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関東支部主催
『弁理士の日記念イベント２０１８』

関東支部千葉委員会　副委員長　八木田智

日　時：平成３０年７月１日（日）１０：００－１７：００
会　場：ニッケコルトンプラザ　２階タワーコート（千葉県市川市鬼高１丁目１番１号）

イベント内容
　 ステージイベント
　　・明和電機パフォーマンスショー

　　・明和電機のおもしろ展示

　　・はっぴょん・チーバくん写真撮影会

　　・よくわかる　すぐわかる　電子紙芝居

　 常設イベント
　　・見て学ぼう　答えてもらおう　はっぴょんクイズラリー

　　・ぼくの・わたしの発明＆商標出願体験

　　・知的財産相談コーナー

はじめに
　昨年に引き続き、小学生及びその保護者をメインターゲット層と定め、そのターゲッ
ト層に、知的財産をより身近に感じてもらうこと、そして、「弁理士及び弁理士の仕事」
を広く知ってもらうことを目的として、「ひらめきを育てる」と銘打って、千葉県市川市
のショッピングモールを使用して本イベントを行いました。
　本年は、早い時期から関東支部で記念イベント WG を立ち上げ、千葉委員会での検討
と並行して、記念イベント WG において記念イベントの内容について打ち合わせを行い、
時間をかけて記念イベントの準備をすることができました。
　２年連続での千葉での開催ということもあり、正確な参加者数を把握することができ
なかった昨年の反省点を生かし、本年度は、チラシを入場券代わりとして使用し、チラ
シと引き換えにクイズラリーや出願体験の受付を行うことで、正確な参加者数を把握す
ることができました。
　また、ステージイベント及び常設イベントについても、昨年、好評だった出願体験に
ついては席数を増やし、クイズ大会についても体験者数を増やせるようにクイズラリー
の形式に変更し、新たに「はっぴょん・チーバくんの写真撮影会」を設ける等、昨年の
経験を生かして、より良いイベントになるよう関係者全員で準備をしてまいりました。
　結果的に、ステージイベント及び常設イベントは共に好評で、多くの来場者が参加し、
多くの方に知的財産をより身近に感じてもらい、かつ、弁理士及び弁理士の仕事を認知
してもらえたと考えております。
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イベント内容詳細： 
・明和電機パフォーマンスショー
　昨年に引き続き、オリジナルのユニークな楽器を多数手掛けるアーティストである明
和電機を招き、ステージで音楽パフォーマンスショーを行いました。
　パフォーマンスショーでは、独自に開発した様々な楽器を演奏しました。
　明和電機は、音符の形をした電子楽器「オタマトーン」等、パフォーマンスで使用する
楽器を独自に開発して制作するだけでなく、自ら商品名の商標権を取り、かつ発明した
楽器について特許出願をする等、知的財産に関する意識が高いアーティストであり、パ
フォーマンス中も単に楽器を演奏するだけでなく、その楽器が発明品であることや、楽器
の構造や特徴を紹介しながら演奏を行うため、通常の音楽パフォーマンスと異なり、来
場者には音楽を楽しむだけでなく、アイデアが実際に利用できる形になることを理解し、
知的財産を身近に感じてもらえたのではないかと感じております。
　昨年のイベントでは、明和電機のパフォーマンスショーは１回でしたが、今回のイベ
ントでは午前午後に分けて２回のパフォーマンスショーを行いました。２回ともイベン
トスペースが立ち見で埋まるほど盛況でした。

 

・明和電機のおもしろ展示
　昨年のイベントにはない新しい試みとして、明和電機の発明品である楽器の展示を行
いました。この展示は、１回目の明和電機のパフォーマンスショーの直後に、ステージ
前に実際に触れることができる楽器を並べて行いました。直前のパフォーマンスショー
で実際に使われていた楽器に触れることができるため、待機列ができるほど好評でした。
　発明品である楽器に実際に触れることにより、来場者には、発明をより身近に感じて
もらうことができたと感じております。
 

明和電機によるパフォーマンスショーの様子
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・はっぴょん・チーバくん写真撮影会
　昨年のイベントにおいて、チーバくんだけでなく、はっぴょんの着ぐるみも非常に好
評であったことから、新しい試みとして、はっぴょん及びチーバくんと一緒に写真撮影
をすることができる写真撮影会を実施しました。
　撮影会は、午前１回及び午後２回、ステージ前にはっぴょんとチーバくんが並び、そ
の間に来場者を入れて、来場者のスマートフォンやデジタルカメラで撮影をする形式で
行いました。着ぐるみに対する子供達の関心は非常に高く、チーバくんだけでなく、はっ
ぴょんも、控室からステージに移動する途中で子供達に囲まれて握手を求められており、
大変好評であったと感じております。
　イベントにおけるはっぴょんの登場は、イベントの集客に繋がるだけでなく、撮影さ
れた写真が SNS 等に投稿され、その投稿で「日本弁理士会のはっぴょん」と紹介される
ため、弁理士及びはっぴょんの知名度向上にも繋がると感じます。
 

明和電機のおもしろ展示の様子

はっぴょん・チーバくん写真撮影会の様子
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・よくわかる　すぐわかる　電子紙芝居
　知的財産支援センター作成の電子紙芝居をステージイベントの合間に、モニターを使っ
て上映しました。「パン職人レオ君」等のコンテンツは子供達に人気があり、また、弁理
士や知的財産について分かり易く説明をするものであるため、子供達だけでなく、その
保護者にも弁理士や知的財産について知ってもらう良い機会を提供できたと思います。
　イベントスペースはステージを中心としてレイアウトしているため、ステージ前の客
席に来場者が誰もいないと会場全体が閑散とした雰囲気になりますが、ステージイベン
トの合間に電子紙芝居を上映することにより、子供達が集まり、客席に誰もいない時間
を減らすことができました。
　今回のイベントでは、大型スクリーンを使用することができなかったため、モニター
を使って上映を行いましたが、ステージに大型スクリーンを設置して上映をすることに
より、より集客効果が上がると思います。

