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特集／地域会長からのご挨拶（関東、北海道、中国）

2019 年 4 月 1 日より日本弁理士会関東会の会長を仰せつかっております鈴木一永と申
します。昨年度の全国支部名称を地域会へ変更したことに伴い、関東支部から関東会に変
更になりました。
関東支部の時代を含め地域組織としての歴史は、本年で 13 年目と浅く、支援活動の先
駆者たる関西会、東海会及び本会支援センターを手本としつつ、関東の 1都 7県のそれぞ
れの実情に合った知的財産の普及啓発活動、地域知財の支援活動を行ってまいりました。
地域における知的財産の普及啓発活動は、地域の知的財産関連諸団体、地域の中小企業
者の方々との継続的な種々の取り組みの活動によってより実りあるものになるとの考えか
ら、日ごろ我々の知的財産の普及啓発活動にご協力いただいている各地域の知的財産関連
団体の方々をお招きして賀詞交換会を開催してはどうかということになりました。そこ
で、各県単位での賀詞交換会の準備を開始し、2019 年 1 月に、神奈川県、千葉県、栃木県、
茨城県の 4県で賀詞交換会を開催いたしました。突然の呼びかけにもかかわらず、各県で、
多くの知財関係者にご参加いただき、いずれの会場でも盛会に開催されましたことに深く
感謝いたします。2020年には更に東京都を除く他の3県も含めて賀詞交換会の開催を検討・
計画いたしております。東京都は、本会と所在地を同じくしている関係で、本会の開催す
る賀詞交換会との重複を避けるため、当面の開催は、予定いたしておりません。

関東会会長からのご挨拶

関東会会長　鈴木一永
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特集／地域会長からのご挨拶（関東、北海道、中国）

地域において、弁理士会が知財の支援活動を行う際に、当該地域の地方自治体等との知
財支援協定の締結が広く行われています。関東会の管轄地域内における地方自治体との支
援協定としては、栃木県は、2012. 3. 31 をもって終了いたしておりますが、神奈川県、横
浜市、川崎市、町田市については、現在も協定継続中であり、特に、町田市は、本年度に
入り新たに締結した協定であり、東京都内の地方自治体と締結した初めての協定です。こ
の協定に基づく支援活動は、従来から協定に基づいて行われてきているセミナー、講演会
等の活動にとどまらず、知的財産の高揚・普及活動につながる様々な活動を模索しつつ、
町田市と協力して行うことになっております。
関東会における知財支援活動をご紹介させていただき、関東会会長の挨拶とさせていた
だきます。

鈴木関東会会長 石阪町田市長 正林日本弁理士会副会長
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特集／地域会長からのご挨拶（関東、北海道、中国）

北海道会会長の太田清子です。ご挨拶させていただくとともに、今年度の北海道会の活
動についてご紹介させていただきます。

（１）知財広め隊
昨年度から引き続き、巡回特許庁「知財広め隊」の活動にも積極的に取り組みました。
今年度は、「ユネスコ創造都市ネットワーク」にデザイン分野で加盟を申請している旭川
市での開催となりました。「あなたの会社やお店に眠る知的財産の見つけ方」と題して、
主に、知財ビギナーの方々を対象に、セミナーとグループワークを行いました。

（２）弁理士絆プロジェクト 金融機関チーム
当プロジェクトにも積極的に協力しており、今年度より、北海道内の金融機関で知財セ
ミナーを開催する予定です。

北海道会会長からのご挨拶

北海道会会長　太田清子
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特集／地域会長からのご挨拶（関東、北海道、中国）

（３）サイエンスパーク 2019
今年度、新しい取り組みとして、札幌駅
前通地下歩行空間（通称「チカホ」）を会場
として開催された「2019 サイエンスパーク」
に出展しました。具体的には、「きみは偉大
な発明家！きみだけのわくわく貯金箱をつ
くろう！」と題して、小学生向けのミニセ
ミナーと工作教室を開催しました。また、
同会場内にて、中小企業向けの知財無料相
談会を併設しました。

（４）ものづくりテクノフェア
北海道内の幅広い業界関係者が参加する
総合展示商談会「北洋銀行ものづくりテク
ノフェア 2019」にて、今年度もブース出
展を行いました。ブース内で知財無料相談
会を開催し、フェア参加者の方々にご利用
いただきました。

（５）知財マネジメント事業
継続的な取り組みとして、北海道庁との連携のもと、中小企業を訪問して、知財コンサ
ルティングを実施しています。

（６）講師派遣
今年度は、旭川工業高等専門学校、札幌弁護士会、北海道消費者協会などからご要望を
いただき、講師派遣を行いました。

（７）無料相談会
常設知財無料相談会を毎週火曜日・木曜日に開催しており、北海道内の各企業、各種団
体、個人の方々などにご利用いただいております。

最後に、北海道会は、北海道経済産業局、北海道庁、北海道発明協会など、多くの外部
機関と緊密な協力体制を築きつつ、地域に根差した活動を日々行っております。知的財産
の創出、保護及び活用の支援を通じて、北海道経済のより一層の発展に貢献していく所存
でおります。
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特集／地域会長からのご挨拶（関東、北海道、中国）

本年度の事業の取り組みなどを中心に中国会の活動を紹介させて頂きます。
中国会では、本年度の事業計画の基本方針として、本会の「弁理士絆プロジェクト」に
協力するとともに中国会独自の活動である「中国会主催の知的財産セミナー」の実施等を
通じて、知財の普及、弁理士の認知向上を図ることを掲げています。
「弁理士絆プロジェクト」に関係するものとしては、他団体との連携があります。
具体的には、中国経済産業局の知財支援人材育成事業への協力があります。この事業で
は、弁理士が中小企業診断士とペアとなって中小企業に出向き支援を行うことが計画され
ており、中国会は、当該事業に積極的に協力しております。
また令和元年度「かがわ知財経営塾」ワークショップセミナーへの参加があります。10
月初旬から 11 月の初旬にかけて開催される、かがわ産業支援財団による「かがわ知財経
営塾」において、中国経済産業局が作成された「もうけの花道」が使用されることが計画
されており、中国経済産業局を通じ中国会にワークショップセミナーの講師派遣の話を頂
きました。本件については支援センターから正式に中国会会員に講師の依頼があり、中国
会の 4名の会員が講師として参加します。
また他団体との連携としては、広島弁護士会と連携して 11 月に弁護士向けの商標セミ
ナー（ブランド戦略について）を実施する予定であり、中国会の会員が講師として参加し
ます。
中国会独自の活動としては、11月5日に鳥取市で中国会主催の知的財産活用セミナー「宝
は足元に、農産物・食品ブランドは、こうやって作ってください！」を開催します。中国
会からは多数の会員が参加し、セミナー後に開催される座談会に対応致します。
また来年の 2月 7、8日には、広島市で開催されている「第 18 回ビジネスフェア中四国
2020」に出展致します。当フェアには毎年出展しており、当日は中国会の会員による発明
無料相談会、ミニセミナーを実施致します。

中国会会長　專徳院博

中国会会長からのご挨拶
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特集／地域会長からのご挨拶（関東、北海道、中国）

中国会の前身である中国支部時代には、広報活動の一環として「ひろしま国際平和マラ
ソン」に協賛者として参画し、また多くの会員が日本弁理士会の名前が入ったTシャツ
を着てマラソンに参加してきました。

本年度は、「ひろしま国際平和マラソンへの協賛」が中国会の事業として認められませ
んでしたが、中国会、他の地域会、本会、さらには中国経済産業局、九州経済産業局の有
志の方々の参加を頂き、昨年度と同様に、日本弁理士会の名前が入ったTシャツを着て
17 名が「ひろしま国際平和マラソン」に参加する予定です。
本年度の事業、他団体等との連携、さらには「ひろしま国際平和マラソン」への参加等
を通して知財の普及、弁理士の認知向上を図るとともに中国会会員同士の絆を深めていき
たいと思います。

昨年度の「第 17回ビジネスフェア中四国 2019」の様子

昨年度の「ひろしま国際平和マラソン」の様子
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１ 10月までの支援活動

１．日　時：令和元年７月２８日（日）　９：３０～１４：００
２．場　所：明星大学日野校
３．対象者：小中学生３８組（午前：１８組、午後：２０組）７７名
４．講　師：関東会知財教育支援委員会　 谷島隆士、亀崎伸宏、金子彩子、青木誠　

前田健一、林昌弘、竹内詩人
　　　　　　関東会東京委員会　　　　　竹澤誠
５．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 ＋ フライングディスク）
今年も明星大学理工学部が主催する、「２０１９夏休み科学体験教室」３４ブースの中の１ブー
スとして参加しました。同じ時間帯に、大学のオープンキャンパスも実施されており、合計４，
０００人を超える人出で、校内は多くの人で賑わっていました。
午前・午後１コマずつ、各コマ２５名の枠で事前応募した児童たちを対象に、７５分の授業
を行いました。午前・午後とも一部参加者のキャンセルがあり、最終的には上記の人数となり
ました。前半の１５分で導入と発明工作の説明、後半の約６０分で発明工作という時間配分で
進めました。参加者ほぼ全員が保護者同伴でしたので、保護者には、児童たちの横に同席して
もらい、必要に応じてアドバイスをする形をとりました。
挨拶と講師紹介の後、まず児童たちに、多くのブースの中から何で「発明工作」を選んだか
を聞いてみました。“面白そうだから ”と答える子もいました。続いて、電子紙芝居を行い、「発
明ってなに？」についての理解を促しました。講師が多かったので、電子紙芝居の音声はアテ
レコで実施しました。紙芝居の後、「発明は工夫です！」と再度説明し、さらなる理解を促すと
ともに、後半への橋渡しとしました。
発明工作では、新しい題材「フライングディスク」を扱いました。まず児童たちにフライン
グディスクを知っているか尋ねると、多くの児童たちが “ 知っている ” と答えていました。そ
して、実際に、ソフトフライングディスクを飛ばして対象がどんなものなのかを理解してもら
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。
「みんなの前には紙や紙皿、紙コップがあります」→「このまま飛ばそうとすると上手く飛び
ません（実際に紙皿を飛ばす）」→「どうしたら上手く遠くに、または長い時間飛ぶようになる
のかな？考えて作ってみよう！」
以上の流れにより、まず１次試作品を作ってもらった後、１回目の試投を行ってもらいました。
試投は、安全に配慮し、児童たちを教室一番後ろに集め、保護者を教室のサイドに移動してもらっ
た後、一人一人実施してもらいました。この試投で自分やまわりの児童の飛びを観察してもらっ

