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日時：令和元年７月２１日（日）１０：００～１７：００
会場：クイーンズスクエア横浜１階クイーンズサークル 

はじめに
今年は、神奈川県横浜市の「横浜みなとみらい」のイベントスペースを使用して本イベ

ントを行いました。
会場が「横浜みなとみらい」ということもあり、年齢層を特定することなく幅広い世代

をターゲットとしました。
そして、どの年齢層に対しても言葉として響く「スポーツ」を題材として、「知的財産」

及び「弁理士」をより身近に感じてもらうため、本イベントを行いました。
本年度は、昨年度と同様に早い時期から関東会で弁理士の日記念イベント実行 WG（以

下、単に WG と称します）が立ち上がりました。
WG におきましては、神奈川委員会での検討と並行して、弁理士の日記念イベントの内

容について検討を重ねました。
昨年度と大きく異なるところは、メインターゲット層を決めなかったことと、「スポーツ」

を題材として挙げたことです。

弁理士の日 記念イベント2019

弁理士の日記念イベント実行ＷＧ長　大谷元

〈ステージイベント〉
・ｅスポーツプロプレイヤーによるパワプロ実演
・元プロ野球選手の齊藤明雄氏・池山隆寛氏によるトークショー＆ＶＲ体験
・マラソン選手の谷川真理氏・（株）ミズノの木村隆也氏によるトークショー
・はっぴょん＆横浜開港祭のハマー君と写真撮影会
・知的財産のことがすぐわかる！よくわかる！動画を上映

〈常設イベント〉
・ｅスポーツ体験コーナー
・ V Ｒ体験コーナー
・オリジナルうちわ作成コーナー
・知財相談コーナー

イベント内容
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そのため、WG及び神奈川委員会での検討には多くの時間と労力を要することになりました。
ただし、昨年度までの経験があったからこそ、今年の弁理士の日記念イベントも開催ま

でたどりつけたと強く思っています。
ステージイベント及び常設イベントについては、新しい内容を取り入れ、多くの来場者

に参加してもらえるようにいたしました。
また、昨年度も好評でしたキャラクター（はっぴょん、ハマーくん）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
ておりました。

１．イベント内容詳細 
（１）ｅスポーツプロプレイヤーによるパワプロ実演

ステージイベントの第一弾として、最近話題の「e スポーツ」を題材として取り上げま
した。
「e スポーツ」はわかりやすさを優先して「パワプロ」を採用いたしました。
内容的には、まず「e スポーツ」と「知的財産」の関係を、総合司会者と弁理士によるトー

クショーという形で１５分程度説明しました。
具体的には、「e スポーツ」は、特許権、商標権、著作権など、多くの知的財産権が関わっ

ていることを、パネルを用いて説明しました。
次に、「e スポーツ」のプロプレイヤー２人をお招きし、総合司会者とプロプレイヤー

のトークショーを行いました。
その後、プロプレイヤーとの対戦を行いました。

「スポーツ」の新しい形である「e スポーツ」をイベント内容として盛り込むことができ、
先端技術を扱うことが多い弁理士としても楽しい企画になったのではないかと思います。

午前中のイベントでしたが、多くの来場者が見学し、予想以上の盛況でした。
（来場者２８８人）

ｅスポーツプロプレイヤーによるパワプロ実演
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（２）元プロ野球選手の齊藤明雄氏・池山隆寛氏によるトークショー＆ＶＲ体験
元プロ野球選手の齊藤氏と池山氏を招きトークショーを行いました。
２人の実績についてパネルを用いて話して頂きました。
齊藤氏は、現役時代、投球フォームが独特であったということから、投球フォームは特

許の対象となるかという点で知的財産権に触れて頂きました。
池山氏は、野球グローブの商標を決める際に関わったことがあるというエピソードを

持っていたため、この点を中心とした知的財産権に触れて頂きました。
２人ともネームバリューが高く、来場者数がぐっと増加することになりました。
地域やイベント内容に関係のあるゲストを招くと、集客効果が期待できると実感するに

至りました。 （来場者４４８人）

（３）マラソン選手の谷川真理氏と（株）ミズノの木村隆也氏によるトークショー
マラソンランナーの谷川氏と、（株）ミズノでシューズの開発を担当している木村氏を招

きトークショーを行いました。
谷川氏には実績についてパネルを用いて話して頂きました。
谷川氏は、現役のマラソンランナーでもあり、シューズがいかに重要かということを知っ

