関係機関（近畿経済産業局、自治体、日本弁理士会近畿支部　等）と連携

して、各種事業を展開しています。

【利用者数（新規・リピーター）の推移（平成３０年３月末時点）】

【利用者（地域別）の割合（平成３０年３月末時点）】
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①　関係機関のネットワークを活用し、積極的な情報提供

②　自治体や日本弁理士会近畿支部等との講演会や各種セミナーの共同開催

③　 「よろず支援拠点」等の地域支援機関との連携により、知的財産分野での支援と販路

開拓や金融面での支援等を組み合わせ、横のつながりを持ち、知財活用に関する情

報の共有や幅広い支援メニューを提供しています。

３．最後に
　中小企業の知的財産活動については、全企業数の９９％以上を占める中小企業の出願

件数比率をみますと、特許出願が１５％程度、意匠登録出願が３７％程度、商標登録出

願が６０％程度と言われておりますが、まだ潜在的に知的財産を利活用されていない企

業が多いと考えられます。

　INPIT－KANSAI の２年目の活動については、各府県に所在する関係機関と一体とな

り、地域の各種支援機関との連携を強化し、更に横のつながりを広げ事業を展開し、こ

こ近畿での知財のすそ野を広げていきたいと考えております。まだまだ認知度が低いこ

とから活動を展開するにあたり日本弁理士近畿支部をはじめとした関係機関のご協力に

よりセミナーなど開催し、今後も積極的な PR 活動を行い認知度向上につなげ、多くの方

に INPIT－KANSAI をご利用頂きたいと思っております。

【知財戦略エキスパートのセミナーへの講師派遣（平成３０年３月末時点）】
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INPIT－KANSAI とともに、
関西発の新たなイノベーションの胎動を本物に！！

日本弁理士会近畿支部　支部長　吉田　稔

　家庭用ゲーム機やカメラ付き携帯電話を最初に生み出し、工学・理学系の大学を多く

有し、ノーベル賞をはじめとする国際的な賞を受賞した研究者や研究機関を擁する国内

有数の研究クラスターを形成して再生医療をはじめとするイノベーションの原動力とな

っているのも関西ですし、産業活動を力強く下支えし、オンリーワンといえる中小・ベ

ンチャー企業が特に多く集積するのも関西です。そして関西には、千年の昔より、文化・

伝統を大切にしつつ新しいモノ・コトを生み出すという DNA があります。関西は、政治・

経済の東京一極集中の流れを受けて地盤沈下をしたと見る向きもありますが、新たに多

くのイノベーションを生み出し、地域を振興し、ひいては我が国の発展につなげるため

の素地・素材がもともと充実しており、しかも土地・空間にも余裕があり、むしろまだ

まだ伸び代があると見るのが関西の未来を考えるうえで正しい見方ではないかと私は思

っています。

　そのような中、昨年（平成２９年）７月３１日、独立行政法人工業所有権情報・研修館

近畿統括本部（INPIT－KANSAI）が、グランフロント大阪内の「知的創造・交流の場」

とされるナレッジキャピタルに開設されました。平成２８年９月のまち・ひと・しごと

創生本部の決定（政府関係機関の地方移転に関する今後の取組について）から１年の経

過を待たずして INPIT－KANSAI の開設にこぎつけられた特許庁及び INPIT のご英断、

ご尽力には心より感謝と敬意を表するものです。

　INPIT－KANSAI の開所式におきまして、宗像直子特許庁長官は、「せっかく作るのであれば、

関西の皆様にぜひ使い倒していただきたい」と仰いました。INPIT－KANSAI の利活用促進

が関西経済の今後の加速的な発展につながることは間違いありません。その意味で、関西の経

済界、知財関係団体・組織と同様に日本弁理士会近畿支部は INPIT－KANSAI の開設をお

おいに歓迎するものですが、加えて当支部は、それぞれがクライアントを有している、知
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財の専門家たる弁理士が構成する組織であるという特徴を活かし、会員のクライアント

と INPIT－KANSAI とをつなげる役割を果たしながら、INPIT－KANSAI の知名度の向

上と利活用の促進に貢献したいと考えています。

　そのキックオフ・イベントとして、本年３月８日に、“関西「知財の輪」セミナー・交

流会”を盛大に開催させていただきましたが、本年度は、昨年度より設置している「INPIT

対応特別委員会」を中心として、INPIT－KANSAI での出張面接審査の効用を会員に向

けてさらに広報していくほか、INPIT－KANSAI の事業を会員が学んでクライアントに

利用を促すためのセミナーや、知財戦略エキスパートを講師としてお招きし、ユーザと

会員がともに参加できるセミナーなどを関西圏各地で実施していきます。

　一昨年秋頃に INPIT－KANSAI の開設に向けた協力依頼を頂いてから、開設を経て今

日に至るまでに繰り返し行われてきました特許庁及び INPIT の関係の方々との様々な協

議や会合を通じて、INPIT－KANSAI と日本弁理士会近畿支部との間にはパートナーと

呼べる信頼関係が醸成されていると感じております。

　このような信頼関係を基に、INPIT－KANSAI とともに、新たなイノベーションの胎

動を本物にして関西経済の発展につなげるべく、日本弁理士会近畿支部は今後も活動を

継続してまいります。
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関西「知財の輪」セミナー・交流会
〜 INPIT－KANSAI の利活⽤のために〜

日本弁理士会近畿支部 INPIT 対応特別委員会　委員長　村上　太郎

１．開催にあたって
　独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）近畿統

括本部（INPIT－KANSAI）の開設は、関西の企業、知財

関係者にとってエポックメーキングな事柄であり、その利活用の促進により、知財を通

じた関西の経済発展につながることが期待されます。

　そのためには、INPIT－KANSAI を中心に、大企業、中小・ベンチャー企業等のユーザ、

および知財関係組織・団体が互いに関連して「知財の輪」を形成していくことが大切な

ことと考えています。

　このたび、ユーザおよび知財関係組織・団体が一堂に会し、INPIT－KANSAI とさら

に強くつながる機会として、関西「知財の輪」セミナー・交流会を開催しました。

２．開催内容
　当日は、あいにくの雨模様の中、午後４時３０分からのセミナーに続々と聴講者が訪

れました。準備していた椅子も満席の状態となり、INPIT－KANSAI への期待と注目の

高さに驚きました。セミナーでは、吉田稔支部長から主催者代表挨拶があり、その後、嶋

野邦彦特許技監による講話、INPIT の三木俊克近畿統括本部長、川島泰介統括知財戦略

エキスパートによる講演を拝聴しました。この中でも、嶋野特許技監による講話を関西

で拝聴する機会は、稀で大変貴重な機会に接することができました。

　宗像直子特許庁長官からもメッセージをいただき、その中で「INPIT－KANSAI を中心と

して日本弁理士会近畿支部など関係機関のさらなる連携によって、関西「知財の輪」をさらに

広げて、関西経済の発展につなげていただければと思います。」とのお言葉をいただきました。
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　午後６時からの交流会では、はじめに主催者を代表して小森久夫 INPIT 対応特別委員

会委員長（当時）の挨拶、共催者として宮城勉大阪商工会議所専務理事の挨拶、来賓と

して森清近畿経済産業局局長から挨拶をいただきました。その後、渡邉敬介会長の乾杯

の挨拶で交流会がスタートして、歓談中には瀧野文雄副会長による「知財広め隊」およ

び「弁理士知財キャラバン」の紹介、ちょうど日本弁理士会マスコットキャラクターの「は

っぴょん」も登場して参加者の注目を集めました。

　また、交流会では（株）タカショー、（株）アスカカンパニー、（株）オプト、（株）増田製

粉所の４社（講演順）から知財を利用した事例紹介をいただきました。経営の実態に則

した有意義な内容の講演をいただき、会場を大いに盛り上げていただきました。ご協力

いただいた企業の皆様には大変感謝申し上げるしだいです。

　最後に、泉裕二 INPIT 業推進部部長ならびに杉本勝徳副支部長から閉会の挨拶を終え

て、大勢の参加者の中、終始和やかな雰囲気で活気に満ちあふれた交流会となりました。

　関西「知財の輪」セミナー・交流会は、日本弁理士会近畿支部による INPIT－

KANSAI の開設歓迎イベントとして、INPIT－KANSAI の一層の利活用促進を図ること

を目的として、弁理士全員が力を結集して知財関係組織・団体の協力もいただきながら

開催が実現しました。これを契機として、INPIT－KANSAI が関西経済躍進の推進力と

なり、ひいては INPIT－KANSAI が関西の地で益々発展されることを期待します。
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9月までの支援活動１

１．日　　時：平成３０年７月２０日（金）　１４：００－１５：３０
２．場　　所：小田原市立片浦小学校
３．テ ー マ：発明工作授業
４．対　　象：児童２２名、保護者３名、三の丸小学校子ども教室ご担当者
５．講　　師：関東支部知財教育支援委員会　小屋迫利恵、高原千鶴子、佐藤高信

６．内　　容：
　小田原市では、「放課後の安全・安心な子どもたちの居場所を設け、地域の方々の協力を得て、
子どもたちの学習支援と体験活動を通じて、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに
育まれること」を目的として、放課後子ども教室の取組みを行っており、本支部の知財教育支
援委員会に発明工作授業の依頼がありました。
　当日は、午前中で授業が終わり、児童たち（以下「子どもたち」と表記）はお昼を食べて帰
るという日程になっており、当初１４：００から発明工作授業を行う予定になっていましたが、
子どもたちに空き時間ができるので、１３：３０から集まった子どもたちを対象に（１）「カッ
プヌードル」を分解して、①なぜ円すい形状なのか、②カップの底が空間になっていること、
③麺が粗密構造であること等を確認してもらいました。そして、その構造が特許となったこと、
さらに、カップヌードルの名称が商標登録されていることを説明しました。
　１４：００から、（２）電子紙芝居「パン職人レオ君奮闘記」を「放課後子ども教室コーディ
ネータ」鈴木こころさんにもナレーターとして参加していただいて４人で行い、発明や特許及
び弁理士という職業について説明しました（約３５分間）。鈴木さんに参加していただいたこと
で、子どもたちも近親感がわき聞いていました。
　その後、（３）「ちりとり」の工作を行いました。鈴木さんや小屋迫会員、高原会員が、子ど
もたちの間を回りながら、質問に対応し、適切にアドバイスしたおかげで、小学校低学年の子
どもたちも含めてみんなが、思い思いに工夫をした「ちりとり」を作ることができました。最
後の約１０分間に全員が自分の作った「ちりとり」のポイントを説明し、大変楽しく授業をし
ていました。
　見学に見えられた三の丸小学校放課後子ども教室のご担当者も、工作授業の子どもたちの作
品に感心されていました。

関東支部知財教育支援委員会　佐藤高信

知的財産特別授業　小田原市立片浦小学校
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１．日　　時：平成３０年７月２３日（月）　　１４：００－１６：００
２．場　　所：世田谷区立太子堂小学校
３．対　　象：一般　（小学生）
４．参加人数：２２名
５．講　　師：関東支部知財教育支援委員会　亀崎伸宏、松本慎一郎、篠原淳司

６．内　　容：
　保護者・地域住民・太子堂小学校の先生方等の協力で、毎年夏休みに２週間にわたって開催
されているワークショップの一プログラムとして、４年連続での参加でした。
　導入として電子紙芝居「はつめいってなあに？第一章」を行って発明について理解してもら
いました。つなぎとして「○×クイズ日本人の発明は？」を行い、また「カップヌードル」の
構造の工夫を実際の物で確認してから、本題の「（新教材である）ペン立て」の発明工作授業を
行いました。なお、新教材を取り扱うため、同校の美川先生にもご協力いただきました。
　カップヌードルの確認では、非常に積極的な発言もあり、工夫することへの興味を持ってく
れたように感じました。
　発明工作では、手を動かす時間が４０分と若干短かったようで、最後まで作り上げることが
できない子もいましたが、全員が、工夫が分かる程度に仕上げていました。
　最後に、作品の工夫を説明してもらいましたが、皆が嬉しそうな表情をしていました。

関東支部知財教育支援委員会　亀崎伸宏

知的財産特別授業　太子堂ワークショップ
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１．日　　時：平成３０年７月２５日（水）　１０：００－１１：１０
２．場　　所：世田谷区立三軒茶屋小学校
３．対 象 者：小学生
４．参加人数：３２名
５．講　　師：関東支部知財教育支援委員会　鶴田聡子、バーナード正子

６．内　　容：
　世田谷区の三軒茶屋小学校で発明工作授業を行いました。参加者は主に低学年の生徒で、
３０名以上の賑やかな授業になりました。授業の前半はパワーポイントのスライドで発明、特
許について説明を行い、休憩を挟んで後半に「ちり取り」の発明工作を実施しました。また、
発明品のサンプルとして示した「カップヌードル」などにも大変興味を示してくれて、休憩時
間にはお手伝いに来て下さっていたお母様方も質問に来て下さいました。

関東支部知財教育支援委員会　バーナード正子

知的財産特別授業　世田谷区立三軒茶屋小学校
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１．日　　時：平成３０年７月２７日（金）　１３：３０－１６：３０
２．場　　所：文京シビックセンター区民会議室Ａ＋Ｂ
３．対 象 者：小学生
４．参加人数：７名
５．講　　師：関東支部知財教育支援委員会　伊藤夏香、岩崎孝治、大谷元
６．内　　容：
　内容的には、（第１部）知財授業１．５時間、（第２部）発明工作１．５時間。
　第１部は、「パン職人レオ君の物語」を見てもらってから、「きみも今日からエジソン」をベー
スに授業を行いました。
　第２部は、「片手で持てるかな」と「ペン立て」の工作を行いました。

　急ぎの依頼であったため、講師陣での打ち合わせ時間があまりとれませんでした。また、夏
休みということもあり、急な募集であったせいか、子どもが非常に少なかったです（７人）。
　それでも、何とか形にはなったのではないかと思います。
　また、大人向けの知財授業を行ってもよいのではないかと思いました。

関東支部知財教育支援委員会　大谷元

知的財産特別授業　婦人発明家協会
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１．日　　時：平成３０年７月２９日（日）　１３：００－１５：００
２．場　　所：千葉市生涯学習センター
３．対 象 者：小学生
４．参加人数：２８名
５．講　　師：関東支部知財教育支援委員会　谷島隆士、金子彩子

６．内　　容：
　最初に「自分専用の改造ペン立てを発明しよう」をテーマに発明工作を行い、次に、電子紙
芝居「発明ってなあに」を講師が演じました。
　発明工作では、子どもに人気のお菓子のパッケージ（紙箱）を見せ、紙だけでデザイン・機能・
堅牢性を実現するための工夫を紹介しました。次に、「ペン立てで、自分が工夫や改造したいと
ころ」、「自分専用の改造ペン立ての設計図」を紙に書きました。その後、厚紙等を使って「自
分専用の改造ペン立て」を発明し、作品に飾り付けをしました。
　「縦長のペン立ての中間に、短い文具を入れるための入口がある作品」や、「２階建ての家の
形にして、１階毎に文具を入れることができる作品」など、機能的・デザイン的に様々な工夫
があり、嬉しく思いました。
　電子紙芝居では、「発明とは、工夫すること」を学び、「自分が工夫して作ったペン立ては発
明なんだ」と振り返ることで、子どもはポジティブな気持ちになったと思います。

関東支部知財教育支援委員会　金子彩子

知的財産特別授業　千葉市生涯学習センター
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１．日　　時：平成３０年８月３日（金）　１４：００－１５：３０
２．場　　所：世田谷区立深沢小学校
３．対 象 者：小学生
４．参加人数：２９名
５．講　　師：関東支部知財教育支援委員会　橋場満枝、根岸宏子、高橋友和

６．内　　容：
　授業第１部は、ペン立ての発明工作（高橋友和会員による説明）、第２部は電子紙芝居による
講義（高橋友和会員、根岸宏子会員、橋場満枝会員）を行いました。
　今回、ペン立ての工作ということもあり、発明工作授業では、珍しく参加者２８人の半数以
上が女子となりました。会員が自己紹介し、チャッピーによる手品で発明の導入を行った後、
早速、発明工作を行いました。ペン立てという身近な文房具ということで、全員が、イメージ
が出来ると、直ぐに、集中して工作を始めたのは驚きました。また、シール、マスキングテー
プ等による装飾材料も用意したので、ミニチュアハウスや動物の形のようなデザイン的にも工
夫された作品も生まれました。
　第２部は、知財教育支援委員会作成の小冊子「レオ君の電子紙芝居」を会員３名で担当を決
めて演じました。低学年には、少し難しい言葉も出てきてどうかと思いましたが、全員が真剣
に聞いていました。そして、自分達が作ったペン立てを大事そうに袋に入れて、笑顔で帰って
いく姿が印象的でした。

関東支部知財教育支援委員会　橋場満枝

知的財産特別授業　世田谷区立深沢小学校
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１．日　　時：平成３０年８月３日（金）　１０：３０－１２：００
２．場　　所：アカデミー文京
３．対 象 者：中高生
４．参加人数：中高生４名＋インターンシップ大学生２名
５．講　　師：関東支部知財教育支援委員会　岩崎孝治
　　　　　　　関東支部東京委員会　尾関眞里子
６．内　　容：
ハイスクールアカデミア講座（３０年度）について
　ハイスクールアカデミア講座は、中高生の職業選択の一助となるべく、９種類の職業（添付
パンフレット参照）を知ることのできる講座として企画されたものです。主催者の初めての試
みであり、実施時期や職業の取り上げ方、広報の方法など手探りしながらの募集でした（次年
度以降は再考されるとのことです）。
　募集人数３０名のところ４名の方が参加されました（他の職業についても同様の状況とのこ
とでした）。
　岩崎会員から６０分間 PowerPoint を使用した講義のあと、尾関会員から小冊子「ヒット商
品はこうして生まれた」を見ていただきながら身近な知的財産についてお伝えし、質疑応答で、
計９０分間の内容が終了いたしました。
　配布資料として、PowerPoint テキスト、ヒット商品はこうして生まれた、弁理士ｉｎｆｏ、
関東支部リーフレット、ノベルティ（ノート、不織布バック）
　結果、講師と受講者が近い距離での講座となり、下記の主催者側のアンケート集計結果の通り、
おおむね良好な感想を得ることができました。

Ｑ２：講座について
・今まで知らなかったことを知ることができました！
・詳しい話を聞くことができた。
・身の回りにある様々な物に権利がからんでいて、物を創り出すことに弁理士の存在が

必要不可欠なことが実感できた。
・質問もできて、内容も分かりやすかった。

Ｑ３：講師について
・先生自身のお話をまぜていただいたのでわかりやすかったです。
・身近なものについての例が多くて、分かりやすかった。
・自身の経験も織り交ぜて教えてくれた。
・スライドが分かりやすい。

Ｑ６：何年生ぐらいで受講したいか
高校生〜大学生、高校２年、中学生

Ｑ８：意見・感想
・難しい、知らない言葉がたくさん出てわからないことも多かったですが、弁理士につ

いて知ることができました。本日はありがとうございました。
・くわしい話まで聞くことが出来て良かった。また、父親の仕事について改めて知る良

い機会になった。また、自分の父親とはあまり被っていない部分についても仕事内容
を知れて、良かったと思う。

知的財産特別授業　アカデミー文京
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・良く知らなかった職業に対しての知識が深まって有意義だった。
・参考になることが多かった。