・見て学ぼう　答えてもらおう　はっぴょんクイズラリー
　昨年のイベントでは、ステージイベントとして午前午後に分けて２回のクイズ大会を
実施しましたが、このクイズ大会が好評であったため、今回のイベントでは、常設イベ
ントとしてクイズラリーを実施しました。
　知的財産及び弁理士に関するクイズを表示したパネルを４つ用意して会場に分散して
配置し、参加者には各パネルのクイズに正解するとスタンプを押してもらえる台紙を配
布しました。各パネルに担当弁理士が一人付き、参加者に答えのヒントを与えたり、正
解者の台紙にスタンプを押したりしました。全問正解して台紙がスタンプで埋まった参
加者には、ノベルティとしてはっぴょんボールペンをプレゼントしました。
　クイズのパネル、台紙及びスタンプは、全て今回のイベントのために新規に作成した
ものです。
　クイズラリーの形式にすることにより、各パネルで来場者と弁理士とが直接触れ合う
ことができ、単に知的財産及び弁理士に関する知識を参加者に知ってもらうだけでなく、
弁理士をより身近に感じてもらうことができたと思います。

電子紙芝居の上映の様子
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　クイズラリーは、非常に好評で、イベントの時間中、参加者が途切れることがなく
３５７名もの参加者がありました。

・ぼくの・わたしの発明＆商標出願体験
　昨年に引き続き、重要な常設イベントの一つとして、発明＆商標出願体験を実施しま
した。
　この発明＆商標出願体験は、発明工作、特許事務所及び特許庁の三つのブースを設置
して実施しました。発明工作ブースでは、知的財産支援センターの「片手で持てるかな」
のコンテンツを使用して参加者に発明工作をしてもらい、作品完成後に、参加者に完成し
た作品を持って特許事務所ブースへ移動してもらいました。特許事務所ブースでは、参
加者が弁理士と相談しながら作品の商品名を決め、弁理士が、イベント用に作成した出
願体験用の願書を使って、その商品名を商標出願する願書を作成しました。参加者が作
品と願書を持って特許庁ブースへ行くと、特許庁役の弁理士が、作品と願書を見て修了
証を付与します。
　今回のイベントでは、弁理士及び弁理士の仕事を知ってもらうことが大きな目的の一つ
でしたが、実際、弁理士の仕事を理解してもらうのは大変難しいことだと思います。こ
の発明＆商標出願体験では、発明をしてから、特許事務所で弁理士と相談をして願書を
作成し、それを特許庁に提出するという一連の流れを参加者が楽しみながら体験するこ
とができるため、参加した子供達だけでなく、その保護者にも弁理士及び弁理士の仕事
について理解をしてもらえたのではないかと思います。
　発明＆商標出願体験は、昨年に引き続き、大変好評で、イベントの時間中、待機列がで
きる程、多くの参加者に参加してもらうことができました。最終的な体験者数は２６１
名でした。
 

クイズラリーの様子
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知的財産相談コーナー
　知的財産や弁理士に関する質問を受け付ける無料相談コーナーを設置し、２名の弁理
士による無料相談を行いました。イベント時間中、１２名からの相談がありました。
　一つの相談コーナーに２名の弁理士を配置したのですが、相談コーナーの内部を仕切っ
ていなかったため、２名の弁理士が同時に別々の相談者の相談を受けることができず、

発明＆商標出願体験の様子①：発明工作

発明＆商標出願体験の様子②：特許事務所及び特許庁
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相談コーナーの外で相談者に待機してもらう場面が何度かあったことが課題です。２名
の弁理士が同時に別々の相談者の相談を受けることができるよう、相談コーナーの内部
に仕切りを設ける必要があると感じました。

 
・最後に
　昨年の会場であるイオンモール幕張新都心も非常に良い会場ではありましたが、本年
度の会場であるニッケコルトンプラザ「タワーコート」は、大型スーパーマーケットと
専門店街との間に位置する非常に人通りの多いメイン通路上に会場を設置することがで
きたため、大変多くの方に来場してもらうことができ大変感謝しております。
　イベント当日は、記念イベント WG、千葉委員会及び事務局だけでなく、神奈川委員会、
埼玉委員会及び東京委員会の委員にも参加してもらい、全員が一致団結してイベントを
成功させることができました。
　本イベントにご協力くださいました皆様に心より深く感謝申し上げます。ありがとう
ございました。

知的財産相談コーナーの様子



知的財産支援活動だより 2018 年 10 月号（No.195）  11  

10月までの支援活動１

１．日　　時：平成３０年７月２９日（日）　９：３０－１４：００
２．場　　所：明星大学日野校
３．対 象 者：小中学生
４．参加人数：４２組（午前：２０組、午後：２２組）
５．講　　師：関東支部知財教育支援委員会　美川公司、篠原淳司、上島寿郎、山下滋之、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青木誠、金子正彦