10 月までの支援活動／関東会

「2019 夏休み科学体験教室」明星大学

関 東 会関 東 会
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10 月までの支援活動／関東会

た後、２次試作品（１次の改良品）を作ってもらい、最終試投を実施しました。最終試投では、
一人一人、工夫点を話してもらってから投げました。午前中の部の反省から、午後は最終試投
の後に努力を褒めるようなコメントを加えました。
最終的には、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。

関東会知財教育支援委員会　青木誠
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１．日　時：令和元年８月１日（木）１４：００～１６：００
２．場　所：太子堂小学校 
３．対象者：小学生２１名（３年生：１０名、４年生：４名、５年生：５名、６年生：２名）
４．講　師：関東会知財教育支援委員会　富所英子、根岸宏子、竹井啓
５．内　容：
世田谷区立太子堂小学校では、保護者・地域住民・同校の先生方等の協力で毎年夏休みに 2
週間にわたって様々なワークショップを開催されています。知財工作授業は今年で５年連続で
の参加となりました。
会員が自己紹介を行った後、導入として「カップヌードル」を題材に、カップヌードルの断
面を実際に確認してもらいました。児童達が積極的に発言しながら、講師と対話し、発明につ
いての理解を深めました。その後、電子紙芝居「パン職人レオ君奮闘記」を題材に、自分のア
イデアを特許で保護することができることなどを理解してもらいました。
発明工作として「フライングディスク」を作成してもらいました。始めはどのように作って
よいのかわからず、手が動かない児童もいましたが、後半へ向けてどんどんエンジンがかかっ
てきました。工作の途中は講師が安全に留意した上で、自分の作成したフライングディスクの
試し投げをしながら、トライアンドエラーで児童たちは色々な形のフライングディスクを完成
させました。自分の作成したフライングディスクについて「特許とりたい」と発言していた児
童もいました。自分のアイデアを形にし、自分のアイデアについて特許をとることが大事だと
いうことを感じてくれたようで講師としても嬉しく思いました。

関東会知財教育支援委員会　富所英子

10 月までの支援活動／関東会

「知的財産特別授業」太子堂ワークショップ

授業の様子
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１．日　時：令和元年８月３日（日）１４：００～１６: ００
３．場　所：町田新産業創造センター
４．対象者：小学生２４名、保護者等１５名
６．講　師：関東会知財教育支援委員会　遠田利明
　　　　　　関東会東京委員会　　　　　本谷孝夫、相原礼路
８．内　容：
夏休み中の「まちだキッズ 発明体験教室」のイベントとして、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受業を行いました。
導入で、講師等の寸劇による電子紙芝居「パン職人レオ君の物語　第二章」を観賞し、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、発明に関する「○×クイズ」などを行っ
てから、「ペン立て」の発明工作授業を行いました。クイズについては、児童たちは積極的に手
を挙げて参加しており、発明工作も創作力の高さは素晴らしいものでした。手が止まっている
児童にはアドバイスをして考える手助けをし、また早くできた児童から順次発表してもらい、
さらなるアイデアのヒントを提案したりすることにより、どの児童たちも熱心に取り組んでい
ました。主催の町田市産業政策課からも「子どもたちが発明について全員で一緒に学ぶだけで
なく、個々に考えて手を動かす作業を経て、他人に考えを伝えたり、他人の考えに耳を傾けた
りする練習にもなっている点が非常に良い点であると感じました。創造力豊かな子どもたちが
成長して町田から特許を取る日が来ることになったらすごくうれしいことですね。」と、また、「町
田市から多くの特許が生まれるような市になったら、すごくうれしいことですね。」との感想を
いただきました。

関東会知財教育支援委員会　遠田利明

10 月までの支援活動／関東会

「知的財産特別授業」まちだキッズ発明体験教室



14 2019 年 10 月号（No.205）

10 月までの支援活動／関東会

１．日　時：令和元年８月７日（水）１２：４５～１３：３５
２．場　所：文部科学省５階会議室
３．対象者：小学生１９名及び保護者
４．講　師：関東会知財教育支援委員会　伊藤夏香、播磨里江子、佐藤高信、鶴田聡子
５．内　容：
　こどもたち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で発明工作を行いました。授業ではまず、①電子紙芝居「発
明とはどんなもの？」を行った後、②身近な発明品として ｢カップヌードル｣ にどんな発明が
盛り込まれているかを、こどもたちに答えてもらい、発明に対する理解を深めてもらいました。
その後、③「ペン立て」に関して ” あったらいいな・こんな ｢ペン立て｣ ！ ” を一緒に考え、
④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、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
り付けをするこどもや、最後まで粘って改良を重ねるこ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。数名のこどもから出来上がった作品を紹介してもらいました
が、その様子を見にきていた文科省の担当者が楽しそうに微笑んでいました。

関東会知財教育支援委員会　佐藤高信

「知的財産特別授業」こども霞が関見学デー
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10 月までの支援活動／関東会

１．日　時：令和元年８月１７日（土） １０：００～１２：００
２．場　所：横浜市緑区市民活動支援センター（みどりーむ）
３．対象者：小学生９名、保護者８名
４．講　師：関東会知財教育支援委員会　高原千鶴子、遠田利明
５．内　容
横浜市緑区市民活動センターみどりーむにて、小学生を対象に知財工作授業を行いました。
会場には、昨年同様複数のブースがあり、ブース毎に予約した小学生及び保護者が授業に参加
しました。授業は１０時の部と１１時の部の２回あり、それぞれ１時間行いました。
工作は、「ペン立てを作ろう」を行いました。比較的低学年の児童が多かったので、発明（工作）

の課題を、「机の上にある様々な大事な物をうまく片付けられ、そして、みんなにかっこいい（か
わいい）とほめてもらえるような、自分だけの物入れを作ろう」にして、工作に取り込んでも
らいました。早く物入れをイメージできた児童は、積極的に進め、かっこいい（かわいい）シー
ルで装飾を施した自分だけの物入れを完成させることができました。一方、なかなかイメージ
がつかず、工作に取り掛かれない児童もいましたが、保護者や講師からのアドバイスを参考に
して、最終的には、様々な工夫点を取り入れた素晴らしい物入れを完成させることができました。
お土産として、子供たちには、シール２枚と、水平ノート等のノベルティとを、関東会オリ
ジナルの手提げ袋に入れて手渡したところ、子供たちは、自分の作品（発明）を「家で使うんだ」
と言って、作品も手提げ袋に大事に入れて持ち帰っていました。

関東会知財教育支援委員会　遠田利明

「知的財産特別授業」みどりーむ
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１．日　時：令和元年８月２０日 ( 火 )　１３：００～１６：００
２．場　所：文京シビックセンター区民会議室AB
３．対象者：学生等２２名
４．講　師：関東会知財教育支援委員会　高橋友和、荻弥生
５．内　容
第１部では、初めに講師の紹介を行い、次にプロジェクターで「パン職人レオ君の物語」を
上映しました。
次に、身近な発明、実用新案の具体例の説明では、カップヌードル、ペーパースコップ、空
き缶分別箱、水平開きノートの紹介を行いました。さらに、協会の方が用意した、小学生の発
明に関する最近の新聞記事を全員に配布し、紹介しました。
第２部の「ペーパータワー」の工作では、まず１班４名～５名の班を作り、ペーパータワー

（アイデア：高く、重りを載せて崩れない）創作のための下書きをまず作成し、次に班でそれぞ
れのアイデアをブラッシュアップしながら１つのペーパータワーの作製に取り組みました。
ペーパータワー作製後、各チームのペーパータワーの高さを計測し、重りをのせて１０秒耐
えられることを確認するテストをしました。参加者全員で、作製のポイントを共有化しました。
第２部のフリスビーの創作では、各人でフリスビー（アイディア：より遠くまで飛ぶ）の作
製を行いました。創作の前に、紙皿１枚でどのような飛び方をするかを確かめ、次に遠くまで
飛ぶにはどのような装飾を施したら良いかを考えて創作しました。フリスビーを１つのみでは
なく、２つ以上作製する参加者もいました。
フリスビー作製後、各人が作製したフリスビーを飛ばし、飛距離を確認するテストをしました。
参加者は発明に対する関心が高く、工作へのモチベーションが高いように見受けられました。
授業終了後、協会の福島理恵子会長より、「第１部の座学だけではなく、第２部の工作授業が
あったのが良かった、また授業をしてほしい」とのお言葉をいただきました。

関東会知財教育支援委員会　荻弥生

「知的財産特別授業」婦人発明家協会

10 月までの支援活動／関東会
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10 月までの支援活動／関東会

１．日　時：令和元年８月２１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３３名
４．講　師：関東会知財教育支援委員会　伊藤夏香、亀崎伸宏
５．内　容
足利工業高校は、１２０年以上の歴史があり、地域の企業・団体等の共同研究が盛んな一方で、

甲子園出場経験も多くプロ野球選手を輩出するなど、文武両道の学校です。
デザイン科の２年生のクラスにおいて、２時間で知的財産権の概要と知財調査の実習の２本
立てで行いました。
前半は、亀崎会員より、「とちおとめ」「とちまるくん（R）」など栃木県内企業・団体等の登
録例をふんだんに用いて知的財産権の種類について、GI 等も含め幅広く説明しました。またパ
テントコンテストの紹介や外国での特許意匠の出願件数の紹介等をしました。
後半は、伊藤会員より、調査の種類や公報の種類等について説明があった後、意匠・商標・
特許について、同校に縁がある題材で、J-Platpat を用いて、クイズ形式で調査実習を行いました。
熱心にメモを取る生徒も数多く、関心の高さを感じました。また、調査は初めての生徒がほ
とんどのようでしたが夢中で検索に取り組んでいました。「権利にも色々なものがあることを知
りました。」「実習でやったクイズも楽しく解くことができました。」「特許や意匠権を実際に調
べられて手順をきちんと知ることが出来ました。」「商標権に音や色彩があることをはじめて知
りました。」等の感想をいただきました。