関東支部東京委員会　尾関眞里子
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１．日　　時：平成３０年８月５日（日）　１３：００－１５：００
２．場　　所：千葉市生涯学習センター
３．対 象 者：小学生
４．参加人数：２４名
５．講　　師：関東支部知財教育支援委員会　谷島隆士、金子彩子

６．内　　容：
　最初に、電子紙芝居「特許ってなあに」を講師が演じ、次に「高くて倒れないタワーを発明
しよう」をテーマに発明工作を行い、最後に「日本人の発明？外国人の発明？」クイズを行い
ました。
　電子紙芝居では、前週に学んだ「発明」を守る特許制度を学びました。
　発明工作では、「どうすれば紙を丈夫に立たせられるのか」、「ペーパータワーの設計図」を紙
に書きました。その後、似たアイデアの子ども同士の４人程度の班で、おもりを載せても倒れ
ないペーパータワーを発明しました。
　似たアイデアの子どもが集まって１つの作品を発明することにより、方向性があまりブレず
に、工夫に富んだ作品をチームワークで発明することができたと思います。この授業で初めて
出会った子どもたちが、お互いに協力して発明活動するのを見るのは微笑ましかったです。
　ケーブルテレビ「Ｊ：ＣＯＭ」が授業を取材し「デイリーニュース」で放送、ネットで動画
配信されました。

関東支部知財教育支援委員会　金子彩子

知的財産特別授業　千葉市生涯学習センター
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１．日　　時：平成３０年８月５日（日）　１４：００－１６：００
２．場　　所：町田新産業創造センター
３．対 象 者：小学生
４．参加人数：小学生（１年生〜６年生）２４名、大人（保護者等）１５名
５．講　　師：関東支部知財教育支援委員会　久米輝代、小屋迫利恵
　　　　　　　関東支部東京委員会　本谷孝夫

６．内　　容：
　夏休み中の「まちだキッズ発明体験教室」というイベントとして、町田市近郊の小学生を対
象に、知的財産授業および発明工作授業を行いました。まずは導入でスニーカー「瞬足」のス
ライドを使った説明の後、電子紙芝居「パン職人レオ君の物語　第二章」を自動音声で行って、
発明・特許についての概略を理解してもらいました。その後、小学生の発明品の紹介、「小学生
○×クイズ」などを行ってから、「ビー玉回転台」の発明工作授業を行いました。小学生の発明
品の紹介は、とても興味深かったようで好評でしたし、クイズについては、皆さん積極的に手
を挙げて参加してくれました。発明工作は、「ビー玉回転台」の場合、どうしても作業が進まな
くなる子が出てくるという印象がありましたが、手が止まっている子にはアドバイスをして考
える手助けをし、また、早くできた子から順次発表してもらい、新たな課題を与えることにより、
どの子どもたちも熱心に取り組んでくれました。

関東支部知財教育支援委員会　久米輝代

知的財産特別授業　町田新産業創造センター
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１．日　　時：平成３０年８月１８日（土）　１０：００－１２：００
２．場　　所：横浜市緑区市民活動支援センター
３．対 象 者：小学生
４．参加人数：工作参加児童１３名＋保護者１２名＋スタンプラリーのみ参加児童約５名
５．講　　師：関東支部知財教育支援委員会　伊藤夏香、遠田利明

６．内　　容：
　複数のブースがあり、ブース毎に予約した児童を中心に、飛び入りの児童や保護者が参加す
るスタイルでした。１０時からの開始でしたが、９時２０分には参加者が入り始めました。
　ペン立ての発明工作を行いました。それぞれ収納したい物が違い、親子で話し合いながら様々
な発明品が生まれました。「今までのペン立てだと消しゴムが取り出しにくい」という問題があ
ると考えた児童は、消しゴム入れの場所や形状を工夫していました。パペットは使わないとき
にクタッとなってしまうことが気になっていた児童は、パペットを立てて入れられるような工
夫をしていました。家の形状にして、シールや型抜きやマスキングテープを使ってきれいにデ
コレーションした児童もいました。
　発明工作に参加してもらった児童には、一人一人の名前を入れた修了証に終了スタンプを押
して手渡しました。
　椅子の空き待ちの児童や発明工作に参加できなかった児童等がスタンプラリーの問題にチャ
レンジしました。単に答えてスタンプを押して貰うというよりは、答えは分かっていても出題
者との対話をゆっくり楽しむ児童が多かったです。

関東支部知財教育支援委員会　伊藤夏香

知的財産特別授業　みどりーむ（横浜市緑区市民活動支援センター）
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１．日　　時：平成３０年７月２４日（火）　１３：３０－１５：３０
２．内　　容： 参加企業に、事業の発展的成長の一助として、以下のようなブランドを生かし

た企業戦略の方法について提供する。
　　　　　　　・企業のブランディングとは（成功事例の紹介等）
　　　　　　　・商標を生かしたブランド戦略・商標の取り方、生かし方
３．場　　所：富士宮市役所７階７１０会議室
４．対 象 者：市内企業者５０名
５．講　　師：東海支部静岡県委員会　石垣達彦

６．コメント：
　企業のブランディングについて、その必要性やブランド化の成功事例として、徹底した品質
管理で高品質を保証したことでブランド化に成功した事例、面白いネーミングで商品に注目を
集めることに成功した事例、フェイスブック等の SNS を活用してブランド化を図っている事例
を説明しました。
　また、ブランド作りに商標権は不可欠であること、ブランドの管理上、登録商標と同一のも
のを使う必要性があることや、不使用取消審判に対抗するため使用証拠を残す必要性について
説明しました。

東海支部静岡県委員会　石垣達彦

「企業のブランド作りセミナー～商標を通じて～」

講義の様子
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１．日　　時：平成３０年７月２７日（金）（セミナー）１４：００－１６：５０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（交 流 会）１７：００－１８：３０
２．会　　場：ホテルメトロポリタン長野
３．対　　象： 企業の知財部門担当者、研究者、技術者、中小企業の経営者、金融機関担当者、

知的財産関係者　８８名（内弁理士２２名）
４．内　　容：テーマ「－信州発－特許・商標を活用成功した企業にならう」
　　　　　　　（第１部）セミナー 「わが社の知財戦略〜特許・意匠・商標は夢を叶える素敵な 

ツール〜」
　　　　　　　　　　　　１４：１０－１５：１０（６０分）
　　　　　　　　　　　　講　師　マイクロストーン（株）　代表取締役社長　白鳥敬日瑚　氏
　　　　　　　（第２部）セミナー 「知財で成功するためには〜知的財産アドバイザー及び企業経

験の視点から〜」
　　　　　　　　　　　　１５：２０－１６：００（４０分）
　　　　　　　　　　　　講　師　長野県知財総合支援窓口知的財産アドバイザー　久保順一　氏
　　　　　　　（第３部）パネルディスカッション「今でしょ！ 知的財産に目を向けるのは」
　　　　　　　　　　　　１６：１０－１６：５０（４０分）
　　　　　　　　　　　　パネリスト　マイクロストーン（株）　代表取締役社長　白鳥敬日瑚　氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野県知財総合支援窓口　知的財産アドバイザー　久保順一　氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　東海支部　　小平晋
　　　　　　　　　　　　モデレーター　東海支部　副支部長　奥田誠

「知的財産支援フォーラム２０１８	in	長野」

パネルディスカッションの様子

マイクロストーン（株）代表取締役社長　白鳥敬日瑚氏の講演
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５．コメント：
　フォーラム開催に際して、東海支部の井上支部長及び長野県産業労働部ものづくり振興課の
沖沢課長より開会の挨拶がありました。
　第１部では、マイクロストーン㈱の代表取締役社長の白鳥敬日瑚氏による、「わが社の知財戦
略」と題したセミナーが開催されました。白鳥社長は、知財は自社がやりたいことをやれるよ
うにするツールであることをご自身の経験を基にして話され、参考になられた方も多かったの
ではないでしょうか。また、自社で開発した歩行検査装置の実演もあり、聴講者にとって有意
義な講演でした。
　第２部は、長野県知財総合支援窓口知的財産アドバイザーの久保順一氏により、「知財で成功す
るためには」と題して、久保氏の企業及びアドバイザーとしての経験に基づいて、知財の活用例を
お話していただきました。企業担当者及び弁理士としても参考になったものと思います。
　第３部では、「今でしょ！知的財産に目を向けるのは」と題して、白鳥社長、久保氏及び小平
会員がパネリストとして、奥田副支部長の司会でパネルディスカッションを行いました。この
パネルディスカッションでは、各パネリストが成功例は勿論のこと、失敗例も話されました。
失敗例は、殆ど聞くことがないので聴講者の参考になったものと思います。
　交流会では、当日の出席者による活発な交流が行われておりました。特に、金融機関の担当
者も多く参加しており、企業担当者や弁理士と交流しておりました。

東海支部長野県委員会委員長　堀内剛

交流会の様子
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１．日　　時：平成３０年８月１日（水）　１３：３０－１６：３０
２．場　　所：碧南市ものづくりセンター（愛知県碧南市）
３．内　　容：電子紙芝居「パン職人レオ君物語　第１・２章の電子紙芝居」による講義、
　　　　　　　及び「ホバークラフト」工作　
４．対　　象：碧南市内在住の小学校３年生〜６年生　３０名
５．講　　師：教育機関支援キャラバン隊　伊藤淳、北裕介、石原五郎、下出隆史、榊原靖、
　　　　　　　加藤拓司、成田明子、高尾裕三、佐野朋子、野崎洋平

９．コメント：
　碧南市ものづくりセンターでの出前授業では、碧南市内在住の小学生３０名が参加しました。
３年生の子供さんが半数位を占めていました。
　前半の授業では、電子紙芝居「パン職人レオ君物語　第１・２章の電子紙芝居」を参加講師
６名で役割分担をしてセリフをあてながら上映しました。主人公のレオ君はパン職人として熱
心に仕事に取組みジャムパンとカレーパンの新商品の開発に成功します。これに対して、シン
君はレオ君が発明したこの２つの新商品を盗み見た後に、同じ商品を製造、販売をして利益を
得ます。その際に、レオ君はジャムパンの開発時は特許を取得しておらずシン君の実施に対し
て泣き寝入りの状態でしたが、カレーパンの開発時は先の半生を活かして特許権を取得してい
たためシン君の実施を差止めることに成功する…といったお話です。講師は、セリフ、ナレー
ションを、大きな声でゆっくり話すように事前に練習をして本番に臨みました。その成果もあり、
参加者の子供さんに紙芝居終了後に質問した結果、大多数の子供さんが内容を理解できたと手
を上げてくれました。工作が好きな子供さんばかりで、次の工作に早く取りかかりたい、待ち
きれないという気持ちが伝わってきました。その中で、モノをつくるときにする工夫が発明で

「知的財産出前授業」碧南市ものづくりセンター

工作の風景工作の風景

授業の風景
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あること、世の中にない発明については特許を取ることができること、特許の専門家である
弁理士という職業があることを理解してもらえたと考えます。（加藤拓司）
　後半の授業では、子供たちが個別に「ホバークラフト」を作成する工作を実施しました。前
年まではグループに分かれて工作を実施しましたが、本年ではグループ分けを行わずに、個別
に「ホバークラフト」を作成してもらいました。工作の講師は榊原会員が担当し、その他の会
員には、子供たち数人に対する指導・サポート担当をしてもらいました。
　ホバークラフトは、発泡トレーで形成されているどんぶり状のカップにモータを取り付け、
そのモータの回転軸の回転によりプロペラが回り、プロペラから送り出された空気が床にあた
ります。この送り出された空気により発泡トレーのカップの縁が持ち上がります。その状態が
続くので、発泡トレーのカップは床から少し浮いた状態になります。このホバークラフトを
ちょっと押してあげればスムーズに動きます。この工作は、主に（１）発泡トレーのカップに
空気穴やモータ取付け用の穴をあける工程、（２）紙コップからプロペラを作成する工程、（３）
発泡トレーのカップのモータ取付け用の穴に２つの輪ゴムでモータを取り付ける工程、（４）モー
タに電池ボックスを接続する工程、（５）発泡トレーのカップに両面テープで補強パーツを取り
付ける工程からなります。（１）〜（５）の工程のうち、（３）の工程の２つの輪ゴムでモータ
を取り付ける作業は、手先を器用に動かさないといけないため、子供たちはやや苦戦している
ようでしたが、会員の手助けもあり、ホバークラフトを全員完成させることができました。完
成後、子供たちは、ものづくりセンター４階の広い部屋に移動して、ホバークラフトを実際に
動かしてもらいました。動かしたホバークラペラの形状を変えたり、発泡トレーのカップの空
気穴の大きさを調整したりする等、問題がなくなるように子供たちに工夫をしてもらいました。
今回の工作授業を含む出前授業が、子供たちのこれからの糧になれば幸いです。（榊原靖）

東海支部教育機関支援機構　榊原靖、加藤拓司
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１．日　　時：平成３０年６月３０日（土）１３：００－１７：００（講演会の部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０：００－１６：００（イベントの部）

２．場　　所：大阪ビジネスパーク円形ホール（講演会の部）

　　　　　　　およびツイン２１アトリウム（イベントの部）

３．テーマ：飲食品産業のこれから　〜最新技術と知財の関わり〜（講演会の部）

　　　　　　身近に楽しむ知的財産（イベントの部）

４．対　　象：＜講演会の部＞３２０名

　　　　　　　＜イベントの部＞サイエンスショー（４回）：約７００名

　　　　　　　　　　　　　　　発明工作教室：６８２名

　　　　　　　　　　　　　　　アルソミトラ記録会：９０名

　　　　　　　　　　　　　　　たのしい！おいしい！おかしで実験〜知育菓子教室〜：１２０名

　　　　　　　　　　　　　　　マスコットキャラクターとの記念撮影：約３００名

　　　　　　　　　　　　　　　クイズコーナー：６５０名

５．内　　容：

　７月１日の「弁理士の日」を記念して、平成３０年６月３０日（土）に大阪ビジネスパーク

内の大阪ビジネスパーク円形ホールおよびツイン２１アトリウムにおいて「知財ふれあいフェ

スティバル」を開催しました。

　梅雨の最中で雨が心配されましたが、天候が大きく崩れることはなく、講演会場の円形ホール、

イベント会場のツイン２１アトリウム共に多くの方が来場され、昨年度並みに大変盛況なフェ

スティバルとなりました。

◆講演会の部

［講演１］サントリーの知財活動

 　竹本一志　氏（サントリーホールディングス（株）　MONOZUKURI 本部知的財産部長）

［講演２］近大完全養殖クロマグロ誕生物語

 　岡田貴彦　氏（近畿大学水産養殖種苗センター　センター長）

［講演３］新規株「ユーグレナ EOD- １株」を用いた食品事業への取組み

 　髙橋円　氏（（株）神鋼環境ソリューション技術開発センター水・汚泥技術開発部長）

 　角野龍紀　氏（（株）神鋼環境ソリューション経営企画部法務・知財グループ次長、弁理士）

　講演１では、長年にわたりサントリーの知的財産部の活動を牽引されるとともに、日本知

的財産協会の理事長、経産省の知的財産に関する各種審議会の委員を務められるなど、食

品業界の知的財産に関して豊富な経験をお持ちである、サントリーホールディングス（株）

弁理士の日記念事業（大阪）「知財ふれあいフェスティバル」
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MONOZUKURI 本部の知的財産部長である竹本一志氏に、「サントリーの知財活動」と題して

ご講演をいただきました。

本講演では、サントリーの歴史を紹介しつつ、各製品の開発のコンセプトとそこに係る特許、

意匠、商標といった知的財産権の関係について紹介していただきました。また、サントリー以

外の企業と比較して、コーポレートブランドとプロダクトブランドの使い分けについても解説

をしていただきました。

　講演２では、近畿大学でクロマグロ完全養殖に長年従事され、養殖技術の先駆者である、近畿大

学水産養殖種苗センターの岡田貴彦センター長に、「近大完全養殖クロマグロ誕生物語」と題してご

講演をいただきました。

本講演では、クロマグロの生態の紹介に始まり、クロマグロを養殖する過程における減耗期（生残率

が大きく減少する時期）における課題と、他の魚種と比べたクロマグロ養殖の困難さについてご説明

いただきました。また、天然魚信仰を打破し、養殖魚の品質を知ってもらうためのアンテナショップ

出店の取組みや、持続可能な水産業のための種苗認証の仕組みについてもご紹介いただきました。

　また、講演３では、（株）神鋼環境ソリューション技術開発センター　水・汚泥技術開発部長の

髙橋円氏、同社経営企画部　法務・知財グループ次長であり、弁理士でもある角野龍紀氏に「新

規株『ユーグレナ EOD－１株』を用いた食品事業への取組み」と題してご講演をいただきました。

　ユーグレナは和名を「ミドリムシ」といい、植物でありながら動物のように動くユニークな

生物です。髙橋氏の研究グループでは、「パラミロン」という栄養素を豊富に含むユーグレナを

見出し、これを食品事業へ応用する研究を進められています。

本講演では、このユーグレナを活用した食品事業への参入に関し、知的財産の保護について各

国でどのような特許権を取得しているのかといった側面を角野氏に、技術的な側面を髙橋氏に、

それぞれご講演いただきました。

　講演３の後に、すべての講演者に登壇いただき、運営にあたった日本弁理士会近畿支部の委

員から集めた質問と会場からの質問を合わせて、質疑応答の時間を設けました。各講演者に質

問に的確に回答をしていただき、講演内容に関連した理解を深めることができました。

　今年の講演会は、テーマが生活に身近な題材であったことからか、女性の聴講者が多いよう

に見受けられ、例年とは少し違う雰囲気となりました。長時間の講演会にもかかわらず、聴講

者は最後まで熱心に講演に聞き入っており、本講演会の内容は、聴講者の皆様に対して大変有

意義なものになったものと考えます。
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◆イベントの部

［ステージ］・サイエンスショー（１）むらさきキャベツの大実験！

　　　　　・サイエンスショー（２）電池のヒミツ

［常設会場］・発明工作教室（１）回転台

　　　　　・発明工作教室（２）アルソミトラのグライダー

　　　　　・発明工作教室（３）がりがりトンボ

　　　　　・アルソミトラ記録会

　　　　　・たのしい！おいしい！おかしで実験〜知育菓子教室〜（クラシエフーズ株式会社）

　　　　　・マスコットキャラクターとの記念撮影

　　　　　・クイズコーナー（はっぴょんの弁理士クイズ）

　大阪ビジネスパーク内のツイン２１アトリウムにおいて、昨年度に引き続き「身近に楽しむ

知的財産」をテーマとしてイベントを開催しました。日頃の委員会活動の際に、一般の方々の「知

的財産権」への関心の低さや「弁理士」の知名度の低さ等を感じることも多く、「もう少し幅広

い層を対象に普及活動をしよう」という趣旨で「大人から子どもまで家族全員で楽しめるイベ

ント」として企画を行いました。具体的な内容は以下の通りです。

○サイエンスショー：

　大阪市立科学館で行われているサイエンスショーから２つのレパートリーを２回ずつ披露し

ていただき、近畿支部の会員である吉岡会員が講師をして、合計４回の実演を行いました。サ

佐々木委員による司会進行

岡田氏の講演

質疑応答

吉田支部長の挨拶

角野氏の講演

渡邊副会長の挨拶

竹本氏の講演

髙橋氏の講演

会場の様子
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イエンスショーは例年立ち見が出るほどの大人気で、本年度も多くの親子が会場に詰めかけて