６．内　　容：
　【テーマ】発明工作教室（電子紙芝居（パン職人レオ君第一章）＋ペン立て）
　午前・午後１コマずつ、各コマ２５名の枠で事前応募した子どもたちを対象に、９０分の授
業を行いました。キャンセル等があり、最終的には上記の人数の参加者でした。前半の約１５
分で導入と発明工作の説明、後半の６０〜７０分で発明工作という時間配分で進めました。対
象が幅広い学齢に渡っており、ほぼ全員が保護者同伴でしたので、保護者には、基本的に子ど
もたちと同席して頂き、必要に応じてアドバイスをして頂く形をとりました。
　挨拶と講師紹介の後、まず電子紙芝居で「発明ってなに？」についての理解を促した上で「発
明＝工夫」と説明しました。そして、「発明＝工夫」という理解をしてもらった上で、簡単な物
であろうと複雑な物であろうと、工夫さえあれば発明になり得ることを理解してもらいました。
またこれにより、後半の工作の対象たるペン立てのような「身近で単純そうに見える物」でも
発明の対象となる、との動機付けを行いました。
　後半の発明工作では、新しい題材「ペン立て」を扱いました。課題と発明の動機付けとしては、
以下の流れで説明しました。
　「ペン立てを知っているか？」→「ペン立てに立てる物には何があるか？」→「ペン立てに立
てる鉛筆などと一緒に使うために、近くに置いておきたい物は何があるか？」→「鉛筆やハサ
ミのように長い物と、消しゴムのように小さい物があるとき、両者を一つのペン立てに入れて
しまうと、小さい物が取り出し難くて不便ではないか？」→「背の低い消しゴムまで取り出し
易く保管する物には『トレイ』があるが、場所を取るし、机が狭くなる」→「場所を取らずに、
背の高いペン等と背の低い消しゴム等の両方を取り出し易く保管できるペン立てを作って欲し
い」
　以上の流れにより、デザイン性が高いものを含めて、色々なアイデアを導出させることがで
きたと考えます。また、作品が出来上がった参加者には、随時インタビュー形式で作品を紹介
してもらいました。
　授業後には、多くの参加者が自分の作品を持ち帰ってくれたようで、授業としては当初の目
的を達成できたものと考えます。

関東支部知財教育支援委員会　美川公司

「２０１８夏休み科学体験教室」明星大学
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１．日　　時：平成３０年８月１日（水）　１０：３０－１１：２０
２．場　　所：文部科学省　５階会議室
３．対 象 者：小学生
４．参加人数：参加者２０名及び保護者
５．講　　師：関東支部知財教育支援委員会　杉岡真紀、安裕希、佐藤高信

６．内　　容：
　子どもが夏休みに官公庁を巡る「こども霞が関見学デー」の一環として、文科省が実施して
いる土曜学習応援団の出前授業ということで工作を行いました。授業ではまず、電子紙芝居で「発
明とはどんなもの？」を知ってもらった後、身近な発明品では“お困りごと”をどんな工夫で
解決しているかをオリジナルスライドで紹介し、発明に対する理解を深めてもらいました。そ
の後、「ペン立て」に関する“お困りごと”を一緒に考え、いよいよペン立て工作に取り組みま
した。参加者の半数以上は小学校低学年でしたが、保護者が手を貸すことはほとんどなく、オ
リジナルで斬新な発想のペン立てが次々と出来上がりました。完成したペン立てに色ペンやク
レヨンで飾り付けをする子どもや、最後まで粘って改良を重ねる子どもなど様々でしたが、み
んな愛着のある作品に仕上がったようです。

関東支部知財教育支援委員会　安裕希

こども霞が関見学デー
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１．日　　時：平成３０年８月２２日（水）　１０：００－１２：００
２．場　　所：栃木県立足利工業高等学校
３．対 象 者：高校生
４．参加人数：４９名（産業デザイン科２学年１クラス４０名＋３学年３名＋教員６名）
５．講　　師：関東支部知財教育支援委員会　日向麻里
　　　　　　　関東支部栃木委員会　山田由美子

６．内　　容：
　栃木県立足利工業高等学校産業デザイン科での知財授業は今年で３年目になります。今年も、
産業デザイン科の生徒さんたちが、夏休み後半の暑い中、夏の補習授業の一環として集まり、
一生懸命授業を受けてくれました。昨年、一昨年と、１コマの授業枠でしたが、今年は、２コ
マ分の時間をいただきましたので、内容を丁寧に説明することができ、質疑応答の時間も多め
にとることができました。
　授業の前半では、商品開発と知的財産権について、ペットボトル緑茶、大福アイス、スニーカー
など身近な商品を例にしながら、基本事項を説明しました。後半は、事前に担当の先生からい
ただいた質問事項にこたえる形で、特にデザインに関わる権利や留意点について、創作した図
案を付したカバンや服を製造販売する場合を例として説明しました。J-PlatPat の使い方につい
ても、ごく簡単に紹介しました。
　会場の生徒さんたちも積極的に質問してくれて、関心の高さを感じました。

関東支部知財教育支援委員会　日向麻里

知的財産特別授業　栃木県立足利工業高等学校
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１．日　　時：平成３０年９月８日（土）　１０：３０－１２：００
２．場　　所：とちぎ産業創造プラザ
３．対 象 者：幼稚園児〜小学生
４．参加人数：１０家族程度
５．講　　師：関東支部知財教育支援委員会　瀧澤尊子
　　　　　　　関東支部知財教育支援委員会・栃木委員会　亀崎伸宏
　　　　　　　関東支部栃木委員会　須長英男

６．内　　容：
　９月８日から１週間開催されるイベントの一プログラムとして参加しました。別のプログラ
ムで発表を終えた幼稚園児達も３０分ほど遅刻して参加しました。途中からの参加者を考慮し
て、予定時間を３０分延長しました。
　導入として紙芝居「特許ってなあに？第二章（糸電話）」を行って発明・特許について理解頂
きました。つなぎとして「○×クイズ（日本人の発明は？）」を行うと共に「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「サラカップル」の発明工作授業を行いました。
　○×クイズでは「これは日本人の発明だよ！」等の声があり、カップヌードルの確認では「・・・
に工夫があるよ！」等の声がありました。発明工作では黙々と手を動かす姿がありました。
　最後の発表は、作ったものを見てもらいたいようで、積極的に挙手いただいた子数名に笑顔
で説明してもらいました。