ていたため、この点を中心とした知的財産権に触れて頂きました。
それから、シューズ開発を担当している木村氏に、シューズの特許という観点から知的

財産権についての話をして頂きました。
谷川氏のネームバリューが高いため、齊藤氏と池山氏のトークショーに引き続き来場者

数が減ることなく、維持ができました。
また、木村氏には、専門的な観点から知的財産権、特に特許権をシューズ開発に絡めて

説明していただき、知識が深まることになりました。
身近なスポーツをテーマの１つとすることで、幅広い年齢層の来場者の集客効果が期待

できると実感するに至りました。 （来場者３８９人）

元プロ野球選手の齊藤明雄氏・池山隆寛氏によるトークショー
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（４）ｅスポーツ体験及びＶＲ体験コーナー
常設コーナーとして、「e スポーツ」体験、VR 体験を行いました。

「e スポーツ」体験では、イベントコーナーに登壇して頂いたプロプレイヤーの方が手
伝ってくださり、参加者に的確なアドバイスを提供することが可能になっていました。
「VR 体験」では、実際のプロ野球選手が投げたカーブボールを打てるかどうかの体験

を行いました。
双方とも、開場から閉場まで、参加者がひっきりなしに並んでいるという状態になって

いました。
しかも、参加者の年齢層が幅広く、かなりの集客効果になっていたものと推測すること

ができました。 （来場者３８４人）

（５）オリジナルうちわ作成コーナー
常設コーナーとして、「オリジナルうちわ工作」を行いました。
うちわ型シールに好きな絵を描き、最後に骨組に貼り付けるというシンプルな工程です

が、弁理士が工作指導に入ったことで、参加者とのふれあいも楽しめました。開始から終
了まで一日中、親子連れを中心に常に賑わいのあるコーナーとなりました。会場内には完

マラソン選手の谷川真理氏・（株）ミズノの木村隆也氏によるトークショー

ｅスポーツ体験及びＶＲ体験コーナー



8 2019 年 11 月号（No.206）

特集／ ｢弁理士の日」記念事業（関東、東海、関西）

成したうちわを掲げる子どもを非常に多く見かけました。 （来場者７４８人）

（６）はっぴょん＆横浜開港祭のハマー君と写真撮影会
昨年のイベントにおいてキャラクターが好評であったことから、今年度も「はっぴょん」

と「ハマー君」というキャラクター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１回、ステージ上に「はっぴょん」と「ハマー君」が登壇
し、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。

キャラクターに対する子ども達の関心は非常に高いながらも、恥ずかしさや照れの方が
大きく、ステージ上に上がってくれる子ども達は少なかった印象です。

ただし、ステージ上でない会場の通路に登場したところ、「はっぴょん」、「ハマー君」は、
大変人気で、子供達に囲まれて握手を求められており、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」の利用は継続すべきであり、弁理士の知名度向上にも
繋がると感じます。 （来場者１１８人）

オリジナルうちわ作成コーナー

「はっぴょん」との写真撮影の様子
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（７）知的財産のことがすぐわかる！よくわかる！動画を上映
弁理士会で所有している「PAT やってみた」をステージイベントの合間に、大モニター

で上映しました。
観覧している来場者のほとんどが大人であり、特許などの知的財産権について、具体的

な例を用いて説明をするものであるため、大人たちに弁理士や知的財産権について知って
もらう良い機会を提供できたと思います。

ステージイベントの合間に動画を上映することは前年度と同様であり、空き時間対策と
しては好ましい対応であったと思います。 （来場者１７８人）

（８）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、常時複数名の弁

理士による無料相談を行いました。イベント時間中、８名からの相談がありました。
直接的な相談はなかったものの、相談コーナーを設置することにより弁理士の存在を示

すことに繋がるため、継続することが好ましいと思います。
無料相談などが様々な場所で行われているため、集客効果に繋がっているかどうかはわ

かりません。 （来場者８人）

２．最後に
本年度は「横浜みなとみらい」という人気のあるエリアでイベントを開催することがで

きたため、大変多くの方に来場して頂くことができたと強く思っております。
イベント会場選びが非常に重要であると思います。
イベント当日は、WG、神奈川委員会及び事務局だけでなく、千葉委員会、埼玉委員会

及び東京委員会の委員も参加し、全員が一致団結してイベントを盛り上げることができま
した。大成功だったと自負しております。

本イベントにご協力頂けました皆様に心より深く感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
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東海会では、毎年７月の週末に「弁理士の日」記念事業として、「弁理士の日記念フェスタ」
と称し、東海会管轄県内のショッピングモール等において知的財産制度の普及と啓発のた
めの楽しいイベントを実施しています。