くれました。本年度はカメラを使って演者の手元を大きくモニターに映し出したことで一層、

臨場感があるワクワクした内容となりました。一瞬で液体の色が変わる手品のような不思議な

「むらさきキャベツの大実験」、や身近にあるけど意外と知られていない「電池のヒミツ」につ

いてのダイナミックなサイエンスショーを、子どもは勿論大人の方にも間近で体験してもらう

ことができました。

○発明工作教室：

　「回転台」と「アルソミトラのグライダー」の工作を実施しました。またリピーターの参加者

の方にも楽しんでいただこうと、新たな試みである「がりがりトンボ」の工作を実施しました。

昨年好評であったアルソミトラの記録会も併せて開催し、工作教室で作成した自分のグライダー

を会場ですぐに「試す」、がりがりトンボを持ち帰ってもらいご家庭でも「遊ぶ」、さらには工

夫をこらしたオリジナル回転台をじっくり「作る」といった工作の様々な醍醐味を体験しても

らえる構成となりました。段取りよくすべての工作教室に参加された子どもたちも多く見受け

られました。昨年度大人気で長時間お待ちいただくこととなってしまった回転台については、

本年度初の試みとして整理券配布を行いました。これが功を奏し、混雑することなくスムーズ

に席へとご案内できました。

○マスコットキャラクターとの記念撮影：

　本年度はお馴染みの日本弁理士会の「はっぴょん」、浜寺ローズカーニバル（堺市）の「浜寺ロー

ズちゃん」に加え、クラシエフーズ様の「ねるね」の着ぐるみが登場しました。「ねるね」は３回、

はっぴょんとローズちゃんは計８回会場に現れ、多くの来場者と写真撮影を行いました。空気

で膨らんだはっぴょんの「ふわふわ」なところが好評で、沢山の子どもたちがかわるがわるはっ

ぴょんに抱きついて一緒に写真を撮ってくれました。

○クイズコーナーと風船

　大人気のはっぴょん風船を参加賞としたクイズを実施しました。親子で楽しいクイズを解き

ながら、発明や特許制度、弁理士などを知ってもらうというこのコーナーは好評で、午後の２

時頃には５００個用意した風船がなくなってしまうほど大盛況でした。「小学生がした発明は

どれかな？」という問題もあり、子どもでも発明をして特許を受けることができる事がわかり、

発明や特許を身近に感じていただくことができました。

○知育菓子教室

　クラシエフーズ（株）の「たのしい！おいしい！おかしで実験」を実施しました。子どもたち

に人気の「ねるねるねるね」を使って「ものの性質」を楽しくおいしく学べるお菓子教室を３

回実施し、各回４０名の定員で合計１２０名の方にご参加いただきました。こちらのブースで

も整理券を作成して混雑を緩和しようといたしましたが、予想をはるかに上回る方が整理券配

布の列に並ばれ、参加できなかった方も多数おられ申し訳ないことをいたしました。また、ク

ラシエフーズ（株）が今までに開発された数々のお菓子の展示や、「ねるねるねるね」の発明を分

かりやすく図解したポスター、商品名やキャラクター図形・ロゴマーク等、同社が所有する登

録商標を紹介するポスターの掲示も併せて行われ、子どもたちに身近なお菓子も知的財産権で守

られていることを知ってもらうことができました。
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　６月１８日に大阪で大きな地震があり、予定どおりイベントを開催できるか不安でしたが、イベ

ント当日は会場のツイン２１アトリウムに開場と同時に多くの方に集まっていただくことができまし

た。お父さん、お母さんと子どもという組合せはもちろん、お祖父さん、お祖母さんの姿もあり、

私たちの期待通り、家族全員で知的財産を身近に楽しんでいただくことができました。

　また、昨年度に引き続き、本年度も大阪市教育委員会に事業の後援に加わっていただき、フェ

スティバルを紹介するチラシを大阪市内の全小学校で配布していただきました。その結果、本

年度も大阪市内の小学生を中心とした多くの子どもたちに参加していただくことができました。

近畿支部知財普及・支援委員会　佐々木達也

会場の様子

発明工作教室（１）

アルソミトラ記録会

マスコットキャラクターとの記念撮影

発明工作教室（２）

知育菓子教室

サイエンスショー

発明工作教室（３）

クイズコーナー
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１．日　　時：平成３０年７月２５日（水）１８：３０－２０：００
２．場　　所：ものづくりビジネスセンター大阪（MOBIO）
３．主　　催：日本弁理士会近畿支部、ものづくりビジネスセンター大阪（MOBIO）
４．テ ー マ：事例から学ぶネーミング「効果的なネーミング」について考える
５．講　　師：服部京子
６．参 加 者：１９名

７．内　　容：
　最初にブランドとは何かについて簡単に説明がされた後、ネーミングの事例説明がされまし
た。例示された会社（小林製薬）のホームページには、経営理念、顧客志向の考え、行動原理
が掲載されてますが、同社の商品商標（のどぬ〜る等）は、前記行動原理を体現したものであり、
ネーミングによってブランド（同社の商品イメージ）を確立している点について説明がされま
した。
　ネーミング手法の紹介では、商品の細分化へ対応するだけでなく、商品の種類別での大きな
くくりの中で強いブランドを確立する手法について説明がされました。
　同社のネーミングのメリット及びデメリットについて説明し、デメリットに対し同社が実施
している宣伝広告活動等による対処策についての説明がされました。
　商品商標を個々に定めるのではなく、（１）会社名をブランディングする手法、（２）需要者
にとって分かり易い規則性のある型番を商品のネーミングとして用いる手法について、具体的
な例を挙げて説明がされました。
　さらに、登録商標の普通名称化の問題、その予防策について事例を挙げながらの説明がされ
ました。また、日本国内だけでなく、世界各国に展開する際に気を付ける事項と、実際の各社
の対処例との説明がされました。
　最後に質疑応答が行われ、聴講者から普通名称化してしまった登録商標の現在について、質
問があり、講師から、該当商標の登録状況についての回答がありました。

近畿支部知財普及・支援委員会　大森勇

平成 30年度知的財産権に関するセミナー	in	MOBIO-Cafe（第 1回）

セミナー風景
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１．日　　時：平成３０年７月１８日（水）　１２：４０－１４：２０
２．場　　所：福岡県立福岡工業高等学校　
４．内　　容：知的財産権概論・発明のとらえ方
５．対　　象：１年生３６０名、職員１０名
６．コメント：
　福岡県立福岡工業高等学校の校訓は「質実剛健、自律、創造」であり、知的財産の教育にも
熱心に取り組まれています。
　その一環として、校内パテントコンテストを行い、優秀なものについて全国パテントコンテ
ストに応募する活動を継続されています。
　例年、同校において、知的財産に関するセミナーを実施しており、平成３０年度においても、
１年生は、校内パテントコンテスト向け発明提案書を提出することになっています。
　そこで、今回のセミナーでは、まずは、知的財産権とはどのようなものであるのか、特許や意匠、
商標に関する概要を説明した後、発明をどのようにとらえるのかについて説明をしました。
　そして、同校の卒業生が全国パテントコンテストで受賞、特許出願等を行ったケースを取り
上げ、実際にどのような指導を行ったかを説明することで、発明のとらえ方をイメージしても
らいました。
　暑い環境下でのセミナーでしたが、生徒は真剣に話を聞いており、また、質問をしたときは、
考えて回答するなど、積極的に受講していました。

九州支部　下田正寛

知的財産セミナー　福岡県立福岡工業高等学校
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支援活動予定表（10月から）2
相　談 日本弁理士会が各支部で実施している「常設知的財産相談室」については、最終頁をご参照ください。

開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

毎週火・金曜日 常設知的財産相談室 北海道支部室 支部所属弁理士

月2回 特許アドバイザー相談会 中小企業基盤整備機構 熊野彩
金丸清隆

東北支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

宮城 毎週火曜日
（13:00～16:00） 常設知的財産相談室 日本弁理士会東北支部 支部所属弁理士

福島 18.11.07～08 再生可能エネルギー産業フェア2018（REIF
ふくしま2018） ビッグパレットふくしま

水野博文
松枝浩一郎
伊藤正則
鈴木俊二

北陸支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

18.10.10 常設知的財産相談室 日本弁理士会北陸支部 橋爪慎哉
18.10.24 常設知的財産相談室 日本弁理士会北陸支部 宮本一浩

関東支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

群馬 18.11.03 たかさき産業祭ものとぴあ 高崎問屋街センター展示ホール
（ビッグキューブ） 群馬委員会 委員

18.10.11 士業専門家による無料相談会（埼玉） 創業・ベンチャー支援センター埼玉 石塚勝久
18.11.08 士業専門家による無料相談会（埼玉） 創業・ベンチャー支援センター埼玉 石井良和
18.12.13 士業専門家による無料相談会（埼玉） 創業・ベンチャー支援センター埼玉 飯塚道夫
19.01.10 士業専門家による無料相談会（埼玉） 創業・ベンチャー支援センター埼玉 桂田健志
19.02.14 士業専門家による無料相談会（埼玉） 創業・ベンチャー支援センター埼玉 上村欣浩
19.03.14 士業専門家による無料相談会（埼玉） 創業・ベンチャー支援センター埼玉 武田寧司
18.10.06 科学フェスタ2018 Qiball(きぼーる) 未定
18.10.11 弁理士による特許無料相談会（東葛） 東葛テクノプラザ1階相談室 高橋洋平
18.11.08 弁理士による特許無料相談会（東葛） 東葛テクノプラザ1階相談室 松本龍太郎
18.12.13 弁理士による特許無料相談会（東葛） 東葛テクノプラザ1階相談室 伊藤信和
19.01.10 弁理士による特許無料相談会（東葛） 東葛テクノプラザ1階相談室 八木田智
19.02.14 弁理士による特許無料相談会（東葛） 東葛テクノプラザ1階相談室 野村悟郎
19.03.14 弁理士による特許無料相談会（東葛） 東葛テクノプラザ1階相談室 高松武生

18.10.27 第7回事業と暮らしの無料相談会(武蔵野三
鷹) 武蔵野スイングホール 東京委員会 委員

18.11.09 豊島区専門家合同相談会 豊島区役所本庁舎4階 藤岡茂
18.11.14 産業交流展2018 東京ビックサイト東4.5.6ホール 東京委員会 委員

18.10.11 東京商工会議所 専門相談員派遣 東京商工会議所中小企業相談セン
ター 上田精一

18.10.25 東京商工会議所 専門相談員派遣 東京商工会議所中小企業相談セン
ター 太田洋子

18.10.27 第24回「暮らしと事業のよろず相談会」 新宿駅西口広場イベントコーナー 東京委員会 委員
18.11.06 第19回ビジネスフェア 東京ドームシティ　プリズムホール 東京委員会 委員

18.11.08 東京商工会議所 専門相談員派遣 東京商工会議所中小企業相談セン
ター 山口幸久

北海道支部

北海道

石川

埼玉

千葉

東京

支援活動予定表　相談
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18.11.08 第22回いたばし産業見本市 板橋区立東板橋体育館 東京委員会 委員

18.11.22 東京商工会議所 専門相談員派遣 東京商工会議所中小企業相談セン
ター 原田正純

18.12.13 東京商工会議所 専門相談員派遣 東京商工会議所中小企業相談セン
ター 澁川喜和夫

18.12.27 東京商工会議所 専門相談員派遣 東京商工会議所中小企業相談セン
ター 川崎仁

19.01.10 東京商工会議所 専門相談員派遣 東京商工会議所中小企業相談セン
ター 伊藤哲也

19.01.24 東京商工会議所 専門相談員派遣 東京商工会議所中小企業相談セン
ター 岩見晶啓

19.02.14 東京商工会議所 専門相談員派遣 東京商工会議所中小企業相談セン
ター 池田直文

19.02.28 東京商工会議所 専門相談員派遣 東京商工会議所中小企業相談セン
ター 石渡英房

19.03.14 東京商工会議所 専門相談員派遣 東京商工会議所中小企業相談セン
ター 折居章

19.03.28 東京商工会議所 専門相談員派遣 東京商工会議所中小企業相談セン
ター 横山哲志

18.10.12 神奈川県立川崎図書館
平成30年度知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館知財スポット 江畑耕司

18.10.26 神奈川県立川崎図書館
平成30年度知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館知財スポット 和泉順一

18.11.09 神奈川県立川崎図書館
平成30年度知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館知財スポット 東谷勉

18.11.15 事業者向け合同相談会（神奈川） 横浜メディアビジネスセンター6階研
修室

植木泰弘
大谷元

18.12.14 神奈川県立川崎図書館
平成30年度知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館知財スポット 野口明生

19.01.11 神奈川県立川崎図書館
平成30年度知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館知財スポット 大谷元

19.01.25 神奈川県立川崎図書館
平成30年度知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館知財スポット 水野恒雄

19.02.06 第40回工業技術見本市「テクニカルショウ
ヨコハマ2019」 パシフィコ横浜展示ホールA・B・C 未定

19.02.07 第11回川崎国際環境技術展 カルッツかわさき 未定

19.02.08 神奈川県立川崎図書館
平成30年度知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館知財スポット 植木泰弘

19.02.22 神奈川県立川崎図書館
平成30年度知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館知財スポット 東谷勉

19.03.08 神奈川県立川崎図書館
平成30年度知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館知財スポット 石塚良一

19.03.22 神奈川県立川崎図書館
平成30年度知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館知財スポット 後藤仁志

18.10.09 弁理士による特許無料相談会(富士吉田) 富士吉田商工会議所2階会議室 田中正男
18.10.10 弁理士による特許無料相談会（甲府） 甲府商工会議所5階会議室 土橋博司
18.10.23 弁理士による特許無料相談会（北杜） 北杜市商工会1階相談室 栗原康浩
18.10.24 弁理士による特許無料相談会（甲府） 甲府商工会議所5階会議室 田中正男
18.11.13 弁理士による特許無料相談会(富士吉田) 富士吉田商工会議所2階会議室 望月義時
18.11.14 弁理士による特許無料相談会（甲府） 甲府商工会議所5階会議室 望月義時

18.11.15 山梨テクノICTメッセ2018 アイメッセ山梨（山梨県立産業展示
交流館） 山梨委員会 委員

18.11.27 弁理士による特許無料相談会（北杜） 北杜市商工会1階相談室 栗原康浩
18.11.28 弁理士による特許無料相談会（甲府） 甲府商工会議所5階会議室 浅川哲
18.12.11 弁理士による特許無料相談会(富士吉田) 富士吉田商工会議所2階会議室 堀内正優
18.12.12 弁理士による特許無料相談会（甲府） 甲府商工会議所5階会議室 深澤潔
18.12.18 弁理士による特許無料相談会（北杜） 北杜市商工会1階相談室 栗原康浩
18.12.26 弁理士による特許無料相談会（甲府） 甲府商工会議所5階会議室 土橋博司
19.01.08 弁理士による特許無料相談会(富士吉田) 富士吉田商工会議所2階会議室 土橋博司
19.01.09 弁理士による特許無料相談会（甲府） 甲府商工会議所5階会議室 田中正男
19.01.22 弁理士による特許無料相談会（北杜） 北杜市商工会1階相談室 栗原康浩
19.01.23 弁理士による特許無料相談会（甲府） 甲府商工会議所5階会議室 望月義時
19.02.12 弁理士による特許無料相談会(富士吉田) 富士吉田商工会議所2階会議室 田中正男
19.02.13 弁理士による特許無料相談会（甲府） 甲府商工会議所5階会議室 浅川哲
19.02.27 弁理士による特許無料相談会（甲府） 甲府商工会議所5階会議室 深澤潔
19.03.05 弁理士による特許無料相談会(富士吉田) 富士吉田商工会議所2階会議室 望月義時
19.03.06 弁理士による特許無料相談会（甲府） 甲府商工会議所5階会議室 土橋博司

東京

神奈川

山梨
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東海支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

愛知 月～金
(13:00～16:00) 常設知的財産相談室 日本弁理士会東海支部 支部所属弁理士

近畿支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

京都
月～金
(10:00～12:00、
13:00～17:00)

「特許・商標等」の無料相談
（要予約・個人面談方式）

京都府北部：舞鶴商工会議所
京都府中部：担当弁理士の事務所又
はオフィス－ワン四条烏丸
京都府南部：京田辺市商工会館

京都地区会所属
弁理士

大阪
月～金
(10:00～12:00、
14:00～16:00)

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 日本弁理士会近畿支部室 近畿支部所属弁

理士

中国支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

18.10.03 知財総合支援窓口 鳥取県産業振興機構西部支部内 田中俊夫

18.10.04 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 黒住智彦

18.10.11 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 中西康裕

18.10.18 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 田中秀明

18.11.01 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 黒住智彦

18.11.07 知財総合支援窓口 鳥取県産業振興機構西部支部内 田中俊夫

18.11.11 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 中西康裕

18.11.15 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 田中秀明

18.12.05 知財総合支援窓口 鳥取県産業振興機構西部支部内 田中俊夫

18.12.06 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 黒住智彦

18.12.13 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 中西康裕

18.12.20 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 田中秀明

19.01.07 知財総合支援窓口 鳥取県産業振興機構西部支部内 田中俊夫

19.01.10 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 中西康裕

19.01.17 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 黒住智彦

19.01.24 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 田中秀明

19.02.06 知財総合支援窓口 鳥取県産業振興機構西部支部内 田中俊夫

19.02.07 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 黒住智彦

19.02.14 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 中西康裕

19.02.21 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 田中秀明

19.03.06 知財総合支援窓口 鳥取県産業振興機構西部支部内 田中俊夫

19.03.07 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 黒住智彦

鳥取
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19.03.14 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 中西康裕