関東会知財教育支援委員会　伊藤夏香

「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：令和元年９月７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＋保護者３６名
４．講　師：関東会知財教育支援委員会　　金子正彦、上田精一
　　　　　　関東会栃木委員会　　　　　　須長英男
５．内　容：
とちぎ産業創造プラザにて「プラザのつどい」が９月２日から開催され、発明工作授業は９
月７日に行われた１２のイベントのひとつでした。来場者が会場を迷わないように、会場から
離れた場所に机を置いて案内をしたり、会場入り口に知財授業を知らせる大きな看板を置くな
どの工夫をしました。そのため、会場の机が一杯になるほどの来場者に恵まれ活況でした。
１０: ３０－１１: ００：導入として電子紙芝居「はつめいってなあに？（糸電話）」を上映し、
身近な工夫が発明・特許になることを理解してもらいました。次いで「○×クイズ（日本人の
発明は？）」を行いました。８つの発明例に対して、それぞれ会場から競って「日本人だよ」等
の元気な答えが飛び交いました。日本人の発明である「カップヌードル」の実物をカッターナ
イフで講師が切断し、断面を見てもらった時は歓声が沸きました。電子紙芝居「君も今日から
エジソン」では、時間の範囲内でいろいろな発明を紹介しました。
１１:００－１２:００：あれこれしまえるオリジナル「ペン立て」を作ろう！、とスライドを使っ
て説明した後、発明工作として「ペン立て」を作ってもらいました。小学校低学年の児童も多
く、保護者と一緒に作ったりしていましたが、皆それぞれ工夫を凝らしたペン立てができました。
できた作品を発表してもらい、講師が「ここに工夫がされていて素晴らしい」と述べると会場
から拍手がわきました。実際に、ハサミ専用の狭いスペースのポケットをつけたり、引き出し
を設けたりとユニークな工夫がされた作品が多くありました。流線型の形状にして意匠として
も優れている作品もありました。
感想文（１０枚）には、「おもしろかった。」「楽しかった」といった声が多くありました。

関東会知財教育支援委員会　金子正彦

「知的財産特別授業」（一社）栃木県発明協会

10 月までの支援活動／関東会
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東 海 会東 海 会

10 月までの支援活動／東海会

１． 日　時：令和元年７月２１日（日）１３：３０～１５：００
　　　　　　　　９月２１日（土）１３：３０～１５：００

２．場　所：愛知県女性総合センター（ウィルあいち）
３．対象者：愛知県中小企業診断士協会会員　１５０名
４．講　師：東海会中小企業支援キャラバン隊隊員　山口晃志郎、榊原毅
５．内　容：
【７月２１日】
愛知県中小企業診断士協会の義務研修での講演ですので、聴講者は全て愛知県中小企業診断士協会の会員

でした。講演の初めに、知財サロンでは、中小企業診断士の方にも参加してもらい、中小企業の支援を行っている
ことを説明しました。
講演では、まず特許と商標について仮想事例を使って企業経営における知的財産の重要性を説明しました。さら

に、知的財産の全般的な概要と、中小企業の経営者からの質問が多い「どのような発明が特許になりうるか」に
ついて説明しました。
１）特許については、出願及び調査を行っていなかった企業が、模倣業者による売上減少と、他社特許の侵害
による差止と損害賠償請求を受け、事業から撤退せざるを得なかった仮想事例を説明しました。合わせて、知財
活動を行っていれば、事業の継続のみならずライセンス契約を活用して営業範囲を拡大することが可能であることを
説明しました。
２）商標に付いては、今まで使用していた商標を別の商品カテゴリーで使用したところ、他社の商標権を侵害して
しまい、商標を使用できなくなった仮想事例を説明しました。合わせて、商標の４つの機能を説明し、事業にとって
商標を意識することが欠かせないことを説明しました。
３）４法の他に、著作権法、営業秘密について説明しました。さらに、特許権取得のための要件を簡単に説明し
ました。
【９月２１日】
講義は、２部構成とし、第１部では知的財産権制度の概要について説明し、第２部では自分の経験に基づく知
的財産権の活用事例について説明しました。
第１部では、導入として、財産には有体財産と無体財産があること、アイデアやデザインは無体財産に属すること

等を説明しました。次に、知的財産権はどのような権利かということについて全体的に説明し、その後、特許、実
用新案、意匠、商標等、著作権、不競法の各権利について、これらの違いを含めて概要を説明しました。
各制度の説明において、極力身近な事例をからめて説明するように心がけました。例えば、特許では、「雪見だ

いふく」やＲＰＧゲームのシステムに特許発明が使われていることなどを紹介しました。また、小林製薬のＣＭが動き
の商標として登録されていたり、「ＭＯＮＯ消しゴム」のパッケージやセブンイレブンのコンセプトカラーが色彩のみの
商標として登録されていることなどを紹介しました。著作権では、「森のくまさん」や森進一の「おふくろさん」の同
一性保持権に関する問題、不競法では、「コメダ珈琲」と「マサキ珈琲」の店舗外観の類似について紹介しました。
このような身近な話題については、いずれも参加者の反応が良いように感じました。
第２部では、B to BからB to Cの事業に参入したある中小企業の製品を例に取り上げ、製品の開発段階から

どのような思想でどのような権利を取得したか、実際に取得した権利を用いてどのように保護を図っているか、模倣
品が発見された場合にどのような対応をとったか、等について説明しました。
講義後に聴講者から非常に参考になったと声をかけてもらい、とても嬉しく思いました。
質疑応答の時間設定が無く、また、講演は演台からでしたので、聴講者の反応を直接確認することはできません

でした。しかしながら、演台からみた様子では、真剣に聴講しており、ときおり納得するように頷いている聴講者もい
ました。

東海会知的財産支援委員会　榊原　　毅　　
山口晃志郎

「令和元年度理論政策更新研修」愛知県中小企業診断士協会
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10 月までの支援活動／東海会

１．日　時：令和元年９月６日（金）１３：３０～１６：３０
２．会　場：大垣西濃信用金庫　だいしんホール
３．内　容： 第 1 部　13：30 ～ 14：10「地域金融機関における『事業性評価』と『知財ビジネス評価書』

の活用」　講師：大垣共立銀行　法人営業部　ファイナンスグループ長　河原謙治　氏
　　　　　　 第 2 部　14：20～ 15：20「知財戦略で令和時代を生き抜く～ライセンスビジネスの有効活用～」　

講師：（株）ボンフォーム　代表取締役会長　西脇保彦　氏
　　　　　　 第 3 部　15：30 ～ 16：30「ポスターセッション　知的財産を活用した成功事例にならう～

なぜ売れた？弁理士視点から有名ヒット商品を抉る～」　講師：東海会会員　岐阜県弁理士
４．出席者：中小・ベンチャー企業関係者、一般及び弁理士　６０名
５．内　容：
セミナーには、個人事業主、企業経営者、企業担当者、金融機関関係者など、６０名の参加があり、
参加者は熱心に講義に耳を傾けていました。
第１部では、地域金融機関による事業性評価と知財ビジネス評価書について、大垣共立銀行より説明が
ありました。地域金融機関は、従来のような資金供給のためだけの融資をするのでなく、企業の事業性に
ついての理解を重視し、企業に対して提案・支援を同時に行う「事業性評価」に基づく融資に取り組んで
いると説明をしました。今後、事業性評価において、企業が保有する「知的財産」を積極的に活用すべく、
知財ビジネス評価書を利用して、我々弁理士などの専門家との連携をより一層深めていくとのことです。
第２部では、（株）ボンフォームの会長より、創業当初から今に至るまでの知財の活用について話があ

りました。同社は、従業員約８０名の岐阜県安八郡の中小企業で、カーインテリア等の独自製品をカー
用品店で販売しており、市場で一定のシェアを獲得しています。市場へ商品を供給するうえでの知財の
役割、製造拠点を設けている中国での知財の役割を中心に、実際に販売している商品を紹介しながら説
明しました。
第３部では、日本弁理士会発行の「ヒット商品はこうして生まれた」で紹介されている商品のポスター

を使用し、そのポスターに記載されている内容に加えて、弁理士が独自に調べた知財に関する裏話等を
説明しました。このポスターセッションでは、弁理士が参加者に対して一方的に説明するのみではなく、
参加者から弁理士に対して知財に関する質問も行われたため、地方に知財を広めるうえで一定の成果
を上げることができたと思われます。一方、第２部から第３部に移行するうえで会場のレイアウトを変
更する必要があり、その際に帰られる方も散見されたことから、第２部から第３部への移行方法やスケ
ジュールが次年度以降の課題であると考えられます。

東海会岐阜県委員会委員長　加藤肇

週末パテントセミナー 2019 in 大垣～知財が岐阜を強くする～

セミナー第１部の様子 セミナー第２部の様子 セミナー第３部
（ポスターセッション）の様子
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１．日　時：（第１回） 令和元年９月１７日（火）　 ９：５０～１０：４０
　　　　　　（第２回） 　　　　９月１７日（火）１１：５０～１２：４０
　　　　　　（第３回） 　　　　９月１９日（木）　 ９：５０～１０：４０
　　　　　　（第４回） 　　　　９月１９日（木）１１：５０～１２：４０
２．場　所：愛知県立知立高等学校
３．対象者：（第１回）第２学年情報処理科２クラス　７８名
　　　　　　（第２回）第２学年総合ビジネス科２クラス　７９名
　　　　　　（第３回）第２学年総合ビジネス科２クラス　７９名
　　　　　　（第４回）第２学年情報処理科２クラス　７８名
４．講　師：東海会教育機関支援キャラバン隊隊員　伊藤正典
５．内　容：　
昨年度までと異なり、コンテスト応募作品の選考に関わることや、生徒の作品に直接コメン
トすることは控えました。代わりに、コンテスト応募要件に関連する意匠制度の説明に時間を
割きました。少し難易度の高い話もしましたが、実例を交えて説明したこともあり、概ね理解
してもらえたと思います。
同コンテストについて、先方は、複数回の入賞実績があり、地元の新聞にも掲載される等、
学校を挙げて取り組んでいます。ただ、担当の先生により温度差も感じられ、先生方に知財教
育の重要性を伝えることも重要と思いました。
また、同じ講義を数日＆複数回に分けて行うことの是非を考えたいです。効率の悪さを感じ
る反面、特に最終回の講義は、校長先生をはじめ５名ほどの先生に見学いただけたことは良かっ
たと思います。
なお、余談ですが、他校（鶴城丘高校）で当会主催の講義（紛争劇）を見られたという先生
にお会いしました。担当になったら当校でも是非お願いしたいと言っておられました。こういっ
た拡がりを生む活動をしていきたいと思った次第です。