本年度の「弁理士の日記念フェスタ」は、愛知県名古屋市にある「ららぽーと名古屋み
なとアクルス」のセンターコートにて７月１３日（土）に開催いたしました。初めての会
場でしたが、近年オープンしたばかりのショッピングモールであって活気があり、来場者
も涼しく快適で、記念イベントの会場としては最適でした。会場に特設された工作教室や
弁理士会配布の風船を目当てに、多くの親子連れが集まりました。運営側としては、当日、
約４０名の会員が、東海会の “ はっぴ姿 “ で集合し、また、当会のゆるキャラである「はっ
ぴょん」も参加しました。

会場では、（１）子供向けの工作体験、（２）身近な商品が登録商標となっているかどう
かを体験してもらう「商標を探そう！」、（３）知財に関するヒット商品のパネル展示、（４）
名古屋税関による模倣品展示、（５）知財クイズ等を実施しました。会場のセンターコー
トでは、ステージ上の大画面モニターが使用可能であったことから、商標を探そうの説明
や、知財クイズの問題出し等について、モニターを利用した効果的な進行を行うことがで
きました。また、イベントの進行に際して、名古屋のお笑い芸人であるどっかんプロの３
組（「ロコモコボンゴ」、「ウェイウェイズ」、「ピカソ」）と、マジック・サイエンスショー
を行う「キャラメルマシーン」の皆様にも、ステージを盛り上げて頂き、集客の面でも、
知的財産権に関する小ネタの面でもご協力頂きました。

（１）子供向けの工作体験
この工作体験として、「カレイドサイクル」と「ブラックウォール」の２種類を用意し、

来場者の希望に合わせて実施しました。「カレイドサイクル」は、カラフルな紙だけでずっ
と捻じれるような不思議なリング状の立体ができあがる工作であり、「ブラックウォール」
はすり抜ける壁を体験できる工作です。工作の際には、ブラックウォールに利用される偏
光板の原理や、それが利用されている発明等についての説明を適宜行い、単なる工作のみ
でなく、子供達が発明への興味を持ってくれるような工夫をしました。幼稚園から小学生

弁理士の日 記念フェスタ2019

東海会知的財産権制度推進委員会 委員長　和気光
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低学年の子を中心に、午前と午後を合わせて約１００人の子供達が参加しました。兄弟で
協力し合う姿や、両親や祖父母が工作を手伝う、寧ろ率先して行う等の姿が印象的でした。

（２）「商標を探そう！」
これは、商標登録された商品を所持していた参加者に商品券を進呈するイベントです。

登録商標であるか否かの判定をＪ－ＰｌａｔＰａｔを利用してその場で行うことで、企業
がどのような形で商標を登録しているかを体験して知ってもらいました。例年、行列がで
きるイベントであり、本年度は約１５０人が参加しました。

（３）知財に関するヒット商品のパネル展示
このパネル展示は、例年実施していますが、本年度からの新しい試みとして、パネル展

示に対する小ネタを予め実行委員会内で用意し、かつ、実物も可能なものは展示した上、
交代制で説明員を配置して、積極的に弁理士・知財に関する知名度向上を図りました。幾
つかの改善点は見えたものの、当該試みの初年度としては良い反応が得られました。

（４）名古屋税関による模倣品展示
名古屋税関協力のもと、実際の模倣品を会場に展示して頂きました。会場がショッピン

グモールであり、客層等も考慮して、若い人が興味を持ちそうな税関での押収品等を展示
しました。模倣品問題は身近な問題ですが、実際の模倣品を見る機会はほとんどないため、
興味を持って見てもらえたものと思われます。

（５）知財クイズ
子供を対象として、ＭＣがステージ上で３択クイズを出題し、回答は子供自身が床上の

その解答の範囲に移動することで行う方式で行いました。直前のマジック・サイエンス
ショーのステージでの盛り上がりもあり、直後のこの知財クイズにおいて多くの子供達（約
５０人）が参加していました。クイズ問題は（３）のパネル展示とリンクさせ、パネル展
示をよく見てもらうよう工夫しました。

以上のようなイベント全体を通して、知的財産権や弁理士についてあまり知らない人た
ちにも、知的財産権や弁理士について少しでも知ってもらえたものと思います。

また、東海会では、｢弁理士の日」の記念事業の一環として、このようなイベントを１
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特集／ ｢弁理士の日」記念事業（関東、東海、関西）