関東支部知財教育支援委員会・栃木委員会　亀崎伸宏

知的財産特別授業　（一社）栃木県発明協会
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１．日　　時：平成３０年８月２６日（日）　１５：５５－１６：２０
　　　　　　　　　　　　　　（セミナー全体１３：００－１６：３０）
２．場　　所：三重県総合文化センター生涯学習棟３階　情報コーナー「みるシル」
３．対 象 者：高校生４０名程
４．講　　師：東海支部三重県委員会　教育機関支援キャラバン隊　寺本諭史

５．内　　容：
　高校生の生徒達が新しいアイデアについて考え、発表するというワーキングセミナーの一環
として知的財産の基本的なことを教えてほしい、とのご依頼がありましたので高校生向けに講
義を行いました。
　実際の講義は、知的財産権について、ごく簡単に説明し、さらに特許権、意匠権、商標権に
ついて実例を複数紹介して知的財産を身近に感じてもらうことを主としました。
　講義の内容は、次のとおりです。

（１）知的財産権全体について、ごく簡単に説明しました。
（２）特許権について、身近なカップ麺やボールペンを事例に紹介しました。
（３）意匠権について、家電のデザインなどを事例に紹介しました。
（４）商標権について、普段目にするロゴなどを事例に紹介しました。
（５） 知的財産権を侵害すると何故よくないのかについて、模倣事例などを紹介しつつ説明しま

した。
（６）先行アイデアの調べ方について簡単に紹介しました。
（７）弁理士の業務について簡単に説明しました。
　生徒達は、真面目に聴講してくれました。発表時間は２５分程度と短いものでしたが事例を
多く紹介することで、興味を持って聞いてもらえたと思います。グループワーキングの後でし
たので、実際に自分たちが考え出したアイデアはどう守られているの、という視点で聞いても
らえたのではないかと思います。また、高校生の方に弁理士について知ってもらえるいい機会
になったと思います。

東海支部三重県委員会　寺本諭史

「高校生からのビジネスセミナー２０１８『ビジネスアイデアを一緒に創り出そう！』」

講義の様子
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１．日　　時：平成３０年９月５日（水）１４：０５－１４：５０
２．場　　所：静岡県立沼津工業高等学校
３．対 象 者：第２学年全クラス　２２７名
４．講　　師：東海支部静岡県委員会　教育機関支援キャラバン隊　杉浦秀幸

５．内　　容：
　昨年、生徒が１年生の際に、知的財産のごく基本的な話と身近な特許の具体例とを紹介しま
したので、今年度の講義では、より具体的で詳しい内容にしてほしいとのご依頼に対応して、
特許の取得方法や活用について説明しました。また、実用新案の活用についても説明すると共に、
昨年紹介できなかった身近な特許例なども追加で紹介しました。

　講義の内容は、次のとおりです。
（１）特許の効力・重要性
（２）発明してから特許取得までの手順・手続
（３）事前調査・事前検討
（４）発明者の留意事項
（５）企業内発明者の利点
（６）実用新案登録について
（７）特許及び実用新案の身近な例
　５０分の授業時間のため、より詳しい内容までは説明できませんでしたが、ドラマ「下町ロケッ
ト」の話や青色ＬＥＤ訴訟の話などもしましたので、興味を持って聴講してもらえたと思います。
　なお、生徒以外にも、先生方も参加しました。

東海支部静岡県委員会　杉浦秀幸

「知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業」静岡県立沼津工業高等学校

講義の様子
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１．日　　時：平成３０年９月１０日（月）　９：４５－１１：２５
　　　　　　　　　　 （第１回）  　９：４５－１０：３０（第２限）
　　　　　　　　　　 （第２回）  １０：４０－１１：２５（第３限）
２．場　　所：愛知県立知立高等学校
３．対 象 者：（第１回）商業科　　　第２学年　マーケティング選択者（７９名）
　　　　　　　（第２回）情報処理科　第２学年　マーケティング選択者（７８名）
４．講　　師：東海支部教育機関支援キャラバン隊　神野健太
５．内　　容：
　生徒がデザインパテントコンテストに向けて事前に作成した六面図を見せてもらい、作品に
ついてのコメントをしていくというのが主な内容です。
　作品を一通り見せてもらったところ、ここ数年と比較しても、意匠に対する理解度が高いと
感じました。また、作品自体も、目の付け所がいいと感じる作品もたくさんありました。工業
系の学校に通う生徒と比べれば、図面を書く機会が少なく、六面図の記載等に苦労しているな
と感じる作品も多かったですが、ちゃんと図面を記載した状態で出品できれば、コンテストに
対する期待が持てると思います。

東海支部教育機関支援キャラバン隊　神野健太

「知的財産授業」愛知県立知立高等学校
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１．日　　時：平成３０年６月２２日（金）　１４：３０－１５：１５
２．場　　所：吹田市立古江台小学校
３．対　　象：５年生３クラス　９１名
４．講　　師：後利彦、須藤哲也