東海会教育機関支援機構運営委員会隊員　伊藤正典

「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

10 月までの支援活動／東海会
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１．日　　時：令和元年７月２９日（月）　１０：４０～１１：３０
２．場　　所：大阪府城南学園中学校 
３．対　　象：１－３年生３クラス８３名
４．講　　師：八木 まゆ、柳瀬 智之、山本 雅之会員
５．内　　容：
城南学園中学校は、中高一貫教育の女子中学校です。保育園から、大学・大学院まで、綺麗な
施設に囲まれた総合学園で伸び伸びと学んでいる印象を受けました。同校では、女性のキャリア
教育のために毎年、自衛官、実業団スポーツ選手等の様々な職種の社会人を迎えて夏期特別講座
を実施しており、その一環で、「弁理士」という職業の紹介のため知財授業のご依頼を頂きました。
まず、「服の神」（※）のコンテンツを使用して、生活の中での “ ちょっと困ること ” を解決
することが「発明」であり、発明した商品を、特許権を含む知的財産権で守る仕組みとその大
切さを、寸劇形式で説明しました。最初は、寸劇の様子を面白がって笑っていた生徒達も、侵
害を受けて困っている発明者役の講師の話や、問題点を問いかける講師の話を聞くうちに、少
しずつ考え込み始める姿が見られました。
最後に、女性としての「弁理士」の仕事について説明しました。実際に、どのような場所で、
どのようなスケジュールで仕事をしているかの具体例に関心を持ってくれていたように思いま
す。また、知的財産で守るべき商品やビジネスのターゲットは、女性であることが多く、女性
弁理士が必要とされる場面が少なくないという経験談を紹介し、女子学生向けの商品（プリン
トシール機等）の知的財産に関わった話に、聞き入っていました。
「弁理士」という仕事を知ることのみならず、知的財産権の実例として挙げられたスマートフォ
ンには、特許や商標、意匠で守られたアイデアが詰まっているという話には思わず声を漏らす
など、「知的財産」を身近に感じてもらえたのでないかと思います。
講師の転職経験の話についても関心があったようで、これから職業を選択するステージに立っ
た時に、「弁理士」や「知的財産」に関わる他の仕事を含め、講師の経験談をわずかでも思い出
してくれたらいいなと期待しながら、学校を後にしました。

関西会知財授業担当　八木まゆ
※「服の神」は（株）日乃本錠前の登録商標です。

「知的財産特別授業」大阪府城南学園中学校

10 月までの支援活動／関西会

関 西 会関 西 会

授業の様子
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１．日　　時：令和元年８月１７日（土）１３：４０～１４：３０
　　　　　　　　　　　８月１８日（日）１４：４０～１５：３０
２．場　　所：大阪・梅田 ハ－ビスホ－ル
３．対　　象：児童５８名（８月１７日：２９名、８月１８日：２９名）
４．講　　師：8月１７日　小林義周、中山聡会員 
　　　　　　　8月１８日　後利彦、河上哲也会員
５．内　　容：
今回の知財授業は、「青少年のための科学の祭典 2019」の工作教室の 1つとして行われました。
当日は、気温が 40 度に迫るほど極めて暑い日ではありましたが、台風一過で素晴らしい夏空に
恵まれました。
今回、小林会員、中山会員が 1日目の授業を担当し、後会員、河上会員が 2日目の授業を担
当しました。また今回は、前回までと違って、1日目と 2日目とで同じコンテンツ「片手で持
てるかな」をテーマとしました。
1日目の授業には、小学校に入る前から小学校低学年くらいまでの児童達が参加しました。
小林会員による導入のパートの後に製作のパートが始まると、早くも何人かの児童は、サラカッ
プルとほぼ同じ形態の作品をつくっていました。「この年齢の児童達ではサラカップルの形態を
思いつくのは難しいだろうな」と思っていましたので、児童達の頭の回転の早さに正直、驚い
てしまいました。
授業が進んで作品が幾つか出来上がると、小林会員が、その中から面白そうなものを選び参
加者に紹介しました。作品の特徴を、製作した児童からヒアリングして分かり易くまとめて説
明し、併せて、その作品をつぶさに観察して課題を見つけてアドバイスしました。小林会員の
紹介が上手く、また、児童達が授業に対してとても積極的であったことから、多くの児童達が、
自分の作品を紹介してもらうために手を挙げていました。全員の作品を紹介しきれなかったこ
とが、本当に残念です。
2日目の授業は、小学校低学年、中学年くらいまでの児童達が参加しました。冒頭、後会員
からの挨拶で、保護者の方を含め参加者はリラックスできたようであり、穏やかな雰囲気であ
りながら、その後は、活発な活動となりました。
授業の目的・作業内容の説明を終え、いざ製作を開始すると、早々に一人の児童が、前に出て、
サラカップルの原形といえそうな作品を持ってきました。後会員により、その作品に対して品
評が行われ、それに対する新たな課題を提案しました。するとその後、授業の終了時間まで途
絶えることなく、列ができるほど次々に児童達は作品を持ってきました。多くの児童は、マイ
クをもって自らの作品の特徴、利点、工夫した点等の紹介をしました。
授業の導入のパートで、後会員より、発明のみならず、デザイン（意匠）及び作品の品名（商
標）についても発表してもらいたい、という提案がありました。それに対して、全体形状は既
に紹介されたものと同じであるが、皿部分に新聞の切り抜きを貼り付けて美観が工夫された作
品を持ってきた児童もいました。それについて、後会員が、知的財産権は、特許権のみではなく、
意匠権もあり、その制度について丁寧に解説を行いました。作業の間、講師が巡回している中で、
作品の品名（商標）についても、アイデアを出した児童がいました。残念ながら、恥ずかしい

「知的財産特別授業」青少年のための科学の祭典大阪大会

10 月までの支援活動／関西会
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という理由で、発表に至ることはできませんでしたが、児童達が、講師の提案に対して反応し
てくれたことは、非常に嬉しく思います。
夏休みも終わりに近くなり、宿題が気掛かりになっている児童達もいたと思います。今回の
知財授業が、宿題を終えるための助けになることは勿論、発明することの楽しさに児童達が気
付くための良い機会になることを、願います。

　関西会知財授業担当　　中山　聡
河上哲也

10 月までの支援活動／関西会

工作教室
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１．日　時：令和元年８月２１日（水）１５：３０～１７：００
２．場　所：クリエイション・コア東大阪
３．テーマ：有名ドラマから見える！ものづくり企業のための知財戦略～経営判断のヒント～
４．講　師：下田佳男会員
５．受講者：４８名
６．内　容：
講義は、「ドラマ『まんぷく』で繰り広げられる経営課題と解決策」と、「『下町ロケット』に
登場する佃製作所の苦渋の経営判断」の２部構成になります。
「まんぷく」編では、製品開発プロセスの課題を、「開発段階」と「販売段階」の課題に分けて、
ドラマの事例を具体的に説明した後、市場投入した後発生する模倣被害にどのように対処して
いくのかについて、経営面及び知財面の両面から考えられる解決手段を解説しました。
「下町ロケット」編では、企業間の競争が知財を介して行われ、警告や侵害訴訟が、その手段
として用いられることを説明し、どのように対処するのか、また、競争を優位に進めるために
事前に行っておく知財戦略を解説しました。さらに、新規参入する際の経営判断の留意事項、
開発した製品を守るためには営業秘密を大事にしなければならないことなどにも触れました。

関西会知財普及・支援委員会　上西敏文

知的財産権に関するセミナー in MOBIO-Cafe（第 2回）

10 月までの支援活動／関西会

セミナー風景
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2 支援活動予定表（11月から）

北海道会
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 毎週火・金曜日 常設知的財産相談室 北海道会事務所 北海道会所属
弁理士

東北会
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 東北会事務所 東北会所属弁理士

19.11.07 ビジネスマッチ東北2019 夢メッセみやぎ
藤田正広
若山剛
梅森嘉匡

北陸会
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
19.11.13 常設知的財産相談室 北陸会事務所 宮田誠心
19.11.27 常設知的財産相談室 北陸会事務所 木森有平

関東会
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
19.11.02 埼玉友好士業協議会主催

「暮らしと事業のよろず相談会」 浦和コルソ　7階ホール

松井晃一
石塚勝久
永井道雄
備後元晴

20.01.29～30 彩の国ビジネスアリーナ2020 さいたまスーパーアリーナ 埼玉委員会委員

千葉

19.11.14
19.12.12
20.01.09
20.02.13
20.03.12

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

山川啓
矢上礼宣
木船英雄
野村悟郎
田中秀喆

東京

19.11.13～15 第22回　中小企業による国内最大級のトレ
ードショー　産業交流展2019

東京ビッグサイト
青梅展示棟A・Bホール 東京委員会委員

19.11.14
19.11.28
19.12.12
19.12.26
20.01.09
20.01.23
20.02.13
20.02.27
20.03.12
20.03.26

東京商工会議所専門相談員 東京商工会議所中小企業
相談センター

樋田成人
石渡英房
下田一弘
上田精一
三原秀子
保坂俊
池田直文
山口幸久
藤岡茂
深澤潔

19.11.14
19.12.12
20.01.09
20.02.20
20.03.19

2019年度知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター

山口幸久
相原礼路
三原秀子
本谷孝夫
前田健一

19.11.21
19.12.16
20.01.20
20.02.18
20.03.16

2019年度下期
多摩地域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）

相原礼路
保坂俊
本谷孝夫
下村和夫
山口幸久

19.11.22
19.12.27
20.01.24
20.02.28
20.03.27

2019年度下期
BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest内会議室

上田精一
下田一弘
保坂俊
山口幸久
本谷孝夫

20.02.20～21 第19回たま工業交流展 東京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

20.03.05～07 第13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
20.03.27 豊島区専門家合同相談会 豊島区役所4階 澁川喜和夫

相　談

２．支援活動予定表（11月から）／相談
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神奈川

19.11.08
19.11.22
19.12.13
19.12.27
20.01.10
20.01.24
20.02.14
20.02.28
20.03.13
20.03.27

神奈川県立川崎図書館
平成31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

長谷川陽子
佐藤高信
横川憲広
植木泰弘
後藤仁志
小林俊雄
江畑耕司

19.11.12 東京地方税理士会事業者向け合同相談会 東京地方税理士会館８階会議室

樋口正樹
吉田昌司
山本一郎
津田宏二

19.11.13～14 第12回川崎国際環境技術展 カルッツかわさき 
小林俊雄
藤巻正憲
水野恒雄

19.11.14
19.12.12
20.01.09
20.02.13
20.03.12

平成31年度知財相談窓口（IDEC） （公財）横浜企業経営支援財団
相談窓口 藤巻正憲

20.02.05 第41回工業技術見本市
「テクニカルショウヨコハマ2020」 パシフィコ横浜展示ホールA・B・C 神奈川委員会委員

山梨

19.11.07～09 山梨テクノICTメッセ2019 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

19.11.12
19.12.10
20.01.14
20.02.12
20.03.10

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

浅川哲
田中正男
堀内正優
深澤潔
望月義時

東海会
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 東海会事務所 東海会所属弁理士

関西会
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）　 関西会事務所 関西会所属弁理士

中国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

鳥取

19.11.06
19.12.04
20.01.09
20.02.05
20.03.04

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

19.11.07
19.11.14
19.11.21
19.12.05
19.12.12
19.12.19

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
中西康裕
田中秀明

20.01.09
20.01.16
20.01.23
20.02.06
20.02.13
20.02.20
20.03.05
20.03.12
20.03.19

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
中西康裕
田中秀明

島根

19.11.08
19.11.15
19.11.29
19.12.04
19.12.06
19.12.13
19.12.20

知財総合支援窓口 島根県発明協会
河野生吾
田村善光
河野誠
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島根