か所のみでなく、工作のみ等、規模を縮小した形で東海会管轄県内のより多くの地域で実
施することで、地域全体での知的財産制度の普及と啓発は図るべく、徐々に新たな試みも
実施しております。

イベント「商標を探そう！」の様子
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特集／令和元年度 弁理士の日記念事業

関西会では、６月２９日（土）に兵庫、京都、滋賀で、７月６日（土）に大阪で、７月
１３日（土）に奈良で、それぞれ「弁理士の日記念事業」を行いました。多数のご来場が
あり、特に大阪イベント会場では来場者がおよそ２, ０００名と大変盛況でした。

関西会（大阪） 講演会の部　（松下ＩＭＰホール １３：００～１７：００）
 イベントの部（ツイン２１アトリウム １０：００～１６：００）

関西会（大阪）では、講演会の部とイベントの部に、会場を分けて行いました。
講演会の部は、２４３名の参加者があり、「農業の最先端・植物工場が実現する未来の

社会とは～守るべきノウハウ・攻めるべき知的財産権～」をテーマとして、増田昇氏（大
阪府立大学名誉教授・大阪府立大学植物工場研究センター長）に基調講演「人工光型植物
工場の動向と都市での展開の可能性～大阪府立大学植物工場研究センターを事例に～」を、
また、松村健氏（国立研究開発法人産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門植物分子
工学研究グループ長・北海道大学農学院客員教授）に第１講演「有用物質生産目的植物工
場の技術開発と動向」を、稲田信二氏（（株）スプレッド代表取締役社長）に第２講演「持
続可能な社会を創る～次世代型植物工場の挑戦～」を、講演していただきました。今年の
講演会は、植物工場関連というテーマであったためか、女性の聴講者が多いように見受け
られました。長時間の講演会にもかかわらず、聴講者は最後まで熱心に講演に聞き入って
いました。

イベントの部では、およそ２，０００名の来場者があり、それぞれのブースでは、サイ
エンスショー（４回）：７８０名、じゃんけん大会：１６０名、発明工作教室：９２９名、
アルソミトラ競技会：６１名、アルソミトラ道場：２００名、クイズコーナー：８５０
名、たのしい！おいしい！おかしで実験～知育菓子教室～：９２名、大阪税関ブース展示：
８００名、マスコットキャラクターとの記念撮影：３００名、スタンプラリー：５０７名、
弁理士制度１２０周年記念展示：延べ６００名の参加者があり、大いに盛り上がりました。
工作教室のブースでは、完成した参加者には「完成証」と表示したいわゆるインスタフレー
ムを使用してインスタントカメラで撮影を行い、記念として持ち帰ってもらいました。イ
ンスタフレームにはＳＮＳ等での拡散周知を期待して「日本弁理士会関西会」、「１２０周
年ロゴ」「弁理士の日」「知財ふれあいフェスティバル」の文字を表示しました。

関西会会長　吉竹英俊

令和元年度 弁理士の日記念事業
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特集／令和元年度 弁理士の日記念事業

兵庫地区会（バンドー神戸青少年科学館　１３：００～１６：００）
大人３５名、子ども３１名の参加者があり、吉岡亜紀子会員を講師として、「子ども向

け実験教室／水をつかまえて遊ぼう！」をテーマに、水を使った実験を行いました。人そ
れぞれに思い思いの「手でつかめる水」を作って、皆、楽しそうにしているのが、印象的
でした。

京都地区会（京都商工会議所　１３：３０～１６：４０）
１８名の参加者があり、「知的財産セミナー」として、塚本進一氏（（株）コスメチック

スプランナーツカモト代表取締役）に第１部「わが社における知財経営～小さな企業の大
きな勝利～」を、木下政人氏（京都大学農学研究科助教）に第２部「ゲノム編集技術を用
いた新たな養殖技術～京都発２倍トラフグとマッスルマダイ～」を、講演していただきま
した。自らの体験談としてリアルに話され、説得力のある講演でした。また、活発な質疑
応答が行なわれました。

滋賀地区会（草津市立まちづくりセンター　９：３０～１６：００）
大人２２名、子ども２８名の参加者があり、午前中は、いまいひさのり氏（水茎焼陶芸

の里）を講師として、「陶芸教室―親子で作ろう！琵琶湖の焼き物　水茎焼！―」を行い
ました。また、午後からは、「親子で遊びながら知的財産をまなべる！発明工作・なぞと
きゲーム―きみの「ちてきざいさん」をまもれ！―」として、暗号を解いたり、工作をし
ながら、自分のアイデアを怪人Ｘから守るというストーリーのなぞ解きゲームを行いまし
た。大変良かったと言っていただき、好評でありました。