５．内　　容：
　今回は、北千里駅から徒歩すぐの閑静な住宅街にある吹田市立古江台小学校を訪問して知財
授業を行いました。数日前に発生した大阪北部を襲う大地震の影響で、当初予定していた多目
的室が使えず、体育館での実施にはなりましたが、無事開催することができてほっとしました。
最初は、ばねが組み込まれ不思議な動きをするぬいぐるみのチャッピー君を登場させました。
なぜこのような動きをするのか、との司会である須藤会員からの質問に対し、次々と児童達か
ら意見が続出し、導入からとても好調なまま授業に入ることができました。寸劇ではＦ博士が
発明したサラカップルを真似して儲ける怪人Ｘが登場しました。そこで、児童にどちらの商品
を購入するか聞いてみたところ、続々と意見が出てきました。怪人Ｘのものがたとえ安くても、
Ｆ博士の方が品質も良さそうだし長持ちする、といった意見も出て、発明者を尊重するという
意見に加え、品質も考えた実用的な意見も出たことが印象的でした。
　この小学校からは初めてお招き頂きました。お聞きすると、キャリア教育の一環として考え
ていること、少し前にオリンピック選手にも来てもらっていることが分かり、急遽、授業の一
部を短縮し、最後に弁理士に関するＱ＆Ａの時間を設けることにしました。ここでも質問が相
次ぎ、どんな試験を受ければなれるのか、なるにはどれくらいかかるのか、裁判になると解決
するまでの期間はどれくらいか、どうやって特許を取得することができるのか、といった具体
的な質問が出ました。
　今回の知財授業を通して、発明をした人を尊重すること、発明は特許で守れること、弁理士
はそのお手伝いをしていることなど「弁理士の職業」について少しでも伝わったのではないか
と思いました。
　最後に、授業を見学していた保護者からは、「前のめりで最後まで集中して、楽しんでいるの
が分かりました。体育館から出てくるときには、口々に発明が…特許が…と言っていました。
一人一人にインパクトを残して下さって、知財授業の意義深さを実感しました。」とのコメント
を頂きました。

近畿支部知財授業担当　後利彦

「知的財産特別授業」吹田市立古江台小学校

興味津々の児童達に講義を行う講師
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１．日　　時：平成３０年７月９日（月）　１４：２５－１５：１５
２．場　　所：神戸市立神陵台中学校
３．対　　象：３年生３クラス　９４名
４．講　　師：竹口美穂、山田淳一、柳瀬智之

５．内　　容：
　神戸市立神陵台中学校は、海が見える駅であるＪＲ朝霧駅から車で１０分程のところにあり
ます。同校は、かつては１学年で１１クラスもあったマンモス校でしたが、現在は１学年で３
クラスほどに減っており、広いスペースをゆったりと使用しているとのことでした。廊下も長く、
とても広々とした素敵な学校だと感じました。授業は、柔道の授業等で使用している畳敷きの
教室で実施しました。生徒達は、大変よく笑いながら中学生向け寸劇「服の神」を見てくれて
おり、挙手を求められるとこれに応じて挙手をしてくれました。楽しみながらしっかりと授業
に参加してくれているようでした。授業後に知的財産に関する質問を受け付けたところ、「外国
で特許を取られて日本では取られていない場合に、他の人が日本で特許を取ることができるか？
また、この場合に日本で発明を実施したら侵害になるか？」といった質問や、「特許制度を採用
していない国はあるか？」「特許出願を行うのに、年齢的な制限があるか？」といった質問が出
ました。高度で鋭い質問が出て、感心致しました。大変素直で鋭い視点を持った生徒達がこの
良さをこの先も伸ばしていってくれたら、と思いました。

近畿支部知財授業担当　竹口美穂

※「服の神」は㈱日乃本錠前の登録商標です。

「知的財産特別授業」神戸市立神陵台中学校
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１．日　　時：平成３０年７月１０日（火）　８：５０－９：４０
２．場　　所：四天王寺学園中学校
３．対　　象：３年生３クラス　５６名
４．講　　師：光明寺大道、五郎丸正巳

５．内　　容：
　四天王寺学園中学校は、５年前に開設された、聖徳太子の仏教精神を礎にしている学校です。
藤井寺駅前に立つ新しい校舎を訪問しました。同校では、「技術」の教科の一環として「知的財
産権」に取り組んでいます。担当の吉田教諭は、「中学校における知財教育」に強い関心をお持
ちであり、パテント誌の２０１８年６月号に、「中学校における弁理士による知的財産権特別授
業を活用した取り組み」という題でご寄稿いただいております。
　当日、授業を受けたのは、中学３年生５６名。この生徒達には、昨年度の中学２年生の時に、
当会の「知的財産特別授業」を受けており、今年度は、ペーパータワー作りに取り組んでもら
いました。
　ペーパータワーに取り組む前に、知財に関するレクチャーを、光明寺会員から受けました。
光明寺会員の経歴・仕事内容、知的財産権の概要、特許の紛争事例、商標の紛争事例等を学び
ました。
　約１０分のレクチャーの後、いよいよペーパータワー作りの開始です。５６名が５人ずつ
１１のチームに分かれてペーパータワーの高さを競います。制限時間は２０分。どのチームも、
最初はスローに進みます。あまり手も動きません。でも時間の経過とともに、徐々に動き出し
ます。各チーム、思い思いのタワーを作っていきます。四天王寺学園中学校の生徒の多数が、
隣接する四天王寺小学校から上がってきたとのこと。そのせいか、どのチームもチームワーク
が抜群で、効率良くタワー作りを進めます。
　「残り５分」のアナウンスが入った頃から、各チームの動きが慌ただしくなります。錘のカッ
プラーメンを乗せたタワーが、あちこちで倒壊していきます。
　「終了。タワー作りを止めてください」とのアナウンスが入り、いよいよ、高さの計測に入り
ます。作成したペーパータワーの上に、１０秒間カップラーメンを乗せることができれば、ペー
パータワーが完成したと認められます。
　１１のチーム中カップラーメンが乗ったのは４チームでした。「紙を小径で丸めて紐代わりに
し、タワーの頂部を４隅から引っ張る」という斬新なアイデアを披露してくれたチームもあり
ました。レクチャーを行ったために制作時間が短かったこと、および、「ペーパータワー」の工
作授業がそもそも「高校生向けに作られたコンテンツ」であることを考えると、上出来ではな
いでしょうか。
　今回は、「発明」に重きを置いた授業でした。「発明する楽しさ」、および「完成したときの喜
び」を、四天王寺学園中学校の生徒達に体感してもらえたとしたら嬉しいです。