20.01.10
20.01.17
20.01.24
20.02.04
20.02.07
20.02.14
20.02.21
20.03.06
20.03.11
20.03.13
20.03.27

知財総合支援窓口 島根県発明協会

河野生吾
田村善光
河野誠
田辺義博

19.11.13
20.01.18 知財総合支援窓口 益田商工会議所 田辺義博

20.01.22 知財総合支援窓口 大田商工会議所 河野誠

岡山

19.11.01
19.11.08
19.11.15
19.11.22
19.11.29
19.12.06
19.12.13
19.12.20

知財総合支援窓口 （一社）岡山県発明協会

森寿夫
中務茂樹
笠原英俊
須田英一

20.01.10
20.01.17
20.01.24
20.01.31
20.02.07
20.02.14
20.02.21
20.02.28
20.03.06
20.03.13
20.03.27

知財総合支援窓口 （一社）岡山県発明協会

森寿夫
中務茂樹
笠原英俊
須田英一

広島

19.11.05
19.11.12
19.11.19
19.11.26
19.12.03
19.12.10
19.12.17
19.12.24

知財総合支援窓口 （一社）広島県発明協会

松本文彦
末次渉
田中咲江
鶴亀國康

20.01.07
20.01.14
20.01.21
20.01.28
20.02.04
20.02.12
20.02.18
20.02.25
20.03.03
20.03.10
20.03.17
20.03.24

知財総合支援窓口 （一社）広島県発明協会

立石博臣
末次渉
田中咲江
鶴亀國康
松本文彦

19.11.07
19.11.21
19.12.05
19.12.19
20.01.16
20.02.06
20.02.20
20.03.05
20.03.19

知財総合支援窓口 （一社）広島県発明協会福山 森寿夫
専徳院博

山口

19.11.06
19.11.13
19.11.20
19.11.27
19.12.04
19.12.11
19.12.18
19.12.25

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
金井一美
今中崇之
井上浩

20.01.08
20.01.15
20.01.22
20.02.05
20.02.12
20.02.19
20.02.26
20.03.04
20.03.11
20.03.18
20.03.25

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
今中崇之
井上浩
木村正彦
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山口

19.11.08
19.12.13
20.01.10
20.02.14
20.03.13

知的財産権に関する相談 下関商工会議所 鯨田雅信

19.11.12
19.12.10
20.01.14
20.01.29
20.02.12
20.03.10

知的財産権に関する相談 萩商工会議所 木村正彦

19.11.14
19.12.12
20.01.09
20.02.13
20.03.12

知的財産権に関する相談 宇部商工会議所 藤本昌平

19.11.14
19.12.12
20.01.09
20.02.13
20.03.12

知的財産権に関する相談 柳井商工会議所 川角栄二

19.11.18
19.12.16
20.01.20
20.02.17
20.03.16

知的財産権に関する相談 徳山商工会議所 専徳院博

19.11.19
19.12.17
20.01.21
20.02.18
20.03.17

知的財産権に関する相談 岩国商工会議所 立石博臣

四国会
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（偶数月）
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 四国会所属弁理士

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） 四国会事務所 四国会所属弁理士

愛媛

第1月曜日
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 四国会所属弁理士

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 四国会所属弁理士

第3木曜日 （奇数月）
13:00 ～ 16:00

無料特許相談
（要予約・個人面談方式） 八幡浜商工会議所 四国会所属弁理士

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 四国会所属弁理士

九州会
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） 九州会事務所 九州会事務所

講　演
東北会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

岩手 19.11.23 知的財産特別授業 大東町少年少女発明クラブ 野崎俊剛

山形 20.01～02 高等専門学校への
エンターテイメントセミナー 鶴岡工業高等専門学校 岩崎孝治

北陸会
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 19.12.06 高専学生向け知的財産セミナー（権利行使編）富山高等専門学校射水キャンパス 藤井俊一
福井 19.11.01 高専学生向け知的財産セミナー（調査編） 福井工業高等専門学校 川崎好昭

２．支援活動予定表（11月から）／相談／講演



30 2019 年 10 月号（No.205）

福井 19.11.29 新時代に向けた知財活用シンポジウム～
知的財産を経営資源として活用するには～ ホテルフジタ福井

（一社）工業所有
権電子情報化セン
ター専務理事鳥取
大学客員教授弁理
士 後谷陽一
日本政策金融公庫
国民生活事業本部
北陸地区統括室室
長 金子孝幸
（株）喜多俊之デ
ザイン研究所所長 
喜多俊之

関東会
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 19.11.12 知的財産セミナー 2019（前橋） 前橋商工会議所3階会議室「リリィ」 羽鳥慎也
井瀧史洋

千葉

19.11.16 世界一行きたい科学広場in浦安2019 東海大学付属浦安高等学校・中等部

加藤晃
栗田由貴子
日向麻里
高橋洋平
八木田智
黒田義博

19.11.27 知的財産特別授業 東海大学付属市原望洋高等学校

山下滋之
（知財授業）
栗田由貴子
（知財授業）

東京

19.11.01 知的財産セミナー 2019（渋谷V3） hoops link tokyo 松本公一
19.11.10
19.12.08
20.01.12
20.02.09
20.03.08

江戸川区子ども未来館 江戸川区子ども未来館 

伊藤夏香
斉藤進
山下滋之
バーナード正子
遠田利明

19.11.16 第21回産業ときめきフェアin EDOGAWA タワーホール船堀

伊藤夏香
高橋洋平
谷島隆士
河野上正晴
佐藤高信

19.11.25 東京商工会議所葛飾支部　講演会 テクノプラザかつしか　３階
視聴覚室 伊藤夏香

19.11.26 知的財産セミナー 2019（新宿） 日本政策金融公庫新宿支店内 ４階 
東京ビジネスサポートプラザ

久保雅裕
高原千鶴子
千田正志

19.11.29 BOBセミナー たましん事業支援センター 高原千鶴子

19.12 知的財産特別授業 都立工芸高等学校 

岩崎孝治
山下滋之
前田健一
上島寿郎

神奈川
19.11.01 知的財産セミナー 2019（海老名）

（地独）神奈川県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

19.11.14 ｢テクノトランスファー inかわさき2019｣
併催セミナー カルッツかわさき2Ｆ小体育室 乙部孝

山梨
19.11.01 知的財産セミナー 2019（甲府） ホテル談露館 西川岳

19.12.07 知的財産特別授業 アイメッセ山梨 高原千鶴子
志村正樹

東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

長野 19.12.05 絆プロジェクト金融機関向けセミナー 長野信用組合

堀内剛
須澤修
柏原秀雄
宮坂一彦
中山実

愛知

19.11.07
東海会協力講座
「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

19.11.14
東海会協力講座
「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

19.11.16 休日パテントセミナー 2019 in名古屋
「外国出願について」 名古屋商工会議所 加藤光宏

19.11.21
東海会協力講座
「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

19.11.21
知的財産経営サロン
「知的財産の保護とは？活用とは？～事業戦
略と共に考えてみよう！～」

東海会事務所 知的財産支援
委員会
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愛知

19.11.28
東海会協力講座
「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

19.12.05
東海会協力講座
「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

19.12.10 知的財産特別授業 県立鶴城丘高等学校

藤谷修
北裕介
瀧川彰人
佐野朋子
森田昭生
野崎洋平
清水聡

19.12.12
東海会協力講座
「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 藤田早百合

19.12.14
休日パテントセミナー 2019 in名古屋
「意匠権について～製品のデザインを知的財
産権で保護する～」

名古屋商工会議所 岡田康一
前田祥吾

19.12.17 知的財産特別授業 県立刈谷工業高等学校 奧田誠

19.12.19
東海会協力講座
「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 藤田早百合

19.12.19
知的財産経営サロン
「知的財産を経営に活かすためには？～過去
の事例から学んでみよう！～」

東海会事務所 知的財産支援
委員会

19.12.20 知的財産特別授業 県立刈谷工業高等学校 奧田誠

20.01.16
東海会協力講座
「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 北裕介

20.01.16
知的財産経営サロン
「デザインやブランドも重要ですか？～意匠
・商標で他社との差別化を図ろう！～」

東海会事務所 知的財産支援
委員会

20.01.18
休日パテントセミナー 2019 in名古屋
「商標権について～ブランドを知的財産権に
しよう～」

名古屋商工会議所 赤座泰輔
安田宗丘

20.01.23
東海会協力講座
「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 加藤拓司

20.01.30
東海会協力講座
「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 未定

20.02.06
東海会協力講座
「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

20.02.20

知的財産経営サロン
「知的財産で事業を加速させるためには？～
事業計画に知的財産活動を取り入れよう！
～」

東海会事務所 知的財産支援
委員会

関西会
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

19.11.10 知的財産特別授業 （一社）滋賀県発明協会 岸本忠昭
19.11.14 知的財産特別授業 大津市立仰木の里小学校 立川伸子

19.11.30

パテントセミナー 2019
「大学における産学連携・知的財産活動の奮
闘～大学だからこその難しさ、楽しさから～
」

コラボしが21 佐々木健一

19.11.30 パテントセミナー 2019
「特許侵害訴訟への対応と戦略」 コラボしが21 辻村和彦

20.01.31 知的財産特別授業 湖南市立三雲小学校 岸本忠昭

京都

19.11.02 パテントセミナー 2019
「初めての特許・実用新案」 京都リサーチパーク 中西康文

19.11.02 パテントセミナー 2019
「初めての意匠・商標」 京都リサーチパーク 竹内公孝

19.11.12 知的財産特別授業 舞鶴市立余内小学校 大野義也
岸本忠昭

大阪

19.11.06 知的財産特別授業 府立四条畷高等学校 水田慎一

19.11.07
知的財産権に関するセミナー（第4回）
「関西の企業における意匠・特許の現状　
～意匠法等の改正を踏まえて～」

クリエイション・コア東大阪

村上太郎、
大阪工業大学大学
院知的財産研究科
教授
山田繁和氏

19.11.09
パテントセミナー 2019
「特許調査入門～日本の特許文献・外国の特
許文献の調べ方～」

関西会事務所 原晶子
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大阪

19.11.09
パテントセミナー 2019
「知れば知るほど面白い外国特許制度のポイ
ント～中国、インド、ASEANを中心に～」

関西会事務所 井上一生

19.11.14 知的財産特別授業 橋本市立橋本中央中学校 赤岡和夫

19.11.23
パテントセミナー 2019
「最近のノーベル生理学・医学賞日本人受賞
者とその関連知財」

TKPガーデンシティ大阪梅田 越智豊

19.12.05 知的財産特別授業 狭山市立南第一小学校 山田淳一

19.12.07
パテントセミナー 2019
「海外ビジネスで感じた知財の視点～こんな
筈ではなかったと嘆かないために！～」

TKPガーデンシティ大阪梅田

川島泰介氏
（INPIT-KANSAI
統括知財戦略エキ
スパート）

19.12.13 知的財産特別授業 堺市立新金岡東小学校 八木まゆ
佐々木達也

19.12.14
パテントセミナー 2019
「AI/IoT時代のコンピュータ関連知財の保護
～特許からデータ保護まで～」

TKPガーデンシティ大阪梅田 松下正

19.12.23 知的財産特別授業 東大阪市立花園小学校 光明寺大道
20.01.10 知的財産特別授業 高槻市立津之江小学校 山田淳一
20.01.21 知的財産特別授業 茨木市立東奈良小学校 立川伸子
20.01.21 知的財産特別授業 大阪市立高見小学校 古田昌稔
20.02.04 知的財産特別授業 寝屋川市立池田小学校 未定
20.02.18 知的財産特別授業 藤井寺市立藤井寺西小学校 未定
20.02.21 知的財産特別授業 大阪府アサンプション国際小学校 未定
20.02.28 知的財産特別授業 河内長野市立小山田小学校 赤岡和夫