奈良地区会（アクティ奈良　１３：３０～１７：００）
１９名の参加者があり、「敷く畳から持つたたみへ～織田畳店の新たなものづくり～」

として、織田理氏と織田吉美氏（織田畳店）にセミナーを行っていただきました。第１部
で畳についての理解を深めた上で、第２部として、織田畳店が取り組んでいる置き畳の作
製体験を行いました。作製体験に引き続き、第３部として、織田畳店が「敷く畳から持つ
たたみへ」として取り組んでいる畳表を使用した小物作りについて説明がなされました。
セミナー全体を通じて、伝統産業の新たな商品展開に関するヒントが得られた反面、その
際の知的財産の保護の難しさも感じられ、参加者それぞれの立場に応じた知見が得られた
ようです。
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特集／令和元年度 弁理士の日記念事業

（関西会・大阪）講演会　質疑応答 （関西会・大阪）講演会　会場の様子

（関西会・大阪）イベント会場の様子 （関西会・大阪）イベント会場の様子

（兵庫地区会）会場の様子 （京都地区会）会場の様子

（滋賀地区会）会場の様子 （奈良地区会）会場の様子
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１ 11月までの支援活動

11 月までの支援活動／東北会

東 北 会東 北 会

１．日　時：令和元年１０月１１日（金）　１３：３０～１６：１５
２．場　所：アートホテル盛岡
３．講　師：丸岡裕作会員
　　　　　　福勢慶昭氏（ラピアス電機（株）代表取締役）
４．プログラム：13：30 ～ 13：35 齋藤昭彦東北会会長挨拶
　　　　　　　　13：35 ～ 14：50 講演： 「発明の引出し技術」～企業の「生産性向上」，「人

材確保」の為の知財戦略～
 講師：丸岡裕作会員
　　　　　　　　14：50 ～ 15：30 事例発表： 「我社のブランドを確立できるか」～アロマ

事業立ち上げの葛藤～
 講師： 福勢慶昭氏（ラピアス電機（株）代表取締役）
　　　　　　　　15：30 ～ 16：15  地元弁理士との懇談会：「弁理士の活用方法」

参加弁理士：齋藤昭彦（東北会会長）、丸岡裕作、船越巧子、
東田潔、村雨圭介、野崎俊剛、高橋雪文、三浦誠一会員

５．参加者：３０名（内弁理士８名、連合会事務局２名含む）
６．内　容：

本セミナーは、昨年度まで本会で行われていた「知財広め隊」事業を受け継いだ形のセミナー
であり、東北会主催のもとに行いました。中小企業の方々に、知財をビジネスに有効活用でき
ることを認識してもらい、利用活用の促進を図ってもらうことを目的としています。

本セミナーは、３部構成であり、第一部は「発明の引出し技術」として、近年の知財事情を
中小企業庁や特許庁の統計から分析し、発明の引出技術の重要性を導き出し、「生産性向上」に
つながる発明を引出す基本手法を、技術の開発段階から出願段階 , 審査段階に至る流れに従っ
て事例を交えて解説しました。また、「人材確保」の観点から職務発明の考え方についても言及
しました。

第二部は「我社のブランドを確立できるか」として、福勢氏がアロマ事業の立ち上げから現
在に至るまでの経緯を説明とともに、ブランドの観点からの事業理念について、特許出願や商
標登録例を交えて話しました。

第三部は「弁理士の活用方法」として、８人の弁理士が登壇して参加者と対峙し、各弁理士
から自己紹介とともに弁理士の利用について考えを話してもらい、参加者からも質問や意見を
もらいました。企業の事業の中で弁理士を利用することの意義について考えました。コーヒー
を飲みながらの和やかな懇談会でした。

知財セミナー in 岩手
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11 月までの支援活動／東北会

企業における知財活用の重要性や弁理士の存在意義も理解してもらい、大変有意義なセミナー
であったと思います。

東北会　丸岡裕作

セミナーの様子
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11 月までの支援活動／東海会

１．日　時：令和元年８月２８日（水）　１５：４５～１６：３０
２．場　所：日本政策金融公庫名古屋支店　会議室
３．対象者：日本政策金融公庫職員２０名
４．講　師：東海会知財金融対応委員会　加藤光宏
５．内　容：　