近畿支部知財授業担当　五郎丸正巳

「知的財産特別授業」四天王寺学園中学校

発想力豊かな生徒達と工作を行う講師
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１．日　　時：平成３０年７月１３日（金）　１０：５０－１２：２０
２．場　　所：兵庫県立淡路高等学校
３．対　　象：１，２，３年生クラス　３５２名
４．講　　師：佐々木達也、山本雅之

５．内　　容：
　夏、本番と言った季節の中、バスで淡路島へと入りました。淡路島へ入ると風光明媚な景色
が広がっており、夏の自然を満喫できる空間がありました。
　そんな大自然に囲まれた淡路高校は、以前は農業高校だったらしく、また阪神淡路大震災の
震源地にも近いことから、農業と防災に注力した教育をしているそうです。そういった教育活
動の中で、先生・生徒が共に知的財産への関心を寄せる出来事もあり、受講に至ったとの事で
した。
　授業の日は丁度、期末試験の最終日だったそうです。試験終了直後に全校生徒が体育館に集
結し、授業を展開するのは、生徒たちにとって厳しいものがあったかもしれません。さらに、
高校生向けコンテンツは内容が少し難しく、総勢３５０名を超える生徒たちには伝わりにくい
部分があるのではと心配していました。実際に、いくつかの質問について、挙手をお願いした
のですが答えに迷っている様子で、手が挙がりにくい傾向にありました。
　しかしながら、授業終了後には質問に来てくれた生徒もおりました。質問の内容もなかなか
本格的で、しっかりと理解してくれていたと感じました。
　終了後、先生と面談の機会を頂き、授業の内容を含めて知的財産の質問を色々受けました。
今後の教育活動に使用する内容と考えられ、これからの展開が非常に楽しみに感じ、授業させ
て頂いた事にやりがいを実感しました。

近畿支部知財授業担当　　山本雅之

「知的財産特別授業」兵庫県立淡路高等学校
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支援活動予定表（11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。

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

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 18.11.7～8
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

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

18.11.03 暮らしと事業のよろず相談会 浦和コルソ7階ホール 埼玉委員会委員

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

18.11.08 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

18.11.13 平成30年度下期
多摩地区無料知的財産相談会

たましん事業支援センター（Winセン
ター） 井津健太郎

18.11.30 平成30年度下期
BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest内会議室 山口幸久

18.12.18 平成30年度下期
多摩地区無料知的財産相談会

たましん事業支援センター（Winセン
ター） 山口幸久

18.12.21 平成30年度下期
BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest内会議室 下田一弘

19.01.15 平成30年度下期
多摩地区無料知的財産相談会

たましん事業支援センター（Winセン
ター） 本谷孝夫

19.02.19 平成30年度下期
多摩地区無料知的財産相談会

たましん事業支援センター（Winセン
ター） 三原秀子

19.02.22 平成30年度下期
BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest内会議室 磯野政雄

19.03.19 平成30年度下期
多摩地区無料知的財産相談会

たましん事業支援センター（Winセン
ター） 下村和夫

19.03.22 平成30年度下期
BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest内会議室 本谷孝夫

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

18.11.06 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 藤岡茂
久保雅裕

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

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

澁川喜和夫
野上晃
太田洋子
竹澤誠

18.11.14 産業交流展2018 東京ビックサイト東4.5.6ホール

松本慎一郎
山口幸久
酒谷誠一
久保雅裕
岡村雅一
澁川喜和夫

北海道

埼玉

千葉

東京

支援活動予定表　相談
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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

19.01.25 平成30年度下期
BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest内会議室 保坂俊

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

18.11.06 知的財産セミナー2018（横須賀） 横須賀商工会議所 神奈川委員会委
員

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 神奈川委員会委

員

19.02.07 第11回川崎国際環境技術展 カルッツかわさき 神奈川委員会委
員

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

18.11.13 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）

土橋博司
浅川哲
小林哲男
望月義時
志々田恵子
福岡孝枝

18.11.23 山梨の10士業による無料なんでも合同相談
会＆資格説明会 甲府市総合市民会館　3階大会議室 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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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）

18.11.14 常設知的財産相談室 日本弁理士会北陸支部 宮田正道

18.11.28 常設知的財産相談室 日本弁理士会北陸支部 木森有平

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）

18.11.01 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

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

18.11.02 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

石川

鳥取

島根

支援活動予定表　相談
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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

18.11.02 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

18.11.01 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

岡山

広島

島根
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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

18.11.07 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

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

広島

山口

支援活動予定表　相談
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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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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）

18.11.27 知的財産セミナー2018（石岡） 石岡商工会議所 山崎晃弘
丸林啓介

19.01.29 SATテクノロジー・ショーケース2019 つくば国際会議場 茨城委員会委員

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

群馬 18.11.03 知的財産セミナー2018（高崎） 高崎商工会議所会議室 東野博文
前原久美

埼玉 19.01.30～31 彩の国ビジネスアリーナ2019 さいたまスーパーアリーナ 埼玉委員会委員

18.11.23 世界一行きたい科学広場in浦安2018 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
大谷元
遠田利明
林裕己

18.11.28 知的財産特別授業 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 知的財産特別授業 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

19.01.01 知的財産セミナー2018（文京） 文京区民センター 香原修也

18.11.29 BOBセミナー たましん事業支援センター（Winセン
ター） 深澤潔

18.11.09～10 港区ものづくり・商業観光フェア みなとパーク芝浦

美川公司
山口幸久
松本慎一郎
前田健一
伊藤夏香
中原亨
高原千鶴子
伊藤哲也

18.11.11 知的財産特別授業 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 知的財産特別授業 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 知的財産特別授業 江戸川区子ども未来館 斉藤進
山下滋之