兵庫

19.11.01 知的財産特別授業 豊岡市立田鶴野小学校 渥美元幸
五郎丸正巳

19.11.13 知的財産特別授業 神戸市立神陵台中学校 柳瀬智之
岩本泰雄

19.11.14 知的財産特別授業 三田市立狭間中学校
水田慎一
小林義周
田中勝也

19.12.05 知的財産特別授業 上郡町立高田小学校 渥美元幸

19.12.10 知的財産特別授業 滝川第二中学校 水田慎一
柳瀬智之

19.12.19 知的財産特別授業 県立洲本実業高等学校 未定
20.01.22 知的財産特別授業 神河町立越知谷小学校 大野義也
20.01.31 知的財産特別授業 西宮市立神原小学校 三方英美 

奈良
19.12.14 知的財産講座（第12回） 奈良県立図書情報館 未定
20.02.10 知的財産特別授業 御所市立葛城小学校 未定

和歌山 19.11.16 パテントセミナー 2019
eコマースと知的財産権 和歌山商工会議所 岡田充浩

四国会
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 未定 四国地域知的財産担当者育成セミナー 未定 未定

香川

2019.11.19 知的財産セミナー 三豊市役所危機管理センター会議室
小笠原宜紀
上岡將人
中井博

2020.02.07 四国地域知的財産担当者育成セミナー 香川産業頭脳化センター 未定
2020.02.14 四国地域知的財産担当者育成セミナー 香川産業頭脳化センター 未定
2020.02.21 四国地域知的財産担当者育成セミナー 香川産業頭脳化センター 未定

愛媛

未定 知財財産特別授業 県立東予高等学校 村上武栄
未定 知財財産特別授業 県立弓削高等学校 壬生優子
未定 知財財産特別授業 県立北条高等学校 中川勝吾

未定 知財財産特別授業 県立東予高等学校
八幡浜工業高等学校 相原正

未定 知財財産特別授業 県立宇和島東高等学校 松島理
未定 知財財産特別授業 県立宇和島水産高校 小笠原宜紀
未定 四国地域知的財産担当者育成セミナー 未定 未定

高知 未定 四国地域知的財産担当者育成セミナー 高知県工業技術センター 未定

九州会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

宮崎 20.01.11 知的財産特別授業 延岡少年少女発明クラブ 園田康弘
沖縄 未定 沖縄科学技術大学院大学　知財セミナー 沖縄科学技術大学院大学 本堂裕司

２．支援活動予定表（11月から）／講演
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その他
東北会
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 19.11.21 第32回みやぎ発明くふう展及び第23回
みやぎ未来の科学の夢絵画展・表彰式 ホテル白萩 梅森嘉匡

秋田 19.11.03 第68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

福島
19.11.12 第65回福島県発明展 郡山市労働福祉会館 鈴木俊二
19.11.17 第65回福島県発明展・表彰式 郡山市労働福祉会館 鈴木俊二

北陸会
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 19.11.26 第57回富山県発明くふう展・表彰式 富山県民会館 藤井俊一
石川 19.11.02 第55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 宮本一浩

関東会
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

19.11.06
19.11.13
19.11.20
19.12.04
19.12.11
19.12.18
20.01.08
20.01.15
20.01.22
20.01.29

埼玉大学寄附講義 埼玉大学
杉岡真紀
有馬百子
寺尾康典

東京 19.12.16 第17回多摩ブルー・グリーン賞 たましん事業支援センター 下村和夫

神奈川
19.11.28
20.01.23
20.03.26

平成31年度企業関係者と弁理士の
知財研究会

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

東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

長野 未定 長野県発明くふう展・審査会 長野県発明協会 未定
静岡 19.11.10 静岡県学生児童発明くふう展・表彰式 静岡県庁 未定

愛知
19.11.01 あいち少年少女創意くふう展2019・審査会 産業技術記念館 菊谷純
19.12.07 あいち少年少女創意くふう展2019・表彰式 産業技術記念館 奧田誠

関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

大阪 19.11.04 第49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 吉竹英俊

兵庫 19.11.04 令和元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

奈良 19.11.13 第76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 金田敏考

奈良 19.11.13 第76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 金田敏考

熊本 19.11.13 第54回熊本県発明工夫展・表彰式 熊本県庁 高宮章

大分
19.11.11 第78回大分県発明くふう展・審査会 大分県立美術館(ＯＰＡＭ) 富畑賢司
19.11.17 第78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 19.11.23 第78回宮崎県学校発明くふう展・表彰式 宮崎県庁 有馬明美

２．支援活動予定表（11月から）／その他
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3 支援活動一覧表（10月分）

北海道会
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 毎週火・金曜日 常設知的財産相談室 北海道会事務所 北海道会所属
弁理士

東北会
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 19.10.30 あおもり産学官金連携Day2019
技術マッチング展示会

八戸プラザホテル
プラザアーバンホール

角田世治
上野大輔　　　　
坪淳一

宮城 毎週火曜日
（13：00～16：00） 常設知的財産相談室 東北会事務所 東北会所属

弁理士

福島 19.10.30～31 ふくしま再生可能エネルギー産業フェア
（REIFふくしま2019） ビッグパレットふくしま

鈴木俊二
梅森嘉匡
山上誠

北陸会
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
19.10.09 常設知的財産相談室 北陸会事務所 橋爪慎哉
19.10.24 常設知的財産相談室 北陸会事務所 宮本一浩

関東会
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 19.10.10 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 加藤義博

東京

19.10.05 第6回府中市事業と暮らしの無料相談会 ルミエール府中市民会館 東京委員会委員
19.10.10
19.10.24 東京商工会議所専門相談 東京商工会議所中小企業相談

センター
小野友彰
本谷孝夫

19.10.10 2019年度知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター 深澤潔

19.10.15 2019年度下期
多摩地域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

19.10.25 2019年度下期
BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest内会議室 下村和夫

19.10.26 第7回事業と暮らしの無料相談会
(武蔵野三鷹) 三鷹産業プラザ 東京委員会委員

19.10.27 第25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

19.10.31～11.01 第23回いたばし産業見本市
製造と加工技術展2019 板橋区立東板橋体育館 東京委員会委員

神奈川

19.10.10 平成31年度知財相談窓口（IDEC） （公財）横浜企業経営支援財団相談窓
口 藤巻正憲

19.10.11
19.10.25

神奈川県立川崎図書館
平成31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

長谷川陽子
佐藤高信
横川憲広
植木泰弘
後藤仁志
小林俊雄
江畑耕司

山梨 19.10.08 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

東海会
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 東海会事務所 東海会所属弁理士

関西会
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） 関西会事務所 関西会所属弁理士

相　談

３．支援活動一覧表（10月分）／相談
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開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

鳥取

19.10.02 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
19.10.03
19.10.10
19.10.17

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
中西康裕
田中秀明

島根

19.10.11
19.10.18
19.10.25

知財総合支援窓口 島根県発明協会
河野生吾
田村善光
河野誠

19.10.23 知財総合支援窓口 大田商工会議所 河野誠

岡山

19.10.04
19.10.11
19.10.18
19.10.25

知財総合支援窓口 （一社）岡山県発明協会

森寿夫
中務茂樹
笠原英俊
須田英一

広島

19.10.01
19.10.08
19.10.15
19.10.29

知財総合支援窓口 （一社）広島県発明協会

松本文彦
末次渉
田中咲江
鶴亀國康

19.10.03
19.10.17 知財総合支援窓口 （一社）広島県発明協会福山 森寿夫

専徳院博

山口

19.10.02
19.10.09
19.10.20
19.10.23

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
金井一美
今中崇之
井上浩

19.10.08 知的財産権に関する相談 萩商工会議所 木村正彦
19.10.10 知的財産権に関する相談 柳井商工会議所 川角栄二
19.10.10 知的財産権に関する相談 宇部商工会議所 藤本昌平
19.10.11 知的財産権に関する相談 下関商工会議所 鯨田雅信
19.10.17 知的財産権に関する相談 岩国商工会議所 立石博臣
19.10.18 知的財産権に関する相談 徳山商工会議所 専徳院博

四国会
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（偶数月）
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 四国会所属弁理士

愛媛

第1月曜日
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 四国会所属弁理士

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 四国会所属弁理士

第3木曜日 （奇数月）
13:00 ～ 16:00

無料特許相談
（要予約・個人面談方式） 八幡浜商工会議所 四国会所属弁理士

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 四国会所属弁理士

九州会
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） 九州会事務所 九州会所属弁理士

東北会
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 19.10.30 あおもり産学官金連携Days2019
ショートセミナー

八戸プラザホテル
プラザアーバンホール 伊藤夏香

山形 19.10 高等専門学校へのエンターテイメント
セミナー 鶴岡工業高等専門学校 横島重信

※ 9月号（No.204）青森県の項目に［19.11.07　ビジネスマッチ東北2019ショートセミナー］と紹介しておりましたが正しくは
［19.10.30 あおもり産学官金連携Days 2019ショートセミナー］になります。

北陸会
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 19.10.18 高専学生向け知的財産セミナー（調査編） 富山高等専門学校本郷キャンパス 山川正男
石川 19.10.28 高専学生向け知的財産セミナー（演習編） 石川工業高等専門学校 水野友文

講演

３．支援活動一覧表（10月分）／相談／講演
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関東会
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

19.10.08
町田市との「知的財産の活用による町田市
の地域活性化及び産業振興に関する協定書
」に基づくキックオフシンポジウム

町田市文化交流センター 鮫島正洋
鈴木一永

19.10.10 知的財産セミナー 2019（多摩） PlanT 多摩平の森産業連携センター 相原礼路
19.10.13 江戸川区子ども未来館 江戸川区子ども未来館 金子彩子
19.10.23 東京商工会議所杉並支部講演会 杉並区立産業商工会館　１階展示室 岡村雅一