日本政策金融公庫の若手職員のために行われる審査業務に関するセミナーの一部として、今後
の融資業務において役立ててもらうための知的財産に関する基礎的なセミナーを実施しました。

当初より、受講者の集中力を切らさないために、短時間であること、実例を織り交ぜて親し
みやすいセミナーコンテンツとすること、を念頭に当委員会にてセミナーを企画しました。

当日は、講師を務めた加藤会員が、用意した親しみやすいセミナーコンテンツを活用しつつ、
テンポ良くメリハリをつけて進行し、３０分という短い時間でしたが、公庫の統轄者からも「興
味深いセミナーであった」とのお褒めの言葉を頂き、極めて充実したセミナーを実行できたと
感じています。

特に、抽象的概念として捉えられている知財の理解・認識は容易でありません。日々の業務
において意識し、気付いてもらうことにより顧客と更なるコミュニケーションを深めることが
可能となり、具体的な対応は、知財の専門家である弁理士を活用すべきという説明により、受
講者に対して弁理士の重要性を印象付けることができたと思われます。

東海会知財金融対応委員会　委員長　井上佳知

東 海 会東 海 会

知財の基礎セミナー

セミナーの様子
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11 月までの支援活動／東海会

１．日　時：第１回　８月２４日（土）１３：３０～１６：００
　　　　　　「知的財産権制度の概要～特許を中心に～」
　　　　　　第２回　９月１４日（土）１３：３０～１６：００
　　　　　　「意匠・商標～デザイン・ブランドを知的財産にしよう～」
　　　　　　第３回　９月２８日（土）１３：３０～１６：００
　　　　　　「知的財産契約の基礎知識～秘密保持、共同研究、共同出願、ライセンス～」
２．場　所：安城商工会議所　研修室
３．対象者：中小企業の従業者、知的財産に関心のある方など
　　　　　　第１回２１名　　第２回２１名　　第３回３９名
４．講　師：第１回　東海会知的財産支援委員会 榊原毅
　　　　　　第２回 朝倉美知
　　　　　　第３回 森山正浩
５．内　容：
〈第１回〉

全体を通して、知的財産権制度とはどのようなものかをイメージしてもらえるような内容を
心がけました。今回は、２部構成とし、第１部で知的財産権制度の概要について説明し、第２
部では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、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、極力身近な事例を絡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。商標では、ラベルを剥がした「ヤクルト」を見せながら、そこから想起するイメー
ジを発言してもらうことで商標の機能を体感してもらいました。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。
（榊原毅）

〈第２回〉
セミナーは、知的財産権の概要、意匠権、商標権についての３部構成の構成とし、第１部「知

的財産権の概要」で、知的財産権における意匠権、商標権の重要性を理解した上で、セミナー
のメインテーマである意匠権、商標権について説明を行いました。

第２部「意匠権」では、意匠の活用方法を中心に、第３部「商標権」では、商標の登録制度、
先使用権、不使用取消制度等について説明を行いました。各制度の内容と合わせて、具体的な

休日パテントセミナー２０１９in 安城
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11 月までの支援活動／東海会

紛争事例等を紹介することで、身近な問題として関心を持ったと感じました。
参加者の多くは、中小企業の方々であり、知的財産権についての多少の知識は有しているも

のの曖昧な部分が多く、正しい知識を得る機会、また、知的財産権の重要性を理解する機会と
して、気軽に参加できる本セミナーの意義はあると感じました。

（朝倉美知）
〈第３回〉

参加者の多くの方が中小企業ということで、まず、なぜ契約を結ぶ必要があるのか、という
前提条件（不競法上の営業秘密の要件を踏まえつつ）を話し、秘密保持、共同研究、共同出願、
ライセンスという４種の契約の内容について説明しました。但し、契約の名前よりも、中身が
重要であり、契約書によっては、秘密保持と共同研究がセットになる場合等、ケースバイケー
スで臨機応変に対応することが肝要である旨を繰り返し説明しました。また、最近のトレンド（例
えば、仲裁地としてシンガポール）等も挟んで、実務的なポイントも紹介しました。質疑応答は、
上記４種の各契約種の説明終了時に設けた結果、契約種あたり２～３人から質問を受けました。
中でも、中国対策についての質問が多く、関心の高さを感じました。

（森山正浩）

東海会知的財産支援委員会　　榊原毅、朝倉美知、森山正浩

第１回講義の様子

第３回講義の様子

第２回講義の様子
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11 月までの支援活動／東海会

１．日　時：令和元年９月５日（木）　１３：３０～１５：３０
２．場　所：富士宮市役所７階７１０会議室
３．対象者：市内企業者３０名
４．講　師：東海会静岡県委員会　田口滋子
５．内　容：
「事業活動に活きる！知的財産の基礎知識」と題し、知的財産権の基礎知識及び具体例、知的