19.03.21 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 田中秀明

18.10.03 知財総合支援窓口 石見事務所 河野生吾
18.10.05 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 河野生吾
18.10.12 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 田辺義博
18.10.17 知財総合支援窓口 大田商工会議所 河野誠
18.10.19 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 河野誠
18.10.26 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 松本文彦
18.11.02 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 田辺義博
18.11.09 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 河野生吾
18.11.14 知財総合支援窓口 益田商工会議所 田辺義博
18.11.16 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 河野誠
18.11.30 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 松本文彦
18.12.12 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 松本文彦
18.12.14 知財総合支援窓口 石見事務所 河野生吾
18.12.14 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 田辺義博
18.12.21 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 河野生吾
18.12.25 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 河野誠
19.01.09 知財総合支援窓口 益田商工会議所 田辺義博
19.01.11 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 河野生吾
19.01.18 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 田辺義博
19.01.23 知財総合支援窓口 大田商工会議所 河野誠
19.01.25 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 河野誠
19.01.28 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 松本文彦
19.02.01 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 田辺義博
19.02.06 知財総合支援窓口 石見事務所 河野生吾
19.02.08 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 河野生吾
19.02.15 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 松本文彦
19.02.22 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 河野誠
19.03.01 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 田辺義博
19.03.08 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 河野生吾
19.03.13 知財総合支援窓口 益田商工会議所 田辺義博
19.03.15 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 松本文彦
19.03.22 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 河野誠
18.10.05 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 中務茂樹
18.10.11 知的財産相談会 倉敷商工会議所 森廣三郎
18.10.12 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 森寿夫
18.10.16 なんでも相談（特許商標担当） 児島商工会議所 森廣三郎
18.10.19 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 須田英一
18.10.26 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 伊藤俊一郎
18.11.02 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 中務茂樹
18.11.08 知的財産相談会 倉敷商工会議所 森廣三郎
18.11.09 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 森寿夫
18.11.16 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 須田英一
18.11.20 なんでも相談（特許商標担当） 児島商工会議所 森廣三郎
18.11.30 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 伊藤俊一郎
18.12.07 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 中務茂樹
18.12.13 知的財産相談会 倉敷商工会議所 森廣三郎
18.12.14 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 森寿夫
18.12.18 なんでも相談（特許商標担当） 児島商工会議所 森廣三郎
18.12.21 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 須田英一
18.12.28 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 伊藤俊一郎
19.01.10 知的財産相談会 倉敷商工会議所 森廣三郎
19.01.11 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 森寿夫
19.01.15 なんでも相談（特許商標担当） 児島商工会議所 森廣三郎
19.01.18 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 中務茂樹
19.01.25 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 伊藤俊一郎
19.02.01 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 須田英一
19.02.08 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 森寿夫
19.02.14 知的財産相談会 倉敷商工会議所 森廣三郎
19.02.15 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 中務茂樹
19.02.19 なんでも相談（特許商標担当） 児島商工会議所 森廣三郎
19.02.22 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 須田英一
19.03.01 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 伊藤俊一郎
19.03.08 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 森寿夫
19.03.14 知的財産相談会 倉敷商工会議所 森廣三郎
19.03.15 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 中務茂樹
19.03.19 なんでも相談（特許商標担当） 児島商工会議所 森廣三郎
19.03.22 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 須田英一
18.10.02 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 立石博臣
18.10.04 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会福山 森寿夫
18.10.09 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 大西渉

鳥取

島根

岡山

広島
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18.10.16 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 田中咲江
18.10.18 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会福山 森寿夫
18.10.23 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 鶴亀國康
18.11.01 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会福山 森寿夫
18.11.06 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 立石博臣
18.11.13 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 大西渉
18.11.15 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会福山 森寿夫
18.11.20 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 田中咲江
18.11.27 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 鶴亀國康
18.12.04 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 立石博臣
18.12.06 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会福山 森寿夫
18.12.11 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 大西渉
18.12.18 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 田中咲江
18.12.20 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会福山 森寿夫
18.12.25 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 鶴亀國康
19.01.08 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 大西渉
19.01.15 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 田中咲江
19.01.17 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会福山 森寿夫
19.01.22 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 鶴亀國康
19.01.29 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 立石博臣
19.02.05 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 立石博臣
19.02.07 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会福山 森寿夫
19.02.12 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 大西渉
19.02.19 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 田中咲江
19.02.21 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会福山 森寿夫
19.02.26 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 鶴亀國康
19.03.05 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 立石博臣
19.03.07 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会福山 森寿夫
19.03.12 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 大西渉
19.03.19 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 田中咲江
19.03.26 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 鶴亀國康
18.10.03 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 木村正彦
18.10.09 知的財産権に関する相談 萩商工会議所 木村正彦
18.10.10 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 金井一美
18.10.11 知的財産権に関する相談 柳井商工会議所 川角栄二
18.10.11 知的財産権に関する相談 宇部商工会議所 藤本昌平
18.10.12 知的財産権に関する相談 下関商工会議所 鯨田雅信
18.10.15 知的財産権に関する相談 徳山商工会議所 専徳院博
18.10.16 知的財産権に関する相談 岩国商工会議所 立石博臣
18.10.17 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 今中崇之
18.10.17 知的財産権に関する相談 山口県産業技術センター 井上浩
18.10.24 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 井上浩
18.11.07 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 木村正彦
18.11.08 知的財産権に関する相談 柳井商工会議所 川角栄二
18.11.08 知的財産権に関する相談 宇部商工会議所 藤本昌平
18.11.09 知的財産権に関する相談 下関商工会議所 鯨田雅信
18.11.13 知的財産権に関する相談 萩商工会議所 木村正彦
18.11.14 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 金井一美
18.11.19 知的財産権に関する相談 徳山商工会議所 専徳院博
18.11.20 知的財産権に関する相談 岩国商工会議所 立石博臣
18.11.21 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 今中崇之
18.11.21 知的財産権に関する相談 山口県産業技術センター 井上浩
18.11.28 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 井上浩
18.12.01 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 木村正彦
18.12.11 知的財産権に関する相談 萩商工会議所 木村正彦
18.12.12 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 金井一美
18.12.13 知的財産権に関する相談 柳井商工会議所 川角栄二
18.12.13 知的財産権に関する相談 宇部商工会議所 藤本昌平
18.12.14 知的財産権に関する相談 下関商工会議所 鯨田雅信
18.12.17 知的財産権に関する相談 徳山商工会議所 専徳院博
18.12.18 知的財産権に関する相談 岩国商工会議所 立石博臣
18.12.19 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 今中崇之
18.12.19 知的財産権に関する相談 山口県産業技術センター 井上浩
18.12.26 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 井上浩
19.01.07 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 木村正彦
19.01.08 知的財産権に関する相談 萩商工会議所 木村正彦
19.01.09 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 金井一美
19.01.10 知的財産権に関する相談 柳井商工会議所 川角栄二
19.01.10 知的財産権に関する相談 宇部商工会議所 藤本昌平
19.01.11 知的財産権に関する相談 下関商工会議所 鯨田雅信
19.01.15 知的財産権に関する相談 岩国商工会議所 立石博臣
19.01.16 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 今中崇之
19.01.16 知的財産権に関する相談 山口県産業技術センター 井上浩
19.01.21 知的財産権に関する相談 徳山商工会議所 専徳院博

広島

山口

支援活動予定表　相談
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19.01.23 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 井上浩
19.02.06 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 木村正彦
19.02.08 知的財産権に関する相談 下関商工会議所 鯨田雅信
19.02.12 知的財産権に関する相談 萩商工会議所 木村正彦
19.02.13 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 金井一美
19.02.14 知的財産権に関する相談 柳井商工会議所 川角栄二
19.02.14 知的財産権に関する相談 宇部商工会議所 藤本昌平
19.02.18 知的財産権に関する相談 徳山商工会議所 専徳院博
19.02.19 知的財産権に関する相談 岩国商工会議所 立石博臣
19.02.20 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 今中崇之
19.02.20 知的財産権に関する相談 山口県産業技術センター 井上浩
19.02.27 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 井上浩
19.03.06 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 木村正彦
19.03.08 知的財産権に関する相談 下関商工会議所 鯨田雅信
19.03.12 知的財産権に関する相談 萩商工会議所 木村正彦
19.03.13 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 金井一美
19.03.14 知的財産権に関する相談 柳井商工会議所 川角栄二
19.03.14 知的財産権に関する相談 宇部商工会議所 藤本昌平
19.03.18 知的財産権に関する相談 徳山商工会議所 専徳院博
19.03.19 知的財産権に関する相談 岩国商工会議所 立石博臣
19.03.20 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 今中崇之
19.03.20 知的財産権に関する相談 山口県産業技術センター 井上浩
19.03.27 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 井上浩

四国支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

徳島 第1水曜日
13:00～16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 工業技術センター 支部所属弁理士

香川 第2.4水曜日
13:00～16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 日本弁理士会四国支部 支部所属弁理士

第1月曜日（奇数月）
13:00～16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 四国中央商工会議所 支部所属弁理士

第2木曜日
13:00～16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 愛媛県商工会連合会 支部所属弁理士

第2木曜日（奇数月）
13:00～16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 宇和島商工会議所 支部所属弁理士

第3木曜日（奇数月）
13:00～16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 八幡浜商工会議所 支部所属弁理士

高知 第3木曜日
13:00～16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 高知県発明協会 支部所属弁理士

九州支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福岡 毎週木曜
10:00～15:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 九州支部室 支部所属弁理士

山口

愛媛

支援活動予定表　相談
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講　演
北陸支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

新潟 18.10.02
知財広め隊セミナー in 新潟
「ぜひ知ってもらい隊！商標登録の基礎のキ
ソ！」

新潟東映ホテル 松浦康次
宮田敦久

関東支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

栃木 19.01.22 栃木県立真岡工業高等学校 栃木県立真岡工業高等学校 大日方和幸
若崎義和

埼玉 18.10.26 知的財産セミナー2018（新座） 新座市商工会館 中大介

18.11.23 世界一行きたい科学広場in浦安2018　午前
の部

東海大学付属浦安高等学校・中等部
松前記念総合体育館

美川公司
山下滋之
高橋洋平

18.11.23 世界一行きたい科学広場in浦安2018　午後
の部

東海大学付属浦安高等学校・中等部
松前記念総合体育館

大谷元
遠田利明
林裕己

18.11.28 東海大学付属市原望洋高等学校 東海大学付属市原望洋高等学校 志村正樹
金子正彦

18.12.02 ちばまなびフェスタ ちばまなびフェスタ
谷島隆士
金子彩子
遠田利明

19.02.09 （一社）千葉県発明協会 千葉県立現代産業科学館 日向麻里
松本慎一郎

18.10.02 知的財産セミナー2018（千代田V1） 弁理士会館地下1階AB会議室 本間裕美
関誠之

18.10.25 東京商工会議所中野支部講師派遣 中野区立商工会館３階 川崎仁
開催日未定 知的財産セミナー2018（文京） 文京区民センター 香原修也

18.10.14 江戸川区子ども未来館 江戸川区子ども未来館 伊藤夏香
高原千鶴子

18.11.09 港区ものづくり・商業観光フェア 午前の部 みなとパーク芝浦 美川公司
山口幸久

18.11.09 港区ものづくり・商業観光フェア 午後の部 みなとパーク芝浦 松本慎一郎
前田健一

18.11.10 港区ものづくり・商業観光フェア 午前の部 みなとパーク芝浦 伊藤夏香
中原亨

18.11.10 港区ものづくり・商業観光フェア 午後の部 みなとパーク芝浦 高原千鶴子
伊藤哲也

18.11.11 江戸川区子ども未来館 江戸川区子ども未来館 根岸宏子
前田健一

18.11.17 江戸川区産業ときめきフェア 未定
伊藤夏香
佐藤高信
遠田利明

18.12.01 東京都立工芸高等学校 東京都立工芸高等学校
高原千鶴子
志村正樹
山下滋之

18.12.09 江戸川区子ども未来館 江戸川区子ども未来館 斉藤進
山下滋之

18.12.12 中野区立塔山小学校 中野区立塔山小学校
前田健一
高橋友和
山下滋之

千葉

東京
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19.01.13 江戸川区子ども未来館 江戸川区子ども未来館 金子彩子
佐藤高信

19.02.10 江戸川区子ども未来館 江戸川区子ども未来館 金子正彦
金子彩子

19.03.10 江戸川区子ども未来館 江戸川区子ども未来館 杉岡真紀
金子正彦

神奈川 19.01.29 横浜市立もえぎ野中学校 横浜市立もえぎ野中学校 高橋友和
美川公司

18.10.19 知的財産セミナー2018（甲府） やまなしプラザ 潮崎宗
澤伸恭

18.10.24 山梨県立韮崎高校 山梨県立韮崎高校 志村正樹
金子正彦

18.12.01 一般社団法人山梨県発明協会 アイメッセ山梨4階　大会議室
久米輝代
志村正樹
磯部光宏

東海支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

18.10.05
週末パテントセミナー2018 in 静岡（浜松会
場）「発明の創出とグレードアップ～キヤノ
ンの事例から～」

B-nest　静岡市産学交流センター 石垣春樹

18.10.12

週末パテントセミナー2018 in 静岡（浜松会
場）「強い権利のつくり方～他者の模倣を防
ぎ、訴訟に役立つ強い権利を取りましょう！
～」

アクトシティ浜松＜Dゾーン＞研修交
流センター 石垣春樹

18.10.17

日本弁理士会と独立行政法人国立高等専門学
校機構との「知的財産教育の充実及び知的財
産活用のための協力に関する協定」に基づく
沼津工業高等専門学校での知財授業「紛争
劇」

沼津工業高等専門学校 未定

18.10.19

週末パテントセミナー2018 in 静岡（浜松会
場）「最近の知的財産裁判例を学習して実務
に役立てよう！～判例に知財活用のヒントが
ある～」

アクトシティ浜松＜Dゾーン＞研修交
流センター 坂野史子

18.10.26

週末パテントセミナー2018 in 静岡（浜松会
場）「最近の知的財産裁判例を学習して実務
に役立てよう！～判例に知財活用のヒントが
ある～」

B-nest　静岡市産学交流センター 坂野史子

18.10.15 日本弁理士会東海支部協力「発明クラブ」 名古屋市立高蔵小学校 谷口緑理
佐野朋子

18.10.25 出張知的財産経営サロンin豊田 ものづくり創造拠点SENTAN 知的財産支援委
員会

18.10.29 日本弁理士会東海支部協力「発明クラブ」 名古屋市立高蔵小学校
神戸真澄
花田久丸
森田昭生

18.10.04
日本弁理士会東海支部協力講座「教養教育課
程～知的財産権制度のしくみと活用～特許法
１発明と特許要件」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 塩谷尚人

18.10.11
日本弁理士会東海支部協力講座「教養教育課
程～知的財産権制度のしくみと活用～特許法
２権利取得手続」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 藤田早百合

18.10.18 知的財産経営サロン「社長さんのお困りごと
～経営者はつらいよ～」 日本弁理士会東海支部

知的財産支援委
員会
外部講師

18.10.18
日本弁理士会東海支部協力講座「教養教育課
程～知的財産権制度のしくみと活用～特許法
３特許権の活用」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 北裕介

18.10.20
休日パテントセミナー2018 in 名古屋「特
許・実用新案権について～知的財産の基本中
の基本を押さえよう！～」

名古屋商工会議所 田中信介
竹村恵一

愛知

東京

静岡

山梨
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18.10.25
日本弁理士会東海支部協力講座「教養教育課
程～知的財産権制度のしくみと活用～特許法
４出願書類の作製」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 榊原靖

18.11.01
日本弁理士会東海支部協力講座「教養教育課
程～知的財産権制度のしくみと活用～特許法
５演習」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 菊谷純

18.11.08
日本弁理士会東海支部協力講座「教養教育課
程～知的財産権制度のしくみと活用～意匠
法」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 伊藤正典

18.11.10
休日パテントセミナー2018 in 名古屋「外国
出願について～米国、欧州、中国の特許制度
を把握する～」

名古屋商工会議所 横井俊之
間瀬武志

18.11.14 名古屋市立中央高等学校における知財授業
「いま輝く知的財産」 名古屋市立中央高等学校 橋本努

18.11.15 知的財産経営サロン「自社の宝探し～社内の
知的財産を発掘せよ～」 日本弁理士会東海支部 知的財産支援委

員会

18.11.15
日本弁理士会東海支部協力講座「教養教育課
程～知的財産権制度のしくみと活用～意匠
法」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 加藤大輝

18.11.22
日本弁理士会東海支部協力講座「教養教育課
程～知的財産権制度のしくみと活用～J-
Platpat実習」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 花田久丸

18.11.29
日本弁理士会東海支部協力講座「教養教育課
程～知的財産権制度のしくみと活用～不正競
争防止法」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 岡浩喜

18.12.06
日本弁理士会東海支部協力講座「教養教育課
程～知的財産権制度のしくみと活用～著作権
法１」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 川井雅登

18.12.13
日本弁理士会東海支部協力講座「教養教育課
程～知的財産権制度のしくみと活用～著作権
法２」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 川井雅登

18.12.15
休日パテントセミナー2018 in 名古屋「知的
財産戦略の基礎知識～知的財産戦略を構築す
るために～」

名古屋商工会議所 戸原健太

19.01.10
日本弁理士会東海支部協力講座「教養教育課
程～知的財産権制度のしくみと活用～外国特
許」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 谷口緑理

19.01.17
日本弁理士会東海支部協力講座「教養教育課
程～知的財産権制度のしくみと活用～知的財
産関連法規まとめ」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 石原五郎

19.01.19
休日パテントセミナー2018 in 名古屋「意匠
権・商標権について～デザイン・ブランドを
知的財産にしよう！～」

名古屋商工会議所 和気光
平松隆彦

19.01.24
日本弁理士会東海支部協力講座「教養教育課
程～知的財産権制度のしくみと活用～紛争
劇」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 未定

19.01.31 日本弁理士会東海支部協力講座「教養教育課
程～知的財産権制度のしくみと活用～試験」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 大学側

近畿支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

18.10.06
パテントセミナー2018
ＡＩ・ＩｏＴ時代の効果的な特許出願～明細
書の作成から拒絶理由への対応まで～

コラボしが２１ 坂田泰弘

18.10.06
パテントセミナー2018
すぐに役立つ！中小企業知財法務の全て～知
財契約と著作権を中心に～

コラボしが２１ 樋口真也

18.10.02 知的財産特別授業 京都市立八瀬小学校 立川伸子
伊原節子

18.10.12 知的財産特別授業 舞鶴市立余内小学校 渥美元幸
齊藤整

18.11.03
パテントセミナー2018
これだけは押さえておこう！
事例で理解する企業活動における著作権入門

京都リサーチパーク 松下正

愛知

滋賀

京都

支援活動予定表　講演
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京都 18.11.03
パテントセミナー2018
中小企業における知財戦略コンサルティング
の活用法と成功例

京都リサーチパーク 西原広徳

18.10.04 知的財産特別授業 やたなか小中一貫校　矢田小学校 後利彦
18.10.04 知的財産特別授業 大阪府立能勢高等学校 五郎丸正巳

18.10.13
パテントセミナー2018
これまでと、どこが違う？人工知能・IoT技
術のビジネスを守る知的財産とは？

TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅
前 酒井將行

18.10.20 パテントセミナー2018
特許・実用新案入門 日本弁理士会近畿支部室 淡路俊作

18.10.20
パテントセミナー2018
意匠・商標制度入門～Ｊ－ＰｌａｔＰａｔを
利用した調査から出願まで～

日本弁理士会近畿支部室 岡村美穂

18.11.10 パテントセミナー2018
日米欧中における記載要件と補正要件 日本弁理士会近畿支部室 佃誠玄

18.11.10
パテントセミナー2018
外国商標入門から応用まで～海外進出を検討
中の企業が知っておきたい３つのポイント～

日本弁理士会近畿支部室 石川克司

18.12.08

パテントセミナー2018
商標権侵害の法的対応の現場と実際～当事者
目線からどのように対応すべきか～

TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅
前 三山峻司

18.12.14 知的財産特別授業 大阪府立千里高等学校 三宅康雅
吉岡亜紀子

18.12.15 パテントセミナー2018
知的財産契約のツボ

TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅
前 森本純

18.12.19 知的財産特別授業 河内長野市立川上小学校 三方英美

18.10.26 知的財産特別授業 西脇市立芳田小学校 大野義也
冨田光治

18.11.01 知的財産特別授業 猪名川町立六瀬中学校 水田慎一
柳瀬智之

18.12.11 知的財産特別授業 上郡町立高田小学校 大野義也
石井里依子

18.12.01
パテントセミナー2018
米国先進企業のAI特許を通じて学ぶ米国での
AI特許権利化のポイント

三宮コンベンションセンター 河野英仁

18.12.01
パテントセミナー2018
知れば知るほど面白い外国特許制度のポイン
ト～ASEAN、中国、インド～

三宮コンベンションセンター 井上一生

18.10.13 知的財産講座＆無料相談会 奈良県立図書情報館 老田政憲

18.10.24 知的財産特別授業 安堵町立安堵中学校 大西正夫
松山徳子

18.10.27 パテントセミナー2018
知財ミックスによる権利保護 やまと会議室 松山徳子

18.12.08 知的財産講座＆無料相談会 奈良県立図書情報館 金田敏孝

和歌山 18.11.17

パテントセミナー2018
ＣＳ（コンピュータ・ソフトウェア）技術分
野の知的財産権
～基礎から少し難しいところまで～

和歌山商工会議所 向林伸啓

四国支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

18.10.29 知財授業 県立宇和島東高等学校 相原正
未定 知財授業 県立西条農業高等学校 村上武栄
未定 知財授業 県立大洲高等学校 壬生優子
未定 知財授業 県立野村高等学校 松島理