19.10.29 知的財産特別授業 小金井市立小金井第一小学校 竹内詩人
高橋友和

19.10.29 知的財産セミナー 2019 弁理士会館3-ＡＢ会議室 緒方禎浩
19.10.31 知的財産セミナー 2019（千代田V2） 弁理士会館2-ＡＢ会議室 松本公一

神奈川 19.10.29 令和元年度戦略的知財マネジメント促進
事業知的財産セミナー

横浜メディア・ビジネスセンター 7
階会議室 穂坂道子

東海会
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

19.10.04
週末パテントセミナー 2019 in静岡（浜松会
場）「知っているようで知らない意匠権～い
ま意匠が面白い！～」

アクトシティ浜松＜Dゾーン＞研修
交流センター 田中智雄

19.10.11
週末パテントセミナー 2019 in静岡（浜松会
場）「知っているようで知らない意匠権～い
ま意匠が面白い！～」

B-nest　静岡市産学交流センター 田中智雄

19.10.18
週末パテントセミナー 2019 in静岡（浜松会
場）「知的財産関係訴訟入門～全体の枠組を
知って、予防法務や契約に役立てよう！～」

B-nest　静岡市産学交流センター 坂野史子

19.10.23 知的財産特別授業 沼津工業高等専門学校

藤谷修
村瀬晃代
藤田早百合
高田珠美
森田昭生
野崎洋平
清水聡

19.10.25
週末パテントセミナー 2019 in静岡（浜松会
場）「知的財産関係訴訟入門～全体の枠組を
知って、予防法務や契約に役立てよう！～」

アクトシティ浜松＜Dゾーン＞
研修交流センター 坂野史子

愛知

19.10.03
日本弁理士会東海会協力講座「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

19.10.10
東海会協力講座
「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

19.10.12
休日パテントセミナー 2019 in名古屋
「特許権・実用新案権について～特許、実用
新案って何？身近な活用事例で学ぼう～」

名古屋商工会議所 谷山輝恵
成相英明

19.10.17
東海会協力講座
「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 榊原靖

19.10.24
東海会協力講座
「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 成田明子

19.10.27 知的財産特別授業 愛知教育大学附属名古屋中学校
加藤大樹
石原五郎
伊藤正典

愛知

19.10.30 中小企業のための知財経営サロンin安城 安城市文化センター

南島昇
和田直斗
長谷真司
椿和秀
伊藤浩二
藤居俊介
和田英子
山口晃志郎
丸山修

19.10.31
東海会協力講座
「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 石原五郎

関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

大阪 19.10.11
知的財産権に関するセミナー（第3回）
ビジネスで起こる「知財の課題」 ～こんな
とき、どうする～

クリエイション・コア東大阪

独立行政法人工業
所有権情報・研修
館近畿統括本部
（INPIT-KANSAI）
知財戦略エキスパ
ート濱野廣明氏、
坂口智康

３．支援活動一覧表（10月分）／講演
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その他
東北会
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 19.10.26 第61回青森県発明くふう展・表彰式 イトーヨーカドー青森店 角田世治

岩手

19.10.03 第55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

19.10.11 東北会知財セミナー in岩手 アートホテル盛岡

丸岡裕作
齋藤昭彦
船越巧子
東田潔
村雨圭介
野崎俊剛
高橋雪文

19.10.26 第55回岩手県発明くふう展・表彰式 岩手県工業技術センター 野崎俊剛

宮城 19.10.08 第32回みやぎ発明くふう展及び第23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 梅森嘉匡

秋田 19.10.31 第68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

山形
19.10.16 第54回山形県発明くふう展・審査会 上山市西郷地区公民館 佐藤司

19.10.20 第54回山形県発明くふう展・表彰式 上山市三友エンジニア体育文化セン
ターエコホール 黒沼吉行

北陸会
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
19.10.08 第83回新潟県発明工夫展

第68回新潟県模型展・審査会 新潟県立自然科学館 加藤裕介

19.10.12 第83回新潟県発明工夫展
第68回新潟県模型展・表彰式 新潟県立自然科学館 加藤裕介

富山 19.10.18 第57回富山県発明くふう展・審査会 富山市民プラザ 藤井俊一

石川

19.10.04 第35回石川県科学の夢絵画展・審査会 石川県地場産業振興センター 水野友文

19.10.16 第55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
宮本一浩
金森毅
宮田誠心

福井
19.10.24 第32回福井県発明くふう展第28回福井県

未来の科学の夢絵画展・表彰式 福井県産業会館 山田雅哉

19.10.24
19.10.25 北陸技術交流テクノフェア2019 福井県産業会館 北陸会所属弁理士

関東会
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

19.10.02
19.10.09
19.10.16
19.10.23
19.10.30

埼玉大学寄附講義 埼玉大学
杉岡真紀
有馬百子
寺尾康典

開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

大阪

19.10.19

パテントセミナー 2019
意匠法大改正その内容と予想される実務                                      
～デザインがブランド化する時代に向けて
～

TKPガーデンシティ大阪梅田 松井宏記

19.10.21 知的財産特別授業 やたなか小中一貫校　矢田小学校 光明寺大道
森俊也

19.10.26 知的財産特別授業 島本町立第一小学校 後利彦
福島芳隆

19.10.29 知的財産特別授業 堺市立登美丘西小学校 立川伸子
吉永元貴

兵庫 19.10.25 知的財産特別授業 西脇市立芳田小学校 大野義也
原晶子

奈良

19.10.24 知的財産講座（第11回） 奈良県立図書情報館 未定

19.10.26 知的財産特別授業 智弁学園奈良カレッジ中等部
光明寺大道
松山徳子
寺薗佳江

19.10.26
パテントセミナー 2019
AI/IoT関連技術の知財保護　
～AIで特許を取れる？～

奈良商工会議所 川上桂子

和歌山 19.10.09 知的財産特別授業 和歌山工業高等専門学校 佐々木達也
松山徳子

九州会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

大分 19.10.12 知的財産特別授業 ひた少年少女発明クラブ 田代茂夫

３．支援活動一覧表（10月分）／講演／その他
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千葉
19.10.04 令和元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 石野知宏
19.10.12 科学フェスタ2018 きぼーる 千葉委員会委員

東京 19.10.18
19.10.31 第17回多摩ブルー・グリーン賞 たましん事業支援センター 下村和夫

神奈川 19.10.05 神奈川県知的財産活用アドバイザー 非公開
船津暢宏
木下茂
松下亮

山梨 19.10.01 平成31年度中小企業等外国出願支援事業 山梨県内会議室 堀内正優

東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

長野 19.10.26 長野県発明くふう展・表彰式 長野市ビックハット 中山実

岐阜

19.10.16 2019岐阜県発明くふう展（学生の部）・審査会 マーサ21

19.10.17 2019岐阜県発明くふう展
（一般の部・女性の部）・審査会 マーサ21

19.10.20 2019岐阜県発明くふう展（学生の部）・表彰式 マーサ21

19.10.21 2019岐阜県発明くふう展
（一般の部・女性の部）・表彰式 マーサ21

静岡
19.10.04 静岡県未来の科学夢絵画展・審査会 静岡県産業経済会館 増田恒則
19.10.18 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 増田恒則

愛知
19.10.11 第14回かわしんビジネス交流会における

ブース出展 豊川市総合体育館 東三河地区委
委員会

19.10.12 第14回かわしんビジネス交流会における
ブース出展 豊川市総合体育館 東三河地区委

委員会

三重 19.10.03 令和元年度三重県発明くふう展
（学生の部）・審査会 津リージョンプラザ 伊藤寿浩

関西会
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 19.10.26 第43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

大阪

19.10.08 第49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 中井正樹

19.10.16-17 大阪勧業展2019 マイドームおおさか

大川博之
中田健一
山岸忠義
田中信治
三品明生
松永裕吉
川瀬裕之
富永浩司

兵庫 19.10.24 令和元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 下村裕昭

奈良 19.10.18 第76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 金田敏考

和歌山

19.10.23 第52回私たちのくふう展・審査会 フォルテワジマ 向林伸啓

19.10.24 第34回和歌山市市民発明くふうコンクール
・審査会 和歌山市民会館 久保田静男

19.10.26 第52回私たちのくふう展・表彰式 フォルテワジマ 向林伸啓

19.10.27 第34回和歌山市市民発明くふうコンクール
・表彰式 和歌山市民会館 久保田静男

四国会
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
2019.10.02 第75回香川の発明くふう展・審査会 香川産業頭脳化センター 中井博
2019.10.26 第75回香川の発明くふう展・表彰式 国立大学法人香川大学創造工学部 上岡將人

九州会
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
19.10.16 第62回福岡県児童生徒発明くふう展・

審査会 福岡市科学館 古賀真二

19.10.20 第62回福岡県児童生徒発明くふう展・
表彰式 福岡市科学館 丹生哲治

熊本 19.10.30 第54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
宮崎 19.10.10 第78回宮崎県学校発明くふう展・審査会 宮崎科学技術館 有馬明美
鹿児島 19.10.08 第67回鹿児島県発明くふう展・審査会 鹿児島県産業会館 高橋省吾

３．支援活動一覧表（10月分）／その他
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先着順
事前申込制
参加費無料

パテント
セミナー

創造力×想像力

令和元年
2019

日本弁理士会関西会は、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弁理士
等の専門家がわかりやすく説明する、知的財
産権に関するセミナーを開催します。

日本弁理士会関西会　主催

後 援

日 程

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、中小機構近畿本部、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、公益財団法人大阪産業局

兵 庫 10月12日（土）10:00～11:4514:00～16:30

滋 賀 11月30日（土）10:00～12:3014:00～16:30

京 都 11月  2日（土）10:00～12:3014:00～16:30

奈 良 10月26日（土）14:00～16:30

和 歌 山 11月16日（土）14:00～16:30

お問い合せ先

日本弁理士会関西会
パテントセミナー申込係

TEL.06-6446-1201
FAX.06-6443-9912
URL http://www.kjpaa.jp/〒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。

  9月28日（土）10:00～12:30
   9月28日（土）14:00～16:30
11月  9日（土）10:00～12:30
11月  9日（土）14:00～16:30

大 阪
（応 用 編）

10月19日（土）14:00～16:30
11月23日（土）14:00～16:30
12月  7日（土）14:00～15:30
12月14日（土）14:00～16:30

大 阪
（基 礎 編）



パテントセミナー2019　開催概要

 9 /28（土）
10：00～12：30

 9 /28（土）
14：00～16：30

特許・実用新案入門
特許実用新案について、入門者が最初に知っておくべき知識、知っておくと役立つコツや考え方をお伝えした
いと思います。初学者の道しるべとなるよう知財実務の流れにそって制度概要や留意点などをお話しします。