財産権を活用した事業活動の成功事例及び反省事例、知的財産権の紛争の状況、知的財産権の
取得の流れ、知的財産権を活かした商品開発について、講演を行いました。

特に「なぜ知的財産権が必要なのか」について丁寧に説明するとともに、成功事例及び反省
事例を多数挙げることによって、多くの参加者は興味を持って聴講していました。また、「特許
の力に企業規模は関係ない」という実例にも、大いに関心を寄せておりました。

当日は静岡新聞が取材に訪れ、翌日の同新聞にセミナーの様子の記事が掲載されました。
また、準備段階から当日まで富士宮市職員の方々に大変お世話になり、市長名でお礼状をい

ただきました。

東海会静岡県委員会　田口滋子

静岡新聞（9月 6日）

知財基礎知識セミナー「事業活動に活きる！知的財産の基礎知識」

講義の様子
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11 月までの支援活動／東海会

１．日　時：令和元年９月１０日（火）　１６：３０～１７：１５
２．テーマ：技術力又はブランド力のある会社との向き合い方
３．場　所：百五銀行名古屋支店　会議室
４．対象者：百五銀行職員３０名
５．講　師：東海会知財金融対応委員会　副委員長　椿和秀
６．内　容：　

百五銀行の職員のために行われる勉強会として、今後の融資業務において役立ててもらうため、
「技術力又はブランド力のある会社との向き合い方」をテーマとするセミナーを実施しました。

同銀行は、当初より、職員向けの勉強会の開催に積極的であり、知財金融対応委員会の活動
方針を含めた打ち合わせの後、知財のみをテーマとする勉強会の開催が早々に決定しました。
ただし、勉強会の開催形式は、各拠点をテレビ会議システムで繋ぐ多拠点同時開催形式であり、
上手く進行できるのか、若干の心配がありました。

講義内容としては、受講者の集中力を切らさないために短時間とする、実例を織り交ぜて親
しみやすいセミナーコンテンツとする、という当委員会の方針と同銀行の要望とが合致し、こ
れらの内容を反映したセミナーを企画しました。当日は、講師を務めた椿会員が、本拠点の同
銀行の参加者と共に、拠点が分割して映し出されるディスプレイに向かって講義を行うという
変則的な開催形式の中で、用意した親しみやすいセミナーコンテンツを活用しつつ、テンポ良
くメリハリをつけて進行し、３０分という短い時間なので、最後の質疑応答はおそらくほとん
どないであろうという予想に反し、
・企業は、自社で手続きするのか、弁理士に依頼するのか？
・特許出願する際の期間や費用は？
・特許は取得したが、特許の経済価値が低いこともある。
・特許取得後にかかる費用、その他管理について。
・敢えて秘密にする事例もあるのか？

といった質疑が寄せられ、充実したセミナーを実行できたと感じるとともに、参加者が積極的・
自発的であるという印象を強く受けました。

特に、抽象的概念として捉えられている知財の理解・認識は容易でなく、日々の業務におい
て意識し、気付いてもらうことにより顧客と更なるコミュニケーションを深めることが可能と
なり、具体的な対応は、知財の専門家である弁理士を活用すべきという説明により、受講者に
対して弁理士の重要性を印象付けることができたと思われます。

東海会知財金融対応委員会　委員長　井上佳知

金融機関職員向け「知財の基礎セミナー」

説明会の様子
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１．日　時：令和元年９月１４日（土）　１４：００～１６：００
２．場　所：名古屋商工会議所
３．テーマ：知的財産権について～知的財産権（特許や商標など）って何だろう？～
４．対象者：一般、中小企業者、知財担当者など３８名
５．講　師：東海会知的財産権制度推進委員会　川口眞輝、木村祐介
６．内　容：
前半：「知的財産権について～知的財産全般を把握する～」（担当：川口眞輝会員）

前半のセミナーでは、知的財産の本質を理解してもらうこと、知的財産の全体像を概観して
もらうこと、及び、創作保護法（特許、実用新案、意匠）の各制度の概要を紹介することを主
目的として説明しました。

まず、財産には有体財産と無体財産があり、知的財産は無体財産に属することから導入し、知
的財産基本法を例示したうえで「知的財産の情報性」という知的財産の本質について説明しま
した。