奈良

愛媛

大阪

兵庫

支援活動予定表　講演



知的財産支援活動だより 2018 年９月号（No.194）  45  

その他
東北支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

青森 18.10.27 第60回青森県発明くふう展及び2018子ども
の「科学の夢」絵画展 イトーヨーカドー青森店 坪淳一

18.10.04 第54回岩手県発明くふう展　審査会 岩手県工業技術センター 村雨圭介
18.10.27 第54回岩手県発明くふう展　表彰式 岩手県工業技術センター 丸岡裕作

18.10.23 第31回みやぎ発明くふう展及び第22回みや
ぎ未来の科学の夢絵画展　審査会 東北電力グリーンプラザ 藤田正広

18.12.11 第31回みやぎ発明くふう展及び第22回みや
ぎ未来の科学の夢絵画展　表彰式 ホテル白萩 藤田正広

18.11.01 第67回秋田県発明展　審査会 道の駅あきた港ポートタワー・セリ
オン 佐々百合子

18.11.04 第67回秋田県発明展　表彰式 道の駅あきた港ポートタワー・セリ
オン 佐々百合子

18.10.17 第53回山形県発明くふう展　審査会 鶴岡市中央公民館 黒沼吉行
18.10.21 第53回山形県発明くふう展　表彰式 鶴岡市中央公民館 黒沼吉行
18.11.06 第64回福島県発明展　審査会 郡山市労働福祉会館 伊藤正則
18.11.11 第64回福島県発明展　表彰式 郡山市労働福祉会館 伊藤正則

北陸支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

18.10.16 第82回新潟県発明工夫展・第67回新潟県模
型展　審査会 新潟県立自然科学館 吉井雅栄

18.10.20 第82回新潟県発明工夫展・第67回新潟県模
型展　審査会 新潟県立自然科学館 吉井雅栄

18.10.19 第56回富山県発明くふう展　審査会 富山市民プラザ 小林陽一
18.11.27 第56回富山県発明くふう展　表彰式 富山県民会館 小林陽一

18.10.17 第54回石川県発明くふう展　審査会 石川県地場産業振興センター
木森有平
橋爪慎哉
水野友文

18.11.03 第54回石川県発明くふう展　表彰式 石川県地場産業振興センター 海野徹

福井 18.10.25 第31回福井県発明くふう展・第27回福井県
未来の科学の夢絵画展　表彰式 福井県産業会館 川崎好昭

関東支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

18.10.05 平成30年度千葉県児童生徒・教職員科学作
品展 千葉県総合教育センター 野村悟郎

18.11.28 第17回 『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』
への後援 未定 　　 －

18.11.29 平成30年度企業関係者と弁理士の知財研究
会

神奈川県立川崎図書館ディスカッ
ションルーム

保科敏夫
鈴木一徳

19.01.24 平成30年度企業関係者と弁理士の知財研究
会

神奈川県立川崎図書館ディスカッ
ションルーム

保科敏夫
鈴木一徳

19.03.28 平成30年度企業関係者と弁理士の知財研究
会

神奈川県立川崎図書館ディスカッ
ションルーム

保科敏夫
鈴木一徳

開催日未定
平成30年度産業振興事業費補助金～ダイナ
ミックやまなしイノベーション研究開発補助
金～

山梨県産業技術センター 望月義時

18.12.07 地域中小企業知的財産戦略支援事業費補助金
審査委員会 アイメッセ山梨 加藤卓

18.12.07 産業振興事業費補助金審査委員会 山梨県工業技術センター 浅川哲

東海支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

10月上旬 長野県発明くふう展　審査会 長野県発明協会 堀内剛
18.10.27 長野県発明くふう展　表彰式 長野市ビックハット 堀内剛

18.10.17 2018岐阜県発明くふう展（学生の部）審査
会 マーサ２１ 吉田哲基

18.10.18 2018岐阜県発明くふう展（一般の部・女性
の部）審査会 マーサ２１ 松井勝義

18.10.21 2018岐阜県発明くふう展（学生の部）表彰
式 マーサ２１ 伊藤淳

18.10.22 2018岐阜県発明くふう展（一般の部・女性
の部）表彰式 マーサ２１ 伊藤淳

18.10.17 静岡県学生児童発明くふう展　審査会 静岡県産業経済会館 森俊晴
18.11.04 静岡県学生児童発明くふう展　表彰式 静岡県庁 森俊晴
18.11.02 あいち少年少女創意くふう展2018　審査会 産業技術記念館 北裕介
18.12.08 あいち少年少女創意くふう展2018　表彰式 産業技術記念館 井上佳知

岩手

宮城

秋田

山形

福島

新潟

富山

石川

千葉

神奈川

山梨

長野

岐阜

静岡

愛知

支援活動予定表　その他
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近畿支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

京都 18.10.13 第42回　京都府内小・中・高校創造性コン
クール 表彰式 京都リサーチパーク 市岡牧子

未定 第38回優秀発明賞　表彰式 未定 未定

18.10.09 第48回大阪府生徒・児童教職員発明くふう
展　審査会 ATCエイジレスセンター 玉串幸久

18.11.04 第48回大阪府生徒・児童教職員発明くふう
展　表彰式 ATCエイジレスセンター 吉田稔

18.10.17～10.18 大阪勧業展2018 マイドームおおさか

富永浩司
川瀬裕之
中田洋二
奥山裕治
松永裕吉
大川博之
大森勇
佐野寛幸

18.10.25 平成30年度兵庫県学生児童発明くふう展
審査会 バンドー神戸青少年科学館 未定

18.11.04 平成30年度兵庫県学生児童発明くふう展
表彰式 バンドー神戸青少年科学館 藤井康雄

18.10.12 第75回 奈良県児童・生徒発明くふう展　審
査会 イオンモール大和郡山 未定

18.11.07 第75回 奈良県児童・生徒発明くふう展　表
彰式 イオンモール大和郡山 松山徳子

18.10.16 第51回私たちのくふう展　審査会 フォルテワジマ 向林伸啓
18.10.20 第51回私たちのくふう展　表彰式 フォルテワジマ 向林伸啓

18.10.25 第33回和歌山市民発明くふうコンクール
審査会 和歌山市民会館 岡田充浩

18.10.28 第33回和歌山市民発明くふうコンクール
表彰式 和歌山市民会館 岡田充浩

四国支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

18.10.4 第74回香川の発明くふう展　審査会 香川産業頭脳化センタービル 中井博
18.11.3 第74回香川の発明くふう展　表彰式 香川大学工学部 和田隆滋

九州支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

18.10.11 第61回福岡県児童生徒発明くふう展（福
岡）審査会 福岡市科学館 宇都宮将之

18.10.11 第61回福岡県児童生徒発明くふう展（北九
州）表彰式 福岡市科学館 宇都宮将之

18.10.25 平成30年度知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 久保山 隆
18.10.31 第53回熊本県発明工夫展　審査会 熊本市環境総合センター 高宮章
18.11.13 第53回熊本県発明工夫展　表彰式 熊本県庁 高宮章
18.10.15 第77回大分県発明くふう展　審査会 大分県立美術館(ＯＰＡＭ) 井上元廣
18.10.21 第77回大分県発明くふう展　表彰式 大分県立美術館(ＯＰＡＭ) 田代茂夫
18.10.11 77回宮崎県学校発明くふう展　審査会 宮崎科学技術館 園田康弘
18.11.10 77回宮崎県学校発明くふう展　表彰式 宮崎県庁 園田康弘

大阪

兵庫

奈良

和歌山

香川

福岡

熊本

大分

宮崎

支援活動予定表　その他
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支援活動一覧表（9月分）3
相　談 日本弁理士会が各支部で実施している「常設知的財産相談室」については、最終頁をご参照ください。

開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

毎週火・金曜日 常設知的財産相談室 北海道支部室 支部所属弁理士

月2回 特許アドバイザー相談会 中小企業基盤整備機構 熊野彩
金丸清隆

東北支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

宮城 毎週火曜日
（13:00～16:00） 常設知的財産相談室 日本弁理士会東北支部 支部所属弁理士

北陸支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

18.09.12 常設知的財産相談室 日本弁理士会北陸支部 水野友文

18.09.26 常設知的財産相談室 日本弁理士会北陸支部 横井敏弘

関東支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

18.09.25 知的財産セミナー2018（北与野） 埼玉県産業振興公社 埼玉委員会 委員

18.09.13 士業専門家による無料相談会（埼玉） 創業・ベンチャー支援センター埼玉 寺尾康典
千葉 18.09.13 弁理士による特許無料相談会（東葛） 東葛テクノプラザ1階相談室 中村裕行

18.09.01 第5回府中市事業と暮らしの無料相談会 ルミエール府中 森俊秀
上田精一

18.09.18 多摩地域　無料知的財産相談 たましん事業支援センター(Winセン
ター) 三原秀子

18.09.21 知的財産セミナー2018（立川） 日本政策金融公庫立川支店 東京委員会 委員

18.09.28 BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest内会議室 山口幸久

18.09.13 東京商工会議所 専門相談員派遣 東京商工会議所中小企業相談セン
ター 深澤潔

18.09.27 東京商工会議所 専門相談員派遣 東京商工会議所中小企業相談セン
ター 三原秀子

18.09.14 神奈川県立川崎図書館
平成30年度知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館知財スポット 箕村義勝

18.09.28 神奈川県立川崎図書館
平成30年度知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館知財スポット 水野恒雄

18.09.11 弁理士による特許無料相談会(富士吉田) 富士吉田商工会議所2階会議室 土橋博司

18.09.12 弁理士による特許無料相談会（甲府） 甲府商工会議所5階会議室 浅川哲

18.09.25 弁理士による特許無料相談会（北杜） 北杜市商工会1階相談室 栗原康浩

18.09.26 弁理士による特許無料相談会（甲府） 甲府商工会議所5階会議室 深澤潔

東海支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

愛知 月～金
(13:00～16:00） 常設知的財産相談室 日本弁理士会東海支部 支部所属弁理士

北海道支部

北海道

石川

埼玉

東京

神奈川

山梨

支援活動一覧表　相談
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近畿支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

京都
月～金
(10:00～12:00、
13:00～17:00)

「特許・商標等」の無料相談
（要予約・個人面談方式）

京都府北部：舞鶴商工会議所
京都府中部：担当弁理士の事務所又
はオフィス－ワン四条烏丸
京都府南部：京田辺市商工会館

京都地区会所属
弁理士

大阪
月～金
(10:00～12:00、
14:00～16:00)

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 日本弁理士会近畿支部室 近畿支部所属弁

理士

兵庫 18.09.28 お悩みパーフェクト相談会 神戸市勤労会館
西野卓嗣
河上哲也
上原隆志

中国支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

18.09.05 知財総合支援窓口 鳥取県産業振興機構西部支部内 田中俊夫

18.09.06 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 黒住智彦

18.09.13 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 中西康裕

18.09.20 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会（鳥取県産業振興機
構内） 田中秀明

18.09.07 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 河野生吾

18.09.12 知財総合支援窓口 益田商工会議所 田辺義博

18.09.14 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 田辺義博

18.09.21 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 河野誠

18.09.28 知財総合支援窓口 しまね知的財産総合支援センター 松本文彦

18.09.07 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 中務茂樹

18.09.13 知的財産相談会 倉敷商工会議所 森廣三郎

18.09.14 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 森寿夫

18.09.18 なんでも相談（特許商標担当） 児島商工会議所 森廣三郎

18.09.21 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 須田英一

18.09.28 知財総合支援窓口 一般社団法人岡山県発明協会 伊藤俊一郎

18.09.04 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 立石博臣

18.09.06 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会福山 森寿夫

18.09.11 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 大西渉

18.09.18 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 田中咲江

18.09.20 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会福山 森寿夫

18.09.25 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 鶴亀國康

18.09.05 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 木村正彦

18.09.11 知的財産権に関する相談 萩商工会議所 木村正彦

18.09.12 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 金井一美

18.09.13 知的財産権に関する相談 柳井商工会議所 川角栄二

18.09.13 知的財産権に関する相談 宇部商工会議所 藤本昌平

18.09.14 知的財産権に関する相談 下関商工会議所 鯨田雅信

18.09.18 知的財産権に関する相談 徳山商工会議所 専徳院博

18.09.18 知的財産権に関する相談 岩国商工会議所 立石博臣

18.09.19 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 今中崇之

18.09.19 知的財産権に関する相談 山口県産業技術センター 井上浩

18.09.26 知的財産権に関する相談 やまぐち産業振興財団 井上浩

四国支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

徳島 第1水曜日
13:00～16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 工業技術センター 支部所属弁理士

香川 第2.4水曜日
13:00～16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 日本弁理士会四国支部 支部所属弁理士

鳥取

島根

岡山

広島

山口

支援活動一覧表　相談
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第1月曜日 （奇数月）
13:00～16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 四国中央商工会議所 支部所属弁理士

第2木曜日
13:00～16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 愛媛県商工会連合会 支部所属弁理士

第2木曜日 （奇数月）
13:00～16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 宇和島商工会議所 支部所属弁理士

第3木曜日 （奇数月）
13:00～16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 八幡浜商工会議所 支部所属弁理士

高知 第3木曜日
13:00～16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 高知県発明協会 支部所属弁理士

九州支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福岡 毎週木曜
10:00～15:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 九州支部室 支部所属弁理士

愛媛

講　演

開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

北海道 18.09.21 巡回特許庁コラボ in 知財広め隊 未定 支部所属弁理士

東北支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

青森 18.09.04 知財のミカタ～巡回特許庁 in 東北～
（知財広め隊 in 青森） 青森県観光物産館アスパム 上野大輔

北陸支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

富山 18.09.14
知財広め隊セミナー in 富山「特許・商標を
活用して売上アップ！中小企業のための知財
戦略入門講座」

高岡商工ビル 大谷嘉一
藤井俊一

関東支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

18.09.03 平成30（2018）年度知的財産実務担当者研
修会

宇都宮大学陽東キャンパス　総合メ
ディア基盤センター

上吉原宏
須長英男

18.09.08 (一社)栃木県発明協会 (一社)栃木県発明協会
亀崎伸宏
瀧澤尊子
須長英男

18.09.19 平成30（2018）年度知的財産実務担当者研
修会

宇都宮大学陽東キャンパス　総合メ
ディア基盤センター

中原亨
亀崎伸宏

群馬 18.09.20 沼田市発明くふう展 沼田市中央公民館 杉岡真紀
稲村悦男

埼玉 18.09.25 知的財産セミナー2018（北与野） 埼玉県産業振興公社 川口 康

千葉 18.09.14 知的財産セミナー2018（船橋） 船橋ベンチャープラザ
八木田智
坂元祥郎
田久保泰夫

18.09.21 知的財産セミナー2018（立川） 日本政策金融公庫立川支店 下田一弘
18.09.02 小平商工会「創業セミナー（夏）」 小平商工会館 上田精一

18.09.12 生活科学系大学知財管理ネットワーク 大学
向け知的財産研修会 大妻学院会議室 高原千鶴子

18.09.23 2018「青少年のための科学の祭典」東京大
会in小金井 東京学芸大学

谷島隆士
大谷元
栗田由貴子
遠田利明
折居章
上田精一

北海道支部

栃木

東京

支援活動一覧表　相談　講演
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東海支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

18.09.21
週末パテントセミナー2018 in 静岡（浜松会
場）「発明の創出とグレードアップ～キヤノ
ンの事例から～」

アクトシティ浜松＜Dゾーン＞研修交
流センター 外部講師

18.09.28

【知財広め隊事業】週末パテントセミナー
2018 in 静岡（浜松会場）「強い権利のつく
り方～他者の模倣を防ぎ、訴訟に役立つ強い
権利を取りましょう！～」

B-nest　静岡市産学交流センター 外部講師

18.09.05
静岡県立沼津工業高等学校における平成30
年度知的財産に関する創造力・実践力・活用
力開発事業「知的財産権制度とは」

静岡県立沼津工業高等学校 杉浦秀幸

18.09.01
休日パテントセミナー2018 in 刈谷「特許、
商標を出願しよう！～出願書類の作り方講座
～」

刈谷市産業振興センター 冨田正

18.09.08
休日パテントセミナー2018 in 刈谷「知的財
産契約の基礎知識～秘密保持、共同研究、共
同出願、ライセンス～」

刈谷市産業振興センター 水野健司

18.09.10
愛知県立知立高等学校における知財授業「デ
ザインパテントコンテストに向けてのアドバ
イス」

愛知県立知立高等学校 神野健太

18.09.15
休日パテントセミナー2018 in 名古屋「知的
財産権について～知的財産全般を把握する
～」

名古屋商工会議所 榊原毅
熊崎誠

18.09.20 知的財産経営サロン「新商品の落とし穴～発
売前のチェックポイント～」 日本弁理士会東海支部 知的財産支援委

員会

18.09.27
日本弁理士会東海支部協力講座「教養教育課
程～知的財産権制度のしくみと活用～知的財
産権入門」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 瀧川彰人

18.09.19 科学技術の人材育成および教育の取り組みと
その活性化～東海地区～ 名古屋国際会議場 北裕介

瀧川彰人

18.09.30 会員向け平成30年度理論政策更新研修「中
小企業の知的財産戦略支援について」 愛知県女性総合センター 朝倉美知

近畿支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

18.09.05

知的財産権に関するセミナー（第2回）
ハードロックナット開発物語
～緩まないネジの経営戦略とは～ ものづくりビジネスセンター大阪

（MOBIO)

若林 克彦 氏
（ハードロック
工業株式会社
代表取締役）
村上太郎

18.09.29
パテントセミナー2018
著作権入門～身近な場面で学ぶ、最初の一歩
の著作権～

日本弁理士会近畿支部室 吉岡亜紀子

18.09.29
パテントセミナー2018
すべての日本企業に捧げる！グローバル特許
出願戦略

日本弁理士会近畿支部室 上羽秀敏

静岡

愛知

大阪

支援活動一覧表　講演
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その他
東北支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

青森 18.09.26 第60回青森県発明くふう展及び2018子ども
の「科学の夢」絵画展 青森県共同ビル内 上野大輔

北陸支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福井 18.09.26 第31回福井県発明くふう展・第27回福井県
未来の科学の夢絵画展審査会 福井県工業技術センター 川崎好昭