18.12.12 知的財産特別授業 中野区立塔山小学校
前田健一
高橋友和
山下滋之

19.01.13 知的財産特別授業 江戸川区子ども未来館 金子彩子
佐藤高信

19.02.10 知的財産特別授業 江戸川区子ども未来館 金子正彦
金子彩子

19.02.21 第18回たま工業交流展 東京都都立多摩職業能力開発セン
ター人材育成プラザ 東京委員会委員

19.02.28 第12回としまMONOづくりメッセ サンシャインシティ展示ホールB 東京委員会委員

19.03.10 知的財産特別授業 江戸川区子ども未来館 杉岡真紀
金子正彦

18.11.06 知的財産セミナー2018（横須賀） 横須賀商工会議所 鈴木昇
高原千鶴子

18.11.07 知的財産セミナー2018（海老名） 海老名商工会館 能條佑敬
山本一郎

19.01.29 知的財産特別授業 横浜市立もえぎ野中学校 高橋友和
美川公司

山梨 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

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 18.11.16 地域知財セミナー
「失敗しない商標の使い方」 ホテルうみんぴあ 田中聡

茨城

千葉

東京

神奈川

支援活動予定表　講演

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）

静岡 未定

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「概要
編」

沼津工業高等専門学校 阿出川豊

18.11.10
休日パテントセミナー２０１８in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

18.12.15
休日パテントセミナー２０１８in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

19.01.19
休日パテントセミナー２０１８in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

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

18.11.14 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

18.12.17 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 石原五郎
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

18.11.26 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 衛藤寛啓

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

18.12.14 愛知県立刈谷工業高等学校における知財授業
「知的財産権全般について」 愛知県立刈谷工業高等学校 奧田誠

18.12.18 愛知県立鶴城丘高等学校における知財授業 愛知県立鶴城丘高等学校

藤谷修
菊谷純
高田珠美
村瀬晃代
塩谷尚人
成田明子
野崎洋平

18.12.18 愛知県立刈谷工業高等学校における知財授業
「知的財産権全般について」 愛知県立刈谷工業高等学校 奧田誠

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

19.01.24
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

愛知

支援活動予定表　講演
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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）

滋賀 18.11.11 知的財産特別授業 一般社団法人滋賀県発明協会 岸本忠昭
浅野能成

18.11.03
パテントセミナー2018 京都午前の部
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

18.11.03

パテントセミナー2018・知財広め隊2018
京都午後の部
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

18.11.12 知的財産特別授業 京都府立峰山高等学校 五郎丸正巳
中川美和

18.11.06
中小企業向け知財支援セミナー・知財広め隊
「自社に眠っている知財を発掘し事業に活用
しよう」

日本弁理士会近畿支部室
西村伸也
宮川裕三
萩森学

18.11.09 知的財産特別授業 大阪星光学院高等学校 光明寺大道

18.11.10 パテントセミナー2018 大阪外国編第2回
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 大阪外国編第3回
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

18.12.03 知的財産特別授業 大阪府立和泉高等学校 山田淳一
中山聡

18.12.08
パテントセミナー2018 大阪応用編第2回
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

18.12.11 知的財産特別授業 河内長野市立小山田小学校 赤岡和夫
高野洋一

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 大阪応用編第3回
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

18.12.18 知的財産特別授業 東大阪市立楠根小学校 光明寺大道

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
大代和昭

19.01.16 知的財産特別授業 高槻市立北大冠小学校 竹口美穂
八木まゆ

19.01.18 知的財産特別授業 大阪市立三先小学校 未定
19.01.24 知的財産特別授業 高槻市立柳川小学校 未定
19.01.29 知的財産特別授業 大阪市立四貫島小学校 未定
19.02.05 知的財産特別授業 藤井寺市立藤井寺西小学校 宮崎栄二

19.02.08 知的財産特別授業 羽曳野市立高鷲小学校 渥美元幸
岩本泰雄

19.02.08 知的財産特別授業 香里ヌヴェール学院小学校 未定

19.02.13 知的財産特別授業 島本町立第一小学校 後利彦
石原広隆

19.02.15 知的財産特別授業 大阪市立新東三国小学校 淡路俊作
寺薗健一

18.11.01 知的財産特別授業 川西市立多田東小学校 竹口美穂
三方英美

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
原晶子

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

19.01.10 知的財産特別授業 西脇市立日野小学校 柳瀬智之
大野義也

19.01.17 知的財産特別授業 尼崎市立立花西小学校 未定

19.01.25 知的財産特別授業 神戸市立南五葉小学校 柳瀬智之
片岡眞

19.02.27 知的財産特別授業 芦屋市立潮見小学校 岡村美穂

18.12.01
パテントセミナー2018 兵庫午前の部
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　兵庫午後の部
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

大阪

兵庫

京都

支援活動予定表　講演
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18.11.17 知的財産特別授業 智辯学園奈良カレッジ中等部 光明寺大道
松山徳子

18.11.18 青少年のための科学の祭典奈良大会 奈良工業高等専門学校 大西正夫
松山徳子

19.02.22 知的財産特別授業 大和高田市立菅原小学校 大西正夫
吉永元貴

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

18.11.06 知的財産特別授業 かつらぎ町立大谷小学校 渥美元幸
黒田智子

18.11.17

パテントセミナー2018　和歌山
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

19.01.10 知的財産特別授業 橋本市立信太小学校 五郎丸正巳

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）

18.11.15 知財授業 県立野村高等学校 松島理
19.02.19 知財授業 県立大洲高等学校 壬生優子
未定 知財授業 県立西条農業高等学校 村上武栄

奈良

和歌山

愛媛

支援活動予定表　講演
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支援活動予定表　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）

宮城 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

18.11.06 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

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）

18.11.29 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

山梨 19.02
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

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 18.11.27 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
石川 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