意匠・商標入門
意匠・商標制度の概要、権利取得の効果と費用、どのような意匠あるいは商標を出願すべきか、意匠と特許
の使い分けと併用、商標のさまざまな種類、登録できる商標とできない商標など権利取得から活用まで興味
深い事例を交えてお話しします。

テーマ・内 容開催日時

第
1
回

11/  9（土）
10：00～12：30

特許調査入門
                ～日本の特許文献・外国の特許文献の調べ方～
製品開発を行う上で知っておきたい特許調査の基礎や考え方について説明します。また、J-PlatPatなどの無
料のデータベースを使った日本の特許文献や外国の特許文献の調べ方を、想定した事例を用いて紹介します。

11/  9（土）
14：00～16：30

知れば知るほど面白い外国特許制度のポイント
～中国、インド、ASEANを中心に～

グローバル化に対応するために、外国特許も取得することが重要です。特に、新興国の特許制度や実務は日
本とかなり異なります。現地を訪問して得た情報も交えながら、中国、インド、ASEANの特許・実用新案のポ
イントを中心にわかりやすく解説します。

最近のノーベル生理学・医学賞日本人受賞者と
その関連知財

ここ数年、日本人のノーベル生理学・医学賞の受賞者が相次いでいます。彼らの功績の中で、山中教授、本庶
教授の業績を中心に知財的見地から検討し、その保護の問題点、そして、今後の発展の可能性について話し
てみたいと思います。

海外ビジネスで感じた知財の視点
             ～こんな筈ではなかったと嘆かないために！～ 
海外ビジネスを確実な利益へと繋げるべく、知財を如何に有効活用するか。一方、知財に係わる様々なリスク
を軽減／極小化すべく、如何にリスクを想定し備えをするか。海外ビジネスの経験から知財活動の奥深さや
悩ましさをお話しします。

AI/IoT時代のコンピュータ関連知財の保護
～特許からデータ保護まで～

コンピュータ関連の知財は、近年、多くの法改正、運用変更がなされています。 特許から不正競争防止法ま
で、コンピュータ関連の知財について、取得および使い方をお話しします。

講　師

第
2
回

第
3
回

第
４
回

大阪パテントセミナー （会場：日本弁理士会関西会） 定員：140名基礎編MAP

●❶

10 /19（土）
14：00～16：30

意匠法大改正その内容と予想される実務
～デザインがブランド化する時代に向けて～

2020年、大改正された意匠法が施行されます。今回の改正には、デザインをブランドと位置付ける企業戦
略を後押しする改正、具体的には「関連意匠制度の変更」が含まれており、その他保護対象の拡充、全体意匠
と部分意匠の類似関係の成立など、出願戦略に関わる部分が改正されます。本セミナーにおいては、意匠法
の改正内容を解説するとともに、強く広い権利の取得のために必須である関連意匠や部分意匠の使い方と
改正後の予想される実務を解説させていただきます。さらに新商標の登録事例から見たデザイン（およびブ
ランド）保護戦略についても解説いたします。

テーマ・内 容開催日時

第
1
回

講　師

11 /23（土）
14：00～16：30

第
2
回

12/  7（土）
14：00～15：30

12/14（土）
14：00～16：30

第
3
回

第
４
回

大阪パテントセミナー （会場：TKPガーデンシティ大阪梅田） 定員：230名応用編MAP

❷

弁理士

今井 寛二

弁理士

萩森　 学

弁理士

原 　晶子

弁理士

井上 一生

弁理士

松井 宏記

弁理士

松下　 正

医師・弁理士

越智 　豊

（独）工業所有権情報・研修館
近畿統括本部

川島 泰介 氏
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滋賀パテントセミナー（会場：コラボしが２１） 定員：45名

大学における産学連携・知的財産活動の奮闘 
～大学だからこその難しさ、楽しさから～11/30（土）

10：00～12：30 2016年閣議決定された日本再興戦略では、2025年度までに企業から大学等への投資をOECD諸国以
上の３倍増とする目標を掲げています。これを目標とした特に医学系大学の産学連携・知的財産担当の立場
から、その奮闘についてお話しします。

テーマ・内 容開催日時

午
前
の
部

講　師

11/30（土）
14：00～16：30

特許侵害訴訟への対応と戦略
特許侵害訴訟の提起から判決に至るまでの各段階で、原告・被告の双方代理人が、それぞれどのようなポイ
ントを検討し、対応しているかを具体的な事例に即しながら説明します。

午
後
の
部

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

11/  ２（土）
10：00～12：30

初めての特許・実用新案
知財分野の初心者の方を対象として、特許・実用新案の基礎的な制度概要について説明するとともに、
J-PlatPatによる特許調査の基本から出願書類の作成まで、簡単な事例を通して、分かりやすく説明します。

テーマ・内 容開催日時

午
前
の
部

講　師

11/  ２（土）
14：00～16：30

初めての意匠・商標
「意匠」および「商標」の制度をよくご存じない方を対象に、これら制度全体の概要を説明します。意匠・商標
の保護対象、出願から登録までの流れ、権利行使などについて、具体的な事例を交えて解説します。

午
後
の
部

兵庫パテントセミナー（会場：スペースアルファ三宮） 定員：90名MAP

❸

MAP

❼

10/12（土）
10：00～11：45

意匠の認定と創作性判断
意匠権取得における特許庁、裁判所における意匠の捉え方、視点の置き方や認定を解説し、創作非容易性判
断手法を審決や判決の事例で説明します。

テーマ・内 容開催日時
午
前
の
部

講　師

10/12（土）
14：00～16：30

モノのカタチとトレードマーク
立体商標とトレードドレスについて説明します。モノのカタチは商標法で保護されるのか、みんなで考えてみましょう！

午
後
の
部

奈良パテントセミナー（会場：奈良商工会議所） 定員：90名MAP

●❹

10/26（土）
14：00～16：30

AI/IoT関連技術の知財保護 ～AIで特許を取れる？～
昨今、AIやIoTに関連する新しい技術やデータを知的財産権でどのように保護したら良いかが話題になっています。
本セミナーでは、AI/IoT関連技術を開発する際に留意すべき点について、特に特許に焦点をあてて解説します。

テーマ・内 容開催日時 講　師

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

11/16（土）
14：00～16：30

eコマースと知的財産権
地理的関係から、eコマースを利用されている県内企業様が多数おられます。しかし、ブランド名や商品外観
写真などが、模倣者により無断掲載され、誤購入されたお客様から苦情の電話を受ける、というケースが増
えております。このような場合、どのように対応すればよいかについて説明します。

テーマ・内 容開催日時 講　師

弁理士

山本 岳美

弁理士

川上 桂子

弁理士

中西 康文

弁理士

竹内 公孝

弁理士

岡田 充浩

弁理士

佐々木 健一

弁護士・弁理士

辻村 和彦

大阪工業大学大学院
教授

山田 繁和 氏
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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、日本弁理士会関西会が行う講演会・
セミナー等の案内を希望されますか？

※当セミナーのお申込確認や追加のご案
内をさせていただく場合がございます。

●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 チェック欄
10/12 （土）10：00～11：45午前の部

滋　賀 MAP❼

10/12 （土）14：00～16：30午後の部

11/30 （土）10：00～12：30午前の部

兵  庫 MAP❸

11/30 （土）14：00～16：30午後の部

各セミナー 日　時 チェック欄

  9/28（土）10：00～12：30第1回

  9/28（土）14：00～16：30第2回

11/  9 （土）10：00～12：30第3回

大　阪
MAP❶基礎編

11/  9 （土）14：00～16：30第4回

10/19（土）14：00～16：30第1回

11/23（土）14：00～16：30第2回

12/  7 （土）14：00～15：30第3回

12/14（土）14：00～16：30第4回

奈  良 MAP❹ 10/26 （土）14：00～16：30

京  都 MAP❺
11/  2（土）10：00～12：30午前の部

11/  2（土）14：00～16：30午後の部

和歌山 MAP❻ 11/16 （土）14：00～16：30大　阪
MAP❷応用編

パテントセミナー 2019申込書 ※ご希望の講座の下記表右のチェック欄に○印をご記入ください。

日本弁理士会関西会のホームページよりお申込ください。
URL:http://www.kjpaa.jp/

ご希望講座の下記表右のチェック欄に○印を入れ、必要事項をご記入の上、お送りください。
FAX:06-6443-9912

※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。

大津市勤労者
体育センター

毎日新聞社
大津支局大津中央

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

❼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

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36-2

最寄駅
近鉄「奈良駅」より徒歩1分

❹奈良商工会議所

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
新新聞

日本弁理士会関西会

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　

❶

大阪市福島区
福島5-4-21
TKPゲートタワービル
最寄駅
ＪＲ環状線「大阪駅」より徒歩8分
ＪＲ環状線「福島駅」より徒歩3分
大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」より
徒歩13分・四ツ橋線「西梅田駅」
より徒歩2分 
阪神線「福島駅」より徒歩4分
ＪＲ東西線「新福島駅」より徒歩5分
※地下道からお越しの方は
OsakaGardenCity 番号「6-2」を
目印にお越しください

❷

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

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

神戸市中央区
三宮町1-9-1
三宮センタープラザ東館6階

JR神戸線「三ノ宮」駅、
阪急・阪神・地下鉄・ポートライナー
「三宮」駅より徒歩約5分
地下鉄海岸線「三宮・花時計前」駅より
徒歩約3分

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

日本弁理士会関西会 TKPガーデンシティ大阪梅田

❷ F A X よ り

❶ホームページより
パテントセミナー 2019 申込方法

会場MAP
定員140名

定員90名

定員45名

定員120名 定員50名

定員230名

N

日本弁理士会
関西会

セブン
イレブン

大阪 応用編大阪 基礎編

N

フ
ラ
ワ
ー
ロ
ー
ド

三宮
駅

地下
鉄西
神・
山手
線

阪急
神戸
線

三宮
駅

JR
神
戸
線

神戸
市役
所三宮

セン
ター
街

生
田
筋
↓

京
町
筋
↓

スペースアルファ三宮

三
ノ
宮
駅

❸スペースアルファ三宮 定員90名
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お問い合わせやご送付先に変更がございました場合には 日本弁理士会　経営・支援室まで
電 話：03－3519－2709（直） FAX：03－3519－2706
MAIL：shien@jpaa.or.jp
H P：https : //www.jpaa.or.jp/support_activity/

常設知的財産相談室（無料）
※すべて事前予約制です。

☎
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：https：//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：https：//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：https：//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

北海道会

北陸会

東海会

中国会

四国会

東北会

関東会

関西会

九州会

!!