関東支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

東京 18.09.04 板橋製品技術大賞知的財産審査協力依頼 （公財）板橋区産業振興公社 太田洋子
伊藤夏香

神奈川 18.09.27 平成30年度企業関係者と弁理士の知財研究
会

神奈川県立川崎図書館
ディスカッションルーム

保科敏夫
鈴木一徳

東海支部

開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

三重 18.09.27 平成30年度三重県発明くふう展（学生）審
査会 津リージョンプラザ 笠井美孝

四国支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

徳島 18.09.28 三者連携セミナー ザ・グランドパレス 鷹津俊一

九州支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福岡 18.09.27 平成30年度知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 遠藤聡子

支援活動一覧表　その他
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申込方法

日本弁理士会近畿支部は、知的創造活動の普及と促進の一環として、
一般の方々に広く知的財産権を理解していただけるよう、特許等に関
するセミナーを開催します。
滋賀及び京都では、セミナー終了後に、参加者と弁理士との交流会
（軽食付き、無料）を行います。

対 象
どなたでも

事前申込制
（先着順）

参加費
無料

近畿経済産業局、独立行政法人 工業所有権情報・研修館 近畿統括本部、中小機構 近畿、大津商工会議所、京都商工会議所、大阪商工会議所
神戸商工会議所、奈良商工会議所、和歌山商工会議所、一般社団法人滋賀県発明協会、一般社団法人京都発明協会、一般社団法人大阪発明協会
一般社団法人兵庫県発明協会、一般社団法人奈良県発明協会、一般社団法人和歌山県発明協会

日本弁理士会近畿支部
パテントセミナー申込係
TEL.06-6446-1201
FAX.06-6443-9912
URL http://www.kjpaa.jp/

後　援

大 阪 滋  賀 10/ 6 ■土

基礎編  9 /29■土　10/20■土

外国編  9 /29■土　11/10■土

応用編 10/13■土　
12/ 8 ■土　12/15■土

京  都 11/ 3 ■土

兵  庫 12/ 1 ■土

和歌山 11/17■土

お問い合せ先日　程

〒530-0001　大阪市北区梅田3-3-20
明治安田生命大阪梅田ビル25階
※上記ＴＥＬ/ＦＡＸ番号はパテントセミナー専用です。
　知的財産権に関するご相談等は 
　TEL:06-6453-8200 にお電話ください。※セミナーごとに会場が異なります。詳しくは裏面の会場マップをご覧ください。

FAX

＠

□ □

TELふりがな

お名前

ご住所
□勤務先 □ご自宅

E-mail

所属部署名

勤務先

今後、日本弁理士会近畿支部が行う講演会・
セミナー等の案内を希望されますか？

※当セミナーの追加案内をさせていただく場合
がございますので、なるべくご記入願います。

●個人情報保護の観点から、記入いただきました情報は厳重に管理し、当該事業以外の目的に用いません。●お申し込み後は参加証を発行致しませんので直接会場にお越
しください。●定員となり次第、締め切らせていただきますのでご了承願います。●会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

各セミナー 日　時

滋　賀

チェック欄
10/ 6 （土） 10：00～12：30午前の部

MAP●❸ 10/ 6 （土） 14：00～16：30午後の部

京  都
11/ 3 （土） 10：00～12：30午前の部

MAP●❺ 11/ 3 （土） 14：00～16：30午後の部

10/ 6 （土）交 流 会

11/ 3 （土）交 流 会

兵  庫 12/ 1 （土） 10：00～12：30午前の部
MAP●❼

12/ 1 （土） 14：00～16：30午後の部

和歌山 MAP●❻ 11/17（土） 14：00～16：30

奈  良 MAP●❹ 10/27（土） 14：00～16：30

各セミナー 日　時

大　阪

チェック欄
 9 /29（土） 10：00～12：30第1回

MAP●❶ 10/20（土） 10：00～12：30第2回

10/20（土） 14：00～16：30第3回
基礎編

大　阪  9 /29（土） 14：00～16：30第1回

MAP●❶ 11/10（土） 10：00～12：30第2回

11/10（土） 14：00～16：30第3回
外国編

大　阪 10/13（土） 14：00～16：30第1回

MAP●❷ 12/ 8 （土） 14：00～16：30第2回

12/15（土） 14：00～16：30第3回
応用編

日本弁理士会近畿支部
パテントセミナー申込係 FAX.06-6443-9912パテントセミナー2018申込書

●❶ホームページ
●❷   FAX

日本弁理士会近畿支部のホームページ（http://www.kjpaa.jp/）よりお申込みください。
ご希望講座を下記表右のチェック欄に○を入れ、必要事項をご記入の上、お送りください。

※会場へは公共交通機関をご利用ください。
※QRコードを読み込むと各会場の地図情報がご覧になれます。
　一部の機種ではご覧になれない場合もあります。

滋賀・京都会場では、「知財広め隊」交流会を開催します。

大 阪

基礎編

日　程

無料

日本弁理士会近畿支部
パテントセミナー申込係

6 土■土■

お問い合せ先

創
造
無
限
大
。

日本弁理士会近畿支部 主催

大津市勤労者
体育センター

毎日新聞社
大津支店大津中央

郵便局

湖岸道路
至浜大津

石場駅

NHK

公園

びわ湖ホール

GS

コラボしが21

N

大津市打出浜２－１

最寄駅
京阪電鉄「石場駅」より
徒歩3分

❸コラボしが21

三条通り

道
の
ぎ
ら
す
や

奈良
県庁

奈良女子大学

春日ホテル

興福寺

関西
アーバン銀行

近鉄
奈良

やまと会議室
奈良

商工会議所

N

奈良市登大路町３６

最寄駅
近鉄「奈良駅」より徒歩1分

❹やまと会議室

N
ヨドバシ
カメラ

JR
大阪

田
梅
西

梅田
駅

ハービス
OSAKA

阪神
百貨店

ザ・リッツ・
カールトン大阪

毎日
新聞

日本弁理士会近畿支部

三井ガーデン
ホテル大阪堂島

パシフィックス
マークス西梅田

大阪市北区梅田
3-3-20｠明治安田生命
大阪梅田ビル25階
最寄駅
ＪＲ環状線・京都線・神戸線「大阪駅」
より徒歩10分
大阪メトロ四ツ橋線「西梅田駅」より
徒歩8分・御堂筋線「梅田駅」より
徒歩10分
阪神線「梅田駅」より徒歩10分

※地下道からお越しの方は
  OsakaGardenCity　番号「６－
３０」を目印にお越しください

❶
N

ヨドバシ
カメラ

JR
大阪

TKPガーデンシティ
PREMIUM大阪駅前

田
梅
西

梅田
駅

ハービス
OSAKA

ブリーゼ
ブリーゼ

南海部品

日本弁理士会
近畿支部

阪神
百貨店

ザ・リッツ・
カールトン
大阪

毎日
新聞

パシフィックス
マークス西梅田

大阪市北区
曽根崎新地2-3-21
axビル 4F
最寄駅
ＪＲ環状線・京都線・神戸線「大阪駅」
より徒歩5分
大阪メトロ四つ橋線「西梅田駅」より
徒歩3分・谷町線「東梅田駅」
より徒歩8分 
阪神線「梅田駅」より徒歩5分

❷

奈  良 10/27■土

 

和歌山商工会議所

市役所

けやき大通り

中央郵便局
和歌山城

大同生命ビル

南海
和歌山市

消防署
毎日新聞

至JR和歌山

N
和歌山市西汀丁
36

最寄駅
JR「和歌山駅」より和歌山バス
にて約10分「市役所前」下車
すぐ
南海「和歌山市駅」より
和歌山バスにて約10分
「市役所前」下車すぐ

❻和歌山商工会議所

三宮
駅

三宮
駅

東遊
園地

公園

三ノ
宮駅

神戸
市役
所

ポ
ー
ト
ラ
イ
ナ
ー

阪急
神戸
線

JR神
戸線

磯上
公園

球技
場

三宮コンベン
ションセンター

 
N

神戸市中央区
磯辺通2-2-10 
ワンノットトレーズビル5F
最寄駅
ポートライナー「貿易センター
駅より徒歩約1分
JR神戸線「三ノ宮駅」・阪急
「三宮駅」・阪神「三宮駅」
神戸市営地下鉄西神・山手線
「三宮駅」／海岸線「三宮・
花時計前駅」より徒歩約10分

❼三宮コンベンションセンター

KRP西地区  ルーム1
五条通
スシロー

TSUTAYA

花屋町通

通
本
千
新

通
松
本
七

口
波
丹
JR

京都リサーチパーク西地区

区
地
東

館
号
４

N
京都市下京区
中堂寺粟田町93　
4号館2階

最寄駅
JR山陰本線「丹波口駅」
より徒歩5分

❺京都リサーチパーク

交流会では、「日頃問題に感じている知財に関する事柄」「知財
制度の相談」等について、弁理士と気軽にお話しいただけます。
情報収集等にぜひお役立てください。
※軽食付き、無料、先着 30 名まで

大阪 基礎編・外国編 大阪 応用編
日本弁理士会近畿支部 TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅前

会場MAP

セミナー終了後～18：00

セミナー終了後～18：00

近畿支部
パテントセミナー 2018
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著作権入門  ～身近な場面で学ぶ、最初の一歩の著作権～9/29（土）
10：00～12：30

毎日の業務や日常で遭遇しそうな場面を題材にして、著作権の気になるポイントを整理しましょう。配布
資料は書き込み式です。筆記用具（色分けできるもの）をお持ちいただきますと、よりお楽しみいただけ
ると思います。

テーマ・内 容開催日時

第
1
回

講　師
弁理士

吉岡 亜紀子

特許・実用新案入門10/20（土）
10：00～12：30

知的財産の分野における初心者の方を対象に、簡単な事例を通じて、特許実用新案の基礎について解説
します。本セミナーでは、J-PlatPatを活用した特許調査の概要についても、併せて説明します。

第
2
回

弁理士

淡路 俊作

意匠・商標制度入門  
～Ｊ－ＰｌａｔＰａｔを利用した調査から出願まで～10/20（土）

14：00～16：30 「意匠」と「商標」の制度概要を簡単に説明するとともに、Ｊ－ＰｌａｔＰａｔを利用した調査の基本から出願書類
の作成のポイントまで、実際の事例に則して、分かりやすく解説します。

第
3
回

弁理士

岡村 美穂

大阪パテントセミナー （会場：日本弁理士会近畿支部） 定員：140名基礎編MAP
●❶

すべての日本企業に捧げる！ グローバル特許出願戦略9/29（土）
14：00～16：30

グローバル化した現在、外国特許の戦略的取得は重要ミッションです。本セミナーでは、主要国の特許制
度を俯瞰し、出願の方法、出願国の選定、翻訳時の注意点、審査手続等について、費用対効果を考慮して
解説します。

テーマ・内 容開催日時

第
1
回

講　師
弁理士

上羽 秀敏

日米欧中における記載要件と補正要件11/10（土）
10：00～12：30

特許の記載要件（サポート要件、実施可能要件、明確性要件）と、補正要件（新規事項）について、条文、審
査基準、裁判例等を参照しつつ、日米欧中の４カ国・地域について比較、解説します。

第
2
回

弁理士

佃 誠玄

外国商標入門から応用まで
～海外進出を検討中の企業が知っておきたい３つのポイント～11/10（土）

14：00～16：30 外国商標について、海外進出企業が、いつの段階でどのような準備が必要か、ポイントを解説します。主要国
（中、韓、台、ＵＳ、欧州など）と、日本との商標制度を対比しつつ、重要ポイントをわかりやすく解説します。

第
3
回

弁理士

石川 克司

大阪パテントセミナー （会場：日本弁理士会近畿支部） 定員：140名外国編

これまでと、どこが違う？  
人工知能・ＩｏＴ技術のビジネスを守る知的財産とは？10/13（土）

14：00～16：30 人工知能（ＡＩ）・ＩｏＴ技術を用いるビジネスには、これまでの「技術を特許で守る」というより、「特許を含む
知的財産権でビジネスを守る」という観点が必要となっています。そのような状況と対処を解説します。

テーマ・内 容開催日時

第
1
回

講　師
弁理士

酒井 將行

商標権侵害の法的対応の現場と実際 
～当事者目線からどのように対応すべきか～12/8（土）

14：00～16：30 商標権侵害問題に直面した際の法的な対応について、実際に体験し処理してきた事案等を念頭に「実務」の「現
場の処理」の有り様について解説します。また、最近の幾つかの特徴的な商標権侵害案件にも言及します。

第
2
回

弁護士・弁理士

三山 峻司

知的財産契約のツボ12/15（土）
14：00～16：30

近頃は、各種契約書のひな形があふれていますが、ひな形のままでは、契約書として意味をなしません。
本セミナーでは、具体的な事例をもとに、知的財産契約のツボ、契約実務の悩ましさ・面白さ・奥深さをお
伝えします。

第
3
回

弁護士・弁理士

森本 純 

大阪パテントセミナー （会場：TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅前） 定員：200名応用編

MAP
●❶

MAP
●❷

☆☆★★★

☆☆★★★

☆☆★★★

☆★★★☆

☆☆★★★

☆★★★☆

★★☆☆☆

★★☆☆☆

★★☆☆☆

滋賀パテントセミナー（会場：コラボしが２１） 定員：200名MAP
●❸

ＡＩ・ＩｏＴ時代の効果的な特許出願  
～ 明細書の作成から拒絶理由への対応まで ～10/6（土）

10：00～12：30 ＡＩやＩｏＴが普及しコンピュータ関連の特許出願の必要性が高まっていますが、ＡＩやＩｏＴには少し特異性があり
ます。そこで、明細書を自作する方にも弁理士に依頼する方にも有意義なコツや留意点をお話します。

テーマ・内 容開催日時

午
前
の
部

講　師
弁理士

坂田 泰弘

すぐに役立つ！ 中小企業知財法務の全て
～ 知財契約と著作権を中心に ～10/6（土）

14：00～16：30 中小企業における知財法務のアウトラインとともに、実際の相談事例や裁判例をもとに、知財契約と著作
権の分野を中心に留意すべきポイントを分かり易く解説します。

午
後
の
部

弁護士・弁理士

樋口 真也

セミナー終了後に、参加者と弁理士との交流会（軽食付き、無料、先着30名まで）を行います。

☆★★★☆

★★★☆☆

京都パテントセミナー（会場：京都リサーチパーク） 定員：120名MAP
●❺

これだけは押さえておこう！ 
事例で理解する企業活動における著作権入門  11/3（土）

10：00～12：30 インターネットの普及により、あらゆる業種で著作権が企業活動と深く結びつくようになりました。このセミナー
では、初めての人でも理解できるように、事例を中心として、企業活動と著作権の関係について説明します。

テーマ・内 容開催日時

午
前
の
部

講　師
弁理士

松下 正

中小企業における知財戦略コンサルティングの活用法と成功例11/3（土）
14：00～16：30

大企業や模倣品との競争に勝ち抜くための武器として、知的財産権が役立ちます。本セミナーでは、強い
知的財産権を獲得し競争優位性を築き成長するための知財戦略コンサルティング活用法を、実例も交え
て解説します。

午
後
の
部

弁理士

西原 広徳

セミナー終了後に、参加者と弁理士との交流会（軽食付き、無料、先着30名まで）を行います。

●知財広め隊（セミナー終了後～18：00）

●知財広め隊（セミナー終了後～18：00）

★★★☆☆

★★★☆☆

兵庫パテントセミナー（会場：三宮コンベンションセンター） 定員：90名MAP
●❼❼❼❼

米国先進企業のAI特許を通じて学ぶ
米国でのAI特許権利化のポイント  12/1（土）

10：00～12：30 米国ではAIの技術開発が盛んに行われています。AIは自動運転、医療、e-コマース、金融、化学等様々な分野
に及びます。本セミナーでは米国先進企業のAI特許を通じて米国でのAI特許権利化のコツを解説します。

テーマ・内 容開催日時

午
前
の
部

講　師
弁理士

河野 英仁

知れば知るほど面白い外国特許制度のポイント
～ ASEAN、中国、インド ～12/1（土）

14：00～16：30 新興国の特許制度や実務は、日本とかなり異なる点があります。講師が現地の特許庁や特許事務所を訪問して得た
情報も交えながら、ASEAN主要国、中国、インドの特許・実用新案のポイントをわかりやすく解説します。

午
後
の
部

弁理士

井上 一生

☆☆★★★

☆★★★☆

奈良パテントセミナー（会場：やまと会議室） 定員：75名MAP
●❹

知財ミックスによる権利保護10/27（土）
14：00～16：30

技術の優位性だけではモノが売れない時代、技術だけではなくデザイン・ネーミング・ブランドを組み合わせた知財
ミックス戦略が重要となります。知的財産の補完と相乗で創作の成果物を適切に保護し、事業に活用しましょう。

テーマ・内 容開催日時 講　師
弁理士
松山 徳子
★★★☆☆

和歌山パテントセミナー（会場：和歌山商工会議所） 定員：50名MAP
●❻

ＣＳ（コンピュータ・ソフトウェア）技術分野の知的財産権 ～ 基礎から少し難しいところまで ～11/17（土）
14：00～16：30

情報処理技術分野における知的財産権の基本的な内容について、特許権を中心に説明します。また、自社技術の保護
及び活用の方法、知らなかったでは済まされない他人の権利の侵害などの事業に即した事柄について説明します。

テーマ・内 容開催日時 講　師
弁理士
向林 伸啓
★★☆☆☆

初心者 ←☆☆☆☆☆→ 上級者●オススメ対象者の見方● 参加者の知識度に合わせて★印で表記しています。
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著作権入門  ～身近な場面で学ぶ、最初の一歩の著作権～9/29（土）
10：00～12：30

毎日の業務や日常で遭遇しそうな場面を題材にして、著作権の気になるポイントを整理しましょう。配布
資料は書き込み式です。筆記用具（色分けできるもの）をお持ちいただきますと、よりお楽しみいただけ
ると思います。

テーマ・内 容開催日時

第
1
回

講　師
弁理士

吉岡 亜紀子

特許・実用新案入門10/20（土）
10：00～12：30

知的財産の分野における初心者の方を対象に、簡単な事例を通じて、特許実用新案の基礎について解説
します。本セミナーでは、J-PlatPatを活用した特許調査の概要についても、併せて説明します。

第
2
回

弁理士

淡路 俊作

意匠・商標制度入門  
～Ｊ－ＰｌａｔＰａｔを利用した調査から出願まで～10/20（土）

14：00～16：30 「意匠」と「商標」の制度概要を簡単に説明するとともに、Ｊ－ＰｌａｔＰａｔを利用した調査の基本から出願書類
の作成のポイントまで、実際の事例に則して、分かりやすく解説します。

第
3
回

弁理士

岡村 美穂

大阪パテントセミナー （会場：日本弁理士会近畿支部） 定員：140名基礎編MAP
●❶

すべての日本企業に捧げる！ グローバル特許出願戦略9/29（土）
14：00～16：30

グローバル化した現在、外国特許の戦略的取得は重要ミッションです。本セミナーでは、主要国の特許制
度を俯瞰し、出願の方法、出願国の選定、翻訳時の注意点、審査手続等について、費用対効果を考慮して
解説します。

テーマ・内 容開催日時

第
1
回

講　師
弁理士

上羽 秀敏

日米欧中における記載要件と補正要件11/10（土）
10：00～12：30

特許の記載要件（サポート要件、実施可能要件、明確性要件）と、補正要件（新規事項）について、条文、審
査基準、裁判例等を参照しつつ、日米欧中の４カ国・地域について比較、解説します。