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）

静岡 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

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）

未定 第38回優秀発明賞 表彰式 未定 未定

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

兵庫 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 明田佳久

奈良 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 田嶋諭

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）

18.11.01 平成30年度初心者向け知的財産制度 出前講
座 株式会社レクザム 中井博

18.11.03 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）

熊本 18.11.13 第53回熊本県発明工夫展 表彰式 熊本県庁 高宮章
宮崎 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

秋田

福島

神奈川

愛知

大阪

香川

その他
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支援活動一覧表（10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。

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

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）

青森 18.10.23 「あおもり産学官金連携Day2018」技術
マッチング展示会 アートホテル弘前シティ

鈴木壯兵衛
上野大輔
角田世治

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

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）

埼玉 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

18.10.06 科学フェスタ2018 Qiball(きぼーる)

高橋昌義
日向麻里
山川啓
八木田智
市野要助
中村裕行
林 裕己
若田 充史

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

18.10.10 平成30年度下期
多摩地区無料知的財産相談会

たましん事業支援センター（Winセン
ター） 保坂俊

18.10.26 平成30年度下期
BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest内会議室 上田精一

18.10.06 第16回板橋区と共催・11士業合同事業と暮
らしの無料相談会 板橋区立グリーンホール2階 池田直文

澁川喜和夫

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 磯野政雄

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

18.10.12 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

18.10.09 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

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）

石川 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

北海道

千葉

東京

神奈川

山梨

支援活動一覧表　相談
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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）

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

18.10.04
しんきんビジネスマッチング「ビジネスフェ
ア２０１８」におけるブース出展及び無料特
許相談会の実施

ポートメッセナゴヤ 知的財産支援委
員会

18.10.12 第１４回かわしんビジネス交流会における
ブース出展及び無料特許相談会の実施 豊川市総合体育館 東三河地区委員

会

18.10.13 第１４回かわしんビジネス交流会における
ブース出展及び無料特許相談会の実施 豊川市総合体育館 東三河地区委員

会

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

18.10.05 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

18.10.19 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

18.10.03 知財総合支援窓口 石見事務所 河野生吾

18.10.17 知財総合支援窓口 大田商工会議所 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

18.10.19 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

18.10.02 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

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

18.10.03 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

愛知

鳥取

島根

岡山

広島

山口

支援活動一覧表　相談
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支援活動一覧表　相談

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

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
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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）

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

千葉 18.10.31 知的財産セミナー2018（千葉） 千葉市ビジネス支援センター会議室1 小林克行田久保泰夫

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

18.10.14 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

18.10.25 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

神奈川 18.10.25 知的財産セミナー2018（神奈川県ものづく
り技術交流会会場）

地方独立行政法人神奈川県立産業技
術総合研究所KISTEC海老名本部 ２
階カンファレンスルーム

坂田ゆかり

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

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

福井 18.10.05 地域知財セミナー
「初心者向け知的財産セミナー」 大野商工会議所 愛宕淳一

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
（知財広め隊事業）週末パテントセミナー２
０１８in静岡（静岡会場）「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 外部講師

18.10.12

週末パテントセミナー２０１８in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

18.10.19

週末パテントセミナー２０１８in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２０１８in静岡（静岡
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

18.10.17

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

藤谷修
菊谷純
高田珠美
藤田早百合
加藤拓司
野崎洋平

18.10.20
休日パテントセミナー２０１８in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

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

18.10.15 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

18.10.18 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

東京

山梨

静岡

愛知

講　演

支援活動一覧表　講演
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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

18.10.25
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

18.10.29 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

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 滋賀午前の部
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・知財広め隊2018
滋賀午後の部
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

18.10.04 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
寺薗佳江

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
小林義周

18.10.10 訪問学習 栃木県立真岡高等学校 水田慎一

18.10.11 知的財産特別授業 屋久島おおぞら高等学校KTCおおぞ
ら高等学院 五郎丸正巳

18.10.11 知的財産特別授業 東海大学付属仰星高等学校中等部
光明寺大道
山田淳一
森本宜延

18.10.13
パテントセミナー2018 大阪応用編第1回
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 大阪基礎編第2回
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 大阪基礎編第3回
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

18.10.17
知的財産権に関するセミナー（第3回）中小
企業のためのオリジナル商品開発ガイドと知
財財産権保護の事例紹介

ものづくりビジネスセンター大阪
（MOBIO) 大森勇

兵庫 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

18.10.24 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　奈良
知財ミックスによる権利保護 やまと会議室 松山徳子

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

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）

愛媛 18.10.29 知財授業 県立宇和島東高等学校 相原正

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 18.10.25 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

京都

大阪

奈良

愛知

滋賀

支援活動一覧表　講演
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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 表彰式 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

宮城 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

18.10.17 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

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）

千葉 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

山梨 18.10
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

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 表彰式 新潟県立自然科学館 吉井雅栄

富山 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

石川 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

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

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

静岡 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

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

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

18.10.17～10.18 大阪勧業展2018 マイドームおおさか

富永浩司
川瀬裕之
奥山裕治
松永裕吉
大川博之
大森勇
佐野寛幸
井上一生
櫻井雄三
長田豊彦
鈴木一晃
染谷容子

兵庫 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 藤井康雄

奈良 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 田嶋諭

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

和歌山

岩手

山形

新潟

長野

岐阜

大阪

その他

支援活動一覧表　その他
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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）

香川 18.10.04 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

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

熊本 18.10.31 第53回熊本県発明工夫展 熊本市環境総合センター 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) 安倍逸郎
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

宮崎 18.10.11 77回宮崎県学校発明くふう展 宮崎科学技術館 園田康弘
鹿児島 18.10.16 第66回鹿児島県発明くふう展 審査会 鹿児島県産業会館 森田海幹

福岡

大分

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
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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。
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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
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近畿支部

阪神
百貨店
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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
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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
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本
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区
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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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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