第
2
回

弁理士

佃 誠玄

外国商標入門から応用まで
～海外進出を検討中の企業が知っておきたい３つのポイント～11/10（土）

14：00～16：30 外国商標について、海外進出企業が、いつの段階でどのような準備が必要か、ポイントを解説します。主要国
（中、韓、台、ＵＳ、欧州など）と、日本との商標制度を対比しつつ、重要ポイントをわかりやすく解説します。

第
3
回

弁理士

石川 克司

大阪パテントセミナー （会場：日本弁理士会近畿支部） 定員：140名外国編

これまでと、どこが違う？  
人工知能・ＩｏＴ技術のビジネスを守る知的財産とは？10/13（土）

14：00～16：30 人工知能（ＡＩ）・ＩｏＴ技術を用いるビジネスには、これまでの「技術を特許で守る」というより、「特許を含む
知的財産権でビジネスを守る」という観点が必要となっています。そのような状況と対処を解説します。

テーマ・内 容開催日時

第
1
回

講　師
弁理士

酒井 將行

商標権侵害の法的対応の現場と実際 
～当事者目線からどのように対応すべきか～12/8（土）

14：00～16：30 商標権侵害問題に直面した際の法的な対応について、実際に体験し処理してきた事案等を念頭に「実務」の「現
場の処理」の有り様について解説します。また、最近の幾つかの特徴的な商標権侵害案件にも言及します。

第
2
回

弁護士・弁理士

三山 峻司

知的財産契約のツボ12/15（土）
14：00～16：30

近頃は、各種契約書のひな形があふれていますが、ひな形のままでは、契約書として意味をなしません。
本セミナーでは、具体的な事例をもとに、知的財産契約のツボ、契約実務の悩ましさ・面白さ・奥深さをお
伝えします。

第
3
回

弁護士・弁理士

森本 純 

大阪パテントセミナー （会場：TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅前） 定員：200名応用編

MAP
●❶

MAP
●❷

☆☆★★★

☆☆★★★

☆☆★★★

☆★★★☆

☆☆★★★

☆★★★☆

★★☆☆☆

★★☆☆☆

★★☆☆☆

滋賀パテントセミナー（会場：コラボしが２１） 定員：200名MAP
●❸

ＡＩ・ＩｏＴ時代の効果的な特許出願  
～ 明細書の作成から拒絶理由への対応まで ～10/6（土）

10：00～12：30 ＡＩやＩｏＴが普及しコンピュータ関連の特許出願の必要性が高まっていますが、ＡＩやＩｏＴには少し特異性があり
ます。そこで、明細書を自作する方にも弁理士に依頼する方にも有意義なコツや留意点をお話します。

テーマ・内 容開催日時

午
前
の
部

講　師
弁理士

坂田 泰弘

すぐに役立つ！ 中小企業知財法務の全て
～ 知財契約と著作権を中心に ～10/6（土）

14：00～16：30 中小企業における知財法務のアウトラインとともに、実際の相談事例や裁判例をもとに、知財契約と著作
権の分野を中心に留意すべきポイントを分かり易く解説します。

午
後
の
部

弁護士・弁理士

樋口 真也

セミナー終了後に、参加者と弁理士との交流会（軽食付き、無料、先着30名まで）を行います。

☆★★★☆

★★★☆☆

京都パテントセミナー（会場：京都リサーチパーク） 定員：120名MAP
●❺

これだけは押さえておこう！ 
事例で理解する企業活動における著作権入門  11/3（土）

10：00～12：30 インターネットの普及により、あらゆる業種で著作権が企業活動と深く結びつくようになりました。このセミナー
では、初めての人でも理解できるように、事例を中心として、企業活動と著作権の関係について説明します。

テーマ・内 容開催日時

午
前
の
部

講　師
弁理士

松下 正

中小企業における知財戦略コンサルティングの活用法と成功例11/3（土）
14：00～16：30

大企業や模倣品との競争に勝ち抜くための武器として、知的財産権が役立ちます。本セミナーでは、強い
知的財産権を獲得し競争優位性を築き成長するための知財戦略コンサルティング活用法を、実例も交え
て解説します。

午
後
の
部

弁理士

西原 広徳

セミナー終了後に、参加者と弁理士との交流会（軽食付き、無料、先着30名まで）を行います。

●知財広め隊（セミナー終了後～18：00）

●知財広め隊（セミナー終了後～18：00）

★★★☆☆

★★★☆☆

兵庫パテントセミナー（会場：三宮コンベンションセンター） 定員：90名MAP
●❼❼❼❼

米国先進企業のAI特許を通じて学ぶ
米国でのAI特許権利化のポイント  12/1（土）

10：00～12：30 米国ではAIの技術開発が盛んに行われています。AIは自動運転、医療、e-コマース、金融、化学等様々な分野
に及びます。本セミナーでは米国先進企業のAI特許を通じて米国でのAI特許権利化のコツを解説します。

テーマ・内 容開催日時

午
前
の
部

講　師
弁理士

河野 英仁

知れば知るほど面白い外国特許制度のポイント
～ ASEAN、中国、インド ～12/1（土）

14：00～16：30 新興国の特許制度や実務は、日本とかなり異なる点があります。講師が現地の特許庁や特許事務所を訪問して得た
情報も交えながら、ASEAN主要国、中国、インドの特許・実用新案のポイントをわかりやすく解説します。

午
後
の
部

弁理士

井上 一生

☆☆★★★

☆★★★☆

奈良パテントセミナー（会場：やまと会議室） 定員：75名MAP
●❹

知財ミックスによる権利保護10/27（土）
14：00～16：30

技術の優位性だけではモノが売れない時代、技術だけではなくデザイン・ネーミング・ブランドを組み合わせた知財
ミックス戦略が重要となります。知的財産の補完と相乗で創作の成果物を適切に保護し、事業に活用しましょう。

テーマ・内 容開催日時 講　師
弁理士
松山 徳子
★★★☆☆

和歌山パテントセミナー（会場：和歌山商工会議所） 定員：50名MAP
●❻

ＣＳ（コンピュータ・ソフトウェア）技術分野の知的財産権 ～ 基礎から少し難しいところまで ～11/17（土）
14：00～16：30

情報処理技術分野における知的財産権の基本的な内容について、特許権を中心に説明します。また、自社技術の保護
及び活用の方法、知らなかったでは済まされない他人の権利の侵害などの事業に即した事柄について説明します。

テーマ・内 容開催日時 講　師
弁理士
向林 伸啓
★★☆☆☆

初心者 ←☆☆☆☆☆→ 上級者●オススメ対象者の見方● 参加者の知識度に合わせて★印で表記しています。
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申込方法

日本弁理士会近畿支部は、知的創造活動の普及と促進の一環として、
一般の方々に広く知的財産権を理解していただけるよう、特許等に関
するセミナーを開催します。
滋賀及び京都では、セミナー終了後に、参加者と弁理士との交流会
（軽食付き、無料）を行います。

対 象
どなたでも

事前申込制
（先着順）

参加費
無料

近畿経済産業局、独立行政法人 工業所有権情報・研修館 近畿統括本部、中小機構 近畿、大津商工会議所、京都商工会議所、大阪商工会議所
神戸商工会議所、奈良商工会議所、和歌山商工会議所、一般社団法人滋賀県発明協会、一般社団法人京都発明協会、一般社団法人大阪発明協会
一般社団法人兵庫県発明協会、一般社団法人奈良県発明協会、一般社団法人和歌山県発明協会

日本弁理士会近畿支部
パテントセミナー申込係
TEL.06-6446-1201
FAX.06-6443-9912
URL http://www.kjpaa.jp/

後　援

大 阪 滋  賀 10/ 6 ■土

基礎編  9 /29■土　10/20■土

外国編  9 /29■土　11/10■土

応用編 10/13■土　
12/ 8 ■土　12/15■土

京  都 11/ 3 ■土

兵  庫 12/ 1 ■土

和歌山 11/17■土

お問い合せ先日　程

〒530-0001　大阪市北区梅田3-3-20
明治安田生命大阪梅田ビル25階
※上記ＴＥＬ/ＦＡＸ番号はパテントセミナー専用です。
　知的財産権に関するご相談等は 
　TEL:06-6453-8200 にお電話ください。※セミナーごとに会場が異なります。詳しくは裏面の会場マップをご覧ください。

FAX

＠

□ □

TELふりがな

お名前

ご住所
□勤務先 □ご自宅

E-mail

所属部署名

勤務先

今後、日本弁理士会近畿支部が行う講演会・
セミナー等の案内を希望されますか？

※当セミナーの追加案内をさせていただく場合
がございますので、なるべくご記入願います。

●個人情報保護の観点から、記入いただきました情報は厳重に管理し、当該事業以外の目的に用いません。●お申し込み後は参加証を発行致しませんので直接会場にお越
しください。●定員となり次第、締め切らせていただきますのでご了承願います。●会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

各セミナー 日　時

滋　賀

チェック欄
10/ 6 （土） 10：00～12：30午前の部

MAP●❸ 10/ 6 （土） 14：00～16：30午後の部

京  都
11/ 3 （土） 10：00～12：30午前の部

MAP●❺ 11/ 3 （土） 14：00～16：30午後の部

10/ 6 （土）交 流 会

11/ 3 （土）交 流 会

兵  庫 12/ 1 （土） 10：00～12：30午前の部
MAP●❼

12/ 1 （土） 14：00～16：30午後の部

和歌山 MAP●❻ 11/17（土） 14：00～16：30

奈  良 MAP●❹ 10/27（土） 14：00～16：30

各セミナー 日　時

大　阪

チェック欄
 9 /29（土） 10：00～12：30第1回

MAP●❶ 10/20（土） 10：00～12：30第2回

10/20（土） 14：00～16：30第3回
基礎編

大　阪  9 /29（土） 14：00～16：30第1回

MAP●❶ 11/10（土） 10：00～12：30第2回

11/10（土） 14：00～16：30第3回
外国編

大　阪 10/13（土） 14：00～16：30第1回

MAP●❷ 12/ 8 （土） 14：00～16：30第2回

12/15（土） 14：00～16：30第3回
応用編

日本弁理士会近畿支部
パテントセミナー申込係 FAX.06-6443-9912パテントセミナー2018申込書

●❶ホームページ
●❷   FAX

日本弁理士会近畿支部のホームページ（http://www.kjpaa.jp/）よりお申込みください。
ご希望講座を下記表右のチェック欄に○を入れ、必要事項をご記入の上、お送りください。

※会場へは公共交通機関をご利用ください。
※QRコードを読み込むと各会場の地図情報がご覧になれます。
　一部の機種ではご覧になれない場合もあります。

滋賀・京都会場では、「知財広め隊」交流会を開催します。

創
造
無
限
大
。

日本弁理士会近畿支部 主催

大津市勤労者
体育センター

毎日新聞社
大津支店大津中央

郵便局

湖岸道路
至浜大津

石場駅

NHK

公園

びわ湖ホール

GS

コラボしが21

N

大津市打出浜２－１

最寄駅
京阪電鉄「石場駅」より
徒歩3分

❸コラボしが21

三条通り

道
の
ぎ
ら
す
や

奈良
県庁

奈良女子大学

春日ホテル

興福寺

関西
アーバン銀行

近鉄
奈良

やまと会議室
奈良

商工会議所

N

奈良市登大路町３６

最寄駅
近鉄「奈良駅」より徒歩1分

❹やまと会議室

N
ヨドバシ
カメラ

JR
大阪

田
梅
西

梅田
駅

ハービス
OSAKA

阪神
百貨店

ザ・リッツ・
カールトン大阪

毎日
新聞

ハハ

毎毎毎日
新聞新聞

日本弁理士会近畿支部

三井ガーデン
ホテル大阪堂島

パシフィックス
マークス西梅田

大阪市北区梅田
3-3-20｠明治安田生命
大阪梅田ビル25階
最寄駅
ＪＲ環状線・京都線・神戸線「大阪駅」
より徒歩10分
大阪メトロ四ツ橋線「西梅田駅」より
徒歩8分・御堂筋線「梅田駅」より
徒歩10分
阪神線「梅田駅」より徒歩10分

※地下道からお越しの方は
  OsakaGardenCity　番号「６－
３０」を目印にお越しください
  OsakaGardenCity　番

❶
N

ヨドバシ
カメラ

JR
大阪

TKPガーデンシティ
PREMIUM大阪駅前

田
梅
西

梅田
駅

ハービス
OSAKA

ブリーゼ
ブリーゼ

南海部品

日本弁理士会
近畿支部

阪神
百貨店

ザ・リッツ・
カールトン
大阪

毎日
新聞

ハハハ

毎毎毎日
新聞新聞

パシフィックス
マークス西梅田

大阪市北区
曽根崎新地2-3-21
axビル 4F
最寄駅
ＪＲ環状線・京都線・神戸線「大阪駅」
より徒歩5分
大阪メトロ四つ橋線「西梅田駅」より
徒歩3分・谷町線「東梅田駅」
より徒歩8分 
阪神線「梅田駅」より徒歩5分

❷

奈  良 10/27■土

 

和歌山商工会議所

市役所

けやき大通り

中央郵便局
和歌山城

大同生命ビル

南海
和歌山市

消防署
毎日新聞

至JR和歌山

N
和歌山市西汀丁
36

最寄駅
JR「和歌山駅」より和歌山バス
にて約10分「市役所前」下車
すぐ
南海「和歌山市駅」より
和歌山バスにて約10分
「市役所前」下車すぐ

❻和歌山商工会議所

三宮
駅

三宮
駅

東遊
園地

公園

三ノ
宮駅

神戸
市役
所

ポ
ー
ト
ラ
イ
ナ
ー

阪急
神戸
線

JR神
戸線

磯上
公園

球技
場

三宮コンベン
ションセンター

 
N

神戸市中央区
磯辺通2-2-10 
ワンノットトレーズビル5F
最寄駅
ポートライナー「貿易センター
駅より徒歩約1分
JR神戸線「三ノ宮駅」・阪急
「三宮駅」・阪神「三宮駅」
神戸市営地下鉄西神・山手線
「三宮駅」／海岸線「三宮・
花時計前駅」より徒歩約10分

❼三宮コンベンションセンター

KRP西地区  ルーム1
五条通
スシロー

TSUTAYA

花屋町通

通
本
千
新

通
松
本
七

口
波
丹
JR

京都リサーチパーク西地区

区
地
東

館
号
４

N
京都市下京区
中堂寺粟田町93　
4号館2階

最寄駅
JR山陰本線「丹波口駅」
より徒歩5分

❺京都リサーチパーク

交流会では、「日頃問題に感じている知財に関する事柄」「知財
制度の相談」等について、弁理士と気軽にお話しいただけます。
情報収集等にぜひお役立てください。
※軽食付き、無料、先着 30 名まで

大阪 基礎編・外国編 大阪 応用編
日本弁理士会近畿支部 TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅前

会場MAP

セミナー終了後～18：00

セミナー終了後～18：00
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あなたは知的財産をビジネスに活かせますか？
という問い掛けに応えたい

知的財産経営サロン

先着５０名様

個人事業主、企業経営者、
企業担当者（知財担当者に限りません）

参加をご希望の方は裏面よりお申込みください。

お問い合わせ

●愛知県産業労働部産業科学技術課研究開発支援グループ（担当：近藤・三輪）
電話052-954-6370

●日本弁理士会東海支部 事務局（担当：西澤） 電話052-211-3110

愛知県・日本弁理士会東海支部主催 協力 公益社団法人 愛知県中小企業診断士協会

知的財産経営サロンとは、企業の方と弁理士が、少人数のグループ制で、知的財産を題材に語り合う勉強会です。 「知的財
産って何？」という素朴な疑問から、「企業で活用するにはどうしたらいい？」など実践的な質問まで広く勉強できます。毎月１回
開催。サロンの参加費は無料です。

参加費無料

日時・会場 内　　容 講　師　等
平成３０年　７月１９日（木）

　１７：００～１８：１０

　名古屋商工会議所5F会議室

○知的財産権を活用した融資と事例のご紹介
～日本公庫国民生活事業のご案内～

○知的財産で業績ＵＰのための知的財産経営
サロン、弁理士知財キャラバンの活用法

日本政策金融公庫
名古屋ビジネスサポートプラザ
　所長　津村　慎一　氏
日本弁理士会東海支部
知的財産支援委員会
　副委員長　加藤　光宏

　１８：３０～２０：００

　　　名商グリル
　（名古屋商工会議所2F）

○異業種交流会
※飲食代として会費３，０００円をいただきます。

日本弁理士会東海支部所属弁理士
－知的財産支援委員・
　知的財産支援キャラバン隊員等－

第2回

平成３０年　８月２３日（木）
　１７：３０～１９：００
日本弁理士会東海支部会議室
　　（名古屋商工会議所8F）

中小企業に知財って必要？
～その認識が危険かもしれない！？～

日本弁理士会東海支部所属弁理士
－知的財産支援委員・
　知的財産支援キャラバン隊員等－

第3回

平成３０年　９月２０日（木）
　１７：３０～１９：００
日本弁理士会東海支部会議室
　（名古屋商工会議所8F）

新商品の落とし穴
～発売前のチェックポイント～

日本弁理士会東海支部所属弁理士
－知的財産支援委員・
　知的財産支援キャラバン隊員等－

第4回

平成３０年１０月１８日（木）
　１７：３０～１９：００
日本弁理士会東海支部会議室
　（名古屋商工会議所8F）

社長さんのお困りごと
～経営者はつらいよ～

日本弁理士会東海支部所属弁理士
－知的財産支援委員・
　知的財産支援キャラバン隊員等－
愛知県中小企業診断士協会所属
　中小企業診断士

第5回

平成３０年１１月１５日（木）
　１７：３０～１９：００
日本弁理士会東海支部会議室
　（名古屋商工会議所8F）

自社の宝探し
～社内の知的財産を発掘せよ～

日本弁理士会東海支部所属弁理士
－知的財産支援委員・
　知的財産支援キャラバン隊員等－

第6回
平成３０年１２月２０日（木）
　　　時間・会場未定 知財活用セミナー、見学会等 講師未定

第7回

平成３１年　１月１７日（木）
　１７：３０～１９：００
日本弁理士会東海支部会議室
　（名古屋商工会議所8F）

商標・意匠の重要性を知る
～企業価値を高めるブランド＆デザイン～

日本弁理士会東海支部所属弁理士
－知的財産支援委員・
　知的財産支援キャラバン隊員等－

平成３１年　２月（日は未定）

　１７：００～１８：１０

　名古屋商工会議所

　　（会議室未定）

○閉講式・クロージングセミナー
　　　　（テーマ未定）

講師未定

　１８：３０～２０：００

　　　名商グリル
　（名古屋商工会議所2F）

○交流会
※飲食代として会費３，０００円をいただきます。

日本弁理士会東海支部所属弁理士
－知的財産支援委員・
　知的財産支援キャラバン隊員等－

第1回

第8回

東海支部
知的財産経営サロン
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上記にご記入の上メール、ＦＡＸ又は郵送にて下記送付先までご返送下さい。また、日本弁理士会東海支部のHPから
WEB申込みができます。
申込期限：各回開催日の４日前まで
申 込 先：日本弁理士会東海支部
〒４６０－０００８ 愛知県名古屋市中区栄２－１０－１９ 名古屋商工会議所 ８階

電話０５２－２１１－３１１０ ＦＡＸ０５２－２２０－４００５ e-mail: info-tokai@jpaa.or.jp http: //www.jpaa-tokai.jp/
※第６回のみ

愛知県 産業労働部 産業科学技術課 研究開発支援グループ 電話052-954-6370 FAX 052-954-6977

申込方法
※駐車場はご用意しておりませんので、公共交通機関をご利用下さい。

『知的財産経営サロン』 申込書
貴社名 従業員数 

業種（できるだけ具体的に） 

ご参加者氏名 役職 

住所 〒    －   

電 話（      ）    － 

ＦＡＸ（      ）    － 

電子メール（原則ご連絡はメールで差し上げます） 

Ｑ．知的財産権（特許権、商標権、意匠権など）に関する活動（権利取得、権利行使、侵害調査など）を行ったことがありま

すか？（□にチェックをつけて下さい） 

□ 日常的に行っている   □ 時々行っている   □ 数回なら行ったことがある   □ ない 

Ｑ．会社の経営にあたって、知的財産権に関する活動の必要性を感じていますか？（□にチェックをつけて下さい） 

□ 強く感じている   □ 少し感じている   □ あまり感じていない   □ まったく感じていない 

その他ご要望，ご質問等があればご記入下さい。 

 
会場地図

名古屋商工会議所（名古屋市中区栄2-10-19）
※地下鉄伏見駅（東山線・鶴舞線）下車 （名古屋駅より東
山線で1区間）5番出口より南へ徒歩5分

会場地図※第６回のみ
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 知的財産経営サロン 
2018 年 10 月 25 日(木)15~17 時 
ものづくり創造拠点 SENTAN  

（豊田市挙母町２－１－１） 

 

【参加費】無料   【定員】３０名 
 

セミナーでもない、個別相談でもない、座談会形式で、皆さまの

技術・デザイン・ネーミングなどのアイデアについて、どのようにビジネス

に活かすのか、話をしてみませんか︖ 

「知的財産経営サロン」は、年に８回、名古屋商⼯会議所にて開催してお

り、毎回好評を博しております。 

 愛知県内において名古屋市以外では、豊田市が初の開催となります。 

 

 
【参加対象】 
中小企業の経営者 
知的財産・開発担当者 
⾦融機関の⽀援担当者 
など、 

 

そもそも知的財産について
何を相談してよいか分から
ないよ。 

 

出願はしてるけど、自社の
利益になってるかな︖ 

 

他の⼈はどうしてるの︖ 

 

弁理⼠と知り合いになりた
いな…。 

 

…などと 
思われている⽅に︕ 

 

 
 

お気軽にお問合せください。お申込みは、裏面よりお願いします。 

主催 愛知県 豊田市 日本弁理士会東海支部 

愛知県 産業労働部産業科学技術課研究開発支援グループ ☎０５２－９５４－６３７０ 

豊田市役所 産業部ものづくり産業振興課 ☎０５６５－４７－１２５０ 

日本弁理士会東海支部 事務局（担当：西澤） ☎０５２－２１１－３１１０ 

 

出
張 in 豊田 

東海支部
知的財産経営サロン in 豊田
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貴社名

業種

（ふりがな）

参加者ご氏名

住所 （〒    －      ）

電話

ＦＡＸ

メールアドレス

『出張 知的財産経営サロン』 

申込書 

電話、または上記事項をご記入の上、メール・FAX でお申し込み下さい。 

日本弁理士会東海支部 事務局（担当：西澤） 

TEL ０５２－２１１－３１１０ 

FAX ０５２－２２０－４００５ 

e-mail info-tokai@jpaa.or.jp 
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＜＜静静岡岡会会場場＞＞BB--nneesstt  静静岡岡市市産産学学交交流流セセンンタターー  大大会会議議室室（静岡市葵区御幸町 3 番地の 21 ペガサート７階） 
＜＜浜浜松松会会場場＞＞アアククトトシシテティィ浜浜松松＜＜ＤＤゾゾーーンン＞＞研研修修交交流流セセンンタターー（浜松市中区板屋町 111-1）   
          （（第第１１回回））5511 研研修修交交流流室室  （（第第２２回回））440011 会会議議室室  （（第第３３回回））5522 研研修修交交流流室室 

＜＜対対  象象＞＞一一般般  、、県県おおよよびび市市町町村村のの公公的的機機関関のの関関係係者者、、中中小小企企業業のの経経営営者者・・知知財財兼兼務務者者、、  

          知知財財関関係係者者ななどど  （（定定員員６６００名名））  

＜＜時時  間間＞＞１１８８：：３３００～～２２００：：３３００（（受受付付開開始始１１８８：：１１５５））  

＜＜参参加加費費＞＞無無料料  ※※静静岡岡会会場場第第２２回回セセミミナナーー終終了了後後にに交交流流会会ををホテルシティオ静岡２ＦＮｅＩＬで開催（会費 1,000 円）。  

＜＜講講  師師＞＞東海支部所属の静静岡岡県県弁弁理理士士（（東東海海支支部部知知的的財財産産支支援援キキャャララババンン隊隊員員））  

          静静岡岡会会場場第第２２回回・・浜浜松松会会場場第第１１回回講講師師  小小島島  博博美美  氏氏  
          （（富富士士宮宮市市  商商工工振振興興課課  知知的的財財産産ココーーデディィネネーータターー静静岡岡大大学学  情情報報学学部部  非非常常勤勤講講師師  

            ・・元元キキヤヤノノンン株株式式会会社社  生生産産設設計計技技術術セセンンタターー））  

＜＜主主  催催＞＞日日本本弁弁理理士士会会東東海海支支部部＜＜運運営営  日日本本弁弁理理士士会会東東海海支支部部静静岡岡県県委委員員会会＞＞  

＜＜後後  援援＞＞公公益益財財団団法法人人  浜浜松松地地域域イイノノベベーーシショョンン推推進進機機構構（（浜浜松松会会場場ののみみ）） 

＜会場地図・申込方法・申込書は裏面に掲載＞ 

 

参加

無料 

連携による知的財産の有効活用への支援 
日本弁理士会東海支部では、中小・ベンチャー企業関係者及び一般の方々を対象に、特許、意匠、商標を中心

とする知的財産全般について、専門家である弁理士がテーマごとにわかりやすく解説する市民講座を開催しま

す。奮ってご参加ください。  

※パテント【patent】とは、特許及び特許権のことです。 

※知的財産（知財）権とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の総称である工業所有権（産業財産権）に育成者権、著作権等を含めた総称です。 

※会場は室温調整が十分に出来ないこともありますので、衣服等で調整できるようにご準備ください 

※インフルエンザ流行等の事情により中止することがあります。開催の中止は弊支部ホームページでご確認ください。 

■静岡会場（B-nest 静岡市産学交流センター （ペガサート7階））
回　数 レベル 開催日 テーマ 講　師

第１回
中級
主に

知財担当者向け

平成３０年　９月２８日（金）
強い権利のつくり方

～他者の模倣を防ぎ、訴訟に役立つ強い権利
を取りましょう！～

弁理士
石垣　春樹

第２回

上級
主に

経営者・管理職

向け

平成３０年１０月　５日（金）

発明の創出とグレードアップ
～キヤノンの事例から～

セミナー終了後21:00～「ホテルシティオ静岡　２Ｆ　ＮｅＩＬ」

において交流会（会費1,000円）を開催します。

富士宮市商工振興課

知的財産

コーディネータ

小島　博美

第３回
中級
主に

実務者向け

平成３０年１０月２６日（金）

最近の知的財産裁判例を学習して
実務に役立てよう！

～判例に知財活用のヒントがある～

弁護士・弁理士
坂野　史子

■浜松会場（アクトシティ浜松研修交流センター）
回　数 開催日 テーマ 講　師

第１回

上級
主に

経営者・管理職

向け

平成３０年　９月２１日（金）
発明の創出とグレードアップ

～キヤノンの事例から～

富士宮市商工振興課

知的財産

コーディネータ

小島　博美

第２回
中級
主に

知財担当者向け

平成３０年１０月１２日（金）
強い権利のつくり方

～他者の模倣を防ぎ、訴訟に役立つ強い権利
を取りましょう！～

弁理士
石垣　春樹

第３回
中級
主に

実務者向け

平成３０年１０月１９日（金）

最近の知的財産裁判例を学習して
実務に役立てよう！

～判例に知財活用のヒントがある～

弁護士・弁理士
坂野　史子

東海支部
週末パテントセミナー 2018 in 静岡
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｢弁理士｣とは 
弁理士は、知的財産の専門家として、特許（実用新案）、意匠、

商標、国際出願、著作権、不正競争等に関する事項を幅広く取

り扱っています。特許権や商標権等の権利取得のための出願代

理や審判・訴訟代理、また特許権等の侵害訴訟における訴訟代

理人又は補佐人、さらに税関での侵害品の輸入差止め代理など

を行います。その他、知的財産に関する鑑定、相談、契約の代

理、仲裁代理など、知的財産の創成、保護、活用に関する業務

を行っています。 

「日本弁理士会」及び 

「日本弁理士会東海支部」とは   
日本弁理士会は、弁理士法に基づき大正１１年に設立された

弁理士に関するわが国唯一の法人組織であり、弁理士は、すべ

て弁理士会の会員にならなければならなりません。 

本会は、全国単一の組織でありますが、弁理士法第５８条に

より、平成９年１月３１日に東海地域（愛知・岐阜・三重・静

岡・長野県）に日本弁理士会東海支部が開設されました。 

なお、静岡県内に事務所を有する弁理士は１０１名（平成３

０年６月３０日現在）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各会場とも公共交通機関をご利用下さい。 

「週末パテントセミナーin 静岡」参加申込書 
（途中回からの申込も歓迎） 

日本弁理士会東海支部 事務局 行 （FAX052-220-4005） 

申込方法  

聴講のお申込みは、インターネット又は郵便、ファク
シミリ（下記申込書に所定事項をご記入の上本状を送

付してください）にて各回開催日の２日前までに、下

記当支部までお申し込みください。またメールでのお

申込みの場合は、申込書の所定事項を必ずご明記の上、 

下記メールアドレスまでお申し込みください。 

なお、誠に勝手ながら、定員を超過した場合以外は折

り返しご連絡を差し上げませんので、直接会場へお越

しください。 

問合せ・申込先  

日本弁理士会東海支部 
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-10-19 

名古屋商工会議所ビル８階 

TEL052-211-3110 FAX052-220-4005 

e-mail:info-tokai@jpaa.or.jp 

http://www.jpaa-tokai.jp/ 

静
岡
市
産
学
交
流
セ
ン
タ
ー 

ア
ク
ト
シ
テ
ィ
浜
松 

 
 

 
 

研
修
交
流
セ
ン
タ
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■以下各々参加希望会場の希望回を○でお囲み下さい。

静岡会場 第１回（ 9月28日）
第２回（10月 5日）

※交流会について（出席・欠席）
第３回（10月26日）

浜松会場 第１回（ 9月21日） 第２回（10月12日） 第３回（10月19日）

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　　名

連 絡 先

職　　業

※よろしければ、受講理由をお知らせ下さい（もっともふさわしいと思われるもの１つに○をつけて下さい）。
１．知的財産制度に興味がある
２．知的財産制度を今後の企業経営・業務に生かすための参考にしたい
３．知的財産に関わる業務や問題を抱えており、知的財産について勉強したい
４．個人的に知的財産制度を使って利益を得るための参考にしたい
５．その他（よろしければ下記に具体的にご記載下さい）
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＊ご氏名、連絡先（郵便番号、住所、電話・FAX番号）は、セミナーの円滑運営のため、お手数でも正確にご記入下さいますようご協力をお願いし

ます。（いただきました個人情報は、本セミナーを円滑に実施するために必要な範囲に限って利用します。また当支部からのイベント情報の提供

に利用させていただくこともあります。）

（〒　　 　－　　　 　　）

電　話（　　　　）　　　－　　　　　　ＦＡＸ（　　　　）　　　－

■以下該当するものを○でお囲み下さい。

１．経営者・代表者　　　　２．勤務者（法務・知財・開発・設計・製造・その他）

３．士業　　　　　　　　　４．学生　　　　　　　　　　５．主婦・その他
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参加

無料 

連携による知的財産の有効活用への支援 

日本弁理士会東海支部では、特に一般の方々を対象に、特許、商標を中心とする知的財産全般について、専

門家である弁理士がテーマごとにわかりやすく解説する市民講座を開催します。

＜申込方法・申込書・会場地図は、裏面に掲載＞ 

＜時 間＞１４：００～１６：００（受付開始１３：００） 

＜会 場＞名古屋商工会議所ビル ３階第５会議室（名古屋市中区栄 2-10-19） 

※裏面地図参照 

＜定 員＞１００名 ＜受講料＞無 料  

＜講 師＞日本弁理士会東海支部所属弁理士（知的財産支援キャラバン隊） 

＜主 催＞日本弁理士会東海支部（運営：知的財産権制度推進委員会） 

回　数 開催日 テーマ 講　師

知的財産権について
～知的財産全般を把握する～

榊原　　毅
熊崎　　誠

特許・実用新案権について
～知的財産の基本中の基本を押さえよう！～

田中　信介
竹村　恵一

外国出願について
～米国、欧州、中国の特許制度を把握する～

横井　俊之
間瀬　武志

知的財産戦略の基礎知識
～知的財産戦略を構築するために～

戸原　健太

意匠権・商標権について
～デザイン・ブランドを知的財産にしよう！～

和気　　光
平松　隆彦

平成３０年　９月１５日（土）

第２回 平成３０年１０月２０日（土）

第３回 平成３０年１１月１０日（土）

第４回 平成３０年１２月１５日（土）

第５回 平成３１年　１月１９日（土）

まずは知的財産の概要から知ろう！

特許・実用新案って何？特許情報の調査～特許取得までの流れについて理解
しよう！

米国特許出願の基礎と、ＰＰＨの実際の効果と、ソフトウェア関連発明の審
査の傾向を説明します。また、欧州、中国の特許制度を日本の特許制度と比
較して説明します。

経営戦略、知的財産戦略など戦略と名のつくものは多数ありますが、実際に
戦略を組みたてるためには、自社の状況などを分析することが必要です。本
セミナーでは、戦略の定義を踏まえ、戦略を組みたてるうえでの分析手法な
どの基礎知識について説明します。

デザイン、ブランドって何？それぞれどのように保護されるかをま
ずは知ろう！

第１回

東海支部
休日パテントセミナー 2018 in 名古屋
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「休日パテントセミナーin 名古屋」参加申込書 
（途中回からの申し込みも可能です。） 

日本弁理士会東海支部 事務局 行 （FAX052-220-4005） 

※１．パテント【patent】とは、特許及び特許権のことです。 

※２．知的財産（知財）権とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の総称である工業所有権（産業財産権）に著作権等を含めた総称です。 

※３．会場は室温調整が十分に出来ないこともありますので、衣服等で調整できるようにご準備下さい。 

※４．インフルエンザ流行等の事情により中止することがあります。中止の場合は弊支部ホームページでご案内します。 

 
インターネット又は郵便、ファクシミリ
（下記申込書に所定事項をご記入の上本

状を送付してください）にて各回開催日

の２日前までに、下記当支部までお申し

込みください。 

 

またメールでのお申込みの場合は、申込

書の所定事項を必ずご明記の上、下記

メールアドレスまでお申し込みください。 

 

なお、誠に勝手ながら、定員を超過した

場合以外は折り返しご連絡を差し上げま

せんので、直接会場へお越しください。 

申込方法 

 

 

会場案内図 

※公共交通機関をご利用下さい。

日本弁理士会東海支部 
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-10-19 名古屋商工会議所ビル８階 

TEL.052-211-3110 FAX.052-220-4005 e-mail:info-tokai@jpaa.or.jp 

web：http://www.jpaa-tokai.jp/ 

問合せ・申込先 

参加希望回の
番号に○を

ご記入下さい。
⇒

　１．（第１回：　９月１５日）　２．（第２回：１０月２０日）　３．（第３回：１１月１０日）
　４．（第４回：１２月１５日）　５．（第５回：　１月１９日）

氏　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（フリガナ　　　　　　　　　　　　　　　　　）

連 絡 先

（〒　　　－　　　　　）

電　話（　　　　）　　　　－　　　　　　　   ＦＡＸ（　　　　）　　　　－

職　　業

■以下該当するものを○でお囲み下さい。

１．経営者・代表者　　　　２．勤務者（法務・知財・開発・設計・製造・その他）

３．士業　　　　　　　　　４．学生　　　　　　　　　　５．主婦・その他

＊ご氏名、連絡先（郵便番号、住所、電話・FAX番号）は、セミナーの円滑運営のため、お手数でも正確にご記入下さいますようご協力を

お願いします。（いただきました個人情報は、本セミナーを円滑に実施するために必要な範囲に限って利用します。また当支部からのイベ

ント情報の提供に利用させていただくこともあります。）

※よろしければ、受講理由をお知らせ下さい（もっともふさわしいと思われるもの１つに○をつけて下さい）。
１．知的財産制度に興味がある
２．知的財産制度を今後の企業経営・業務に生かすための参考にしたい
３．知的財産に関わる業務や問題を抱えており、知的財産について勉強したい
４．個人的に知的財産制度を使って利益を得るための参考にしたい
５．その他（よろしければ下記に具体的にご記載下さい）
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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それいけ
支援センタくん

飯岡菜子

お問い合わせは、日本弁理士会　第３事業部　経営・支援室まで
　　　　　　　　　電 話　（０３）３５１９－２７０９
　　　　　　　　　FAX　（０３）３５１９－２７０６
　　　　　　　　　H  P　http://www.jpaa.or.jp/?p=63

常設知的財産相談室（無料）
※すべて事前予約制です。

☎ ０１１-７３６-９３３１
URL：http：//jpaa-hokkaido.jp/
相談時間：毎週火曜日・金曜日／ 14：00～ 16：00

☎ ０２２-２１５- ５４７７
URL：http：//www.jpaa-tohoku.jp/
相談時間：毎週火曜日／ 13：00～ 16：00

☎ ０７６-２６６- ０６１７
URL：http：//www.jpaa-hokuriku.jp/
相談時間：※相談日はホームページをご覧ください。

☎ ０３-３５１９- ２７０７
URL：http：//www.jpaa-kanto.jp/
相談時間：月～金曜日／ 10：00～ 12：00、
　　　　　　　　　　　 14：00～ 16：00

☎ ０５２-２１１- ３１１０
URL：http：//www.jpaa-tokai.jp/
相談時間：月～金曜日／ 13：00～ 16：00

☎ ０６-６４５３- ８２００
URL：http：//www.kjpaa.jp/
相談時間：月～金曜日／ 10：00～ 12：00、
　　　　　　　　　　　 14：00～ 16：00

☎ ０８２-２２４- ３９４４
URL：http：//www.jpaa-chugoku.jp/
相談時間：毎週水曜日／ 13：00～ 15：00

☎ ０８７-８２２- ９３１０
URL：http：//jpaa-shikoku.jp/
相談時間：※相談日はホームページをご覧ください。

☎ ０９２-４１５- １１３９
URL：http：//www.jpaa-kyusyu.jp/
相談時間：毎週木曜日／ 10：00～ 12：00、
　　　　　　　　　　　 13：00～ 15：00

北海道

北陸

東海

中国

四国

東北

関東

近畿

九州