次に、法律で規定されている知的財産権法、主として、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、
著作権、不正競争防止法により保護される権利について、保護対象、権利の効力、効力の制限、
権利の発生、権利の満了などの各項目を切り口として横断的、網羅的に説明しました。ここで
は、できるだけ例示を示しつつ（しかしながら、後半の説明にあまり重複せぬよう配慮しつつ）
説明するように心がけました。

また、知的財産権の横断的な説明においても、例えば、知的財産を模倣盗用されても権利者
の実施そのものが妨害されるものではないため、逸失利益が損害賠償額に該当することなど、
知的財産の情報性に立脚した制度について説明し、知的財産の本質を理解してもらえるように
配慮しました。

講義中は寝ている人はいなさそうでしたし、講義終了後にはいくつか質問もありましたので、
ある程度は興味を持って講義を聞いてくれたのではないかと思います。

後半：「知的財産権について～知的財産全般を把握する～」（担当：木村祐介会員）
後半のセミナーでは、商標法、著作権法及び不正競争防止法の概要について理解してもらう

ことを主目的として説明しました。
商標法においては、まず、商標が［標章＋商品 or 役務］であることを説明しました。一般の

方々は、標章＝商標であると認識していると思われることから、そのような誤解を解くとともに、
商標出願をするにあたっては、標章を使用する対象として商品や役務の指定が必要であること
を説明しました。その後、商標の種類について具体的に紹介しました。ここでは、従来の商標（文
字商標、図形商標、結合商標、立体商標など）に加えて、新しい商標（動き商標、音商標、色
彩のみからなる商標など）の説明も行うことによって、比較的新しい情報の提供を行うように
配慮しました。

著作権法においては、著作権と一般的に呼ばれているのは、単独の権利を指しているのでは
なく、権利の束（著作財産権＋著作者人格権）であることを説明しました。また、個別の権利

第１回 休日パテントセミナー２０１９in 名古屋

11 月までの支援活動／東海会
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11 月までの支援活動／東海会

については、具体的な事例（ひこにゃん、ＪＡＳＲＡＣ）を混えて分かりやすい説明になるよ
う努めました。また、著作権は、権利の発生に登録の必要はありませんが、第三者に公示する
ことを目的として、文化庁に登録できることも併せて説明しました（プログラムの著作物を除
く）。

不正競争防止法においては、各条文の細かい説明は行わず、不正競争防止法に規定されてい
る法律を用いて、これまでにどのような紛争が解決されてきたかを説明しました。具体例として、

「黒烏龍茶」、「かに道楽」、「たまごっち」、「コメダ珈琲店」の例を挙げました。
講義終了後にされた幾つかの質問のほとんどが商標法に関するものであったことから、一般

の方々の興味は、やはり商標にあることを実感しました。

東海会知的財産権制度推進委員会　川口眞輝、木村祐介

セミナーの様子
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11 月までの支援活動／東海会

１．日　時：令和元年９月２０日（金）　１８：３０～２０：３０
２．場　所：アクトシティ浜松〈Ｄゾーン〉研修交流センター
３．テーマ： 強い権利のつくり方～新しいものを生み出したら『進歩性』のハードルを攻略し

て良い特許を取りましょう！～
４．対　象：一般、中小企業経営者、知財関係者など１６名
５．講　師：石垣春樹会員
６．内　容：

石垣春樹会員が、「強い権利のつくり方～新しいものを生み出したら『進歩性』のハードルを
攻略して良い特許を取りましょう！～」と題して、講義をしました。

前半は、講義形式で、石垣会員が進歩性の基本や権利の強さの基本的な説明しました。後半
は、グループワークで、実際の特許出願の事例を用いたグループディスカッションを行いました。
参加者は、発明の把握（従来品との違いの把握）、拒絶理由通知書の内容確認、引用文献３報の
内容確認等を順に進めながらディスカッションし、最終的にどのように補正を行い、意見を述
べて特許を取ったかについて、理解することができました。

特に後半のグループワークには実際の出願代理人であった東山喬彦会員も加わり、実施品と
従来品の実物を手に取って見ることができ、活発な意見交換がされました。さらに、公開特許
公報や拒絶理由通知書に接することが少ない参加者にも、グループメンバー同士の説明や意見
を聴きながら、実際の特許出願の書面の流れを理解するよい機会となったようでした。

実際の特許出願の事例を取り扱ったことや、後半をグループワーク型式にしたことは、参加
者にも好評で、大変有意義なセミナーとなったと思います。

東海会静岡県委員会　委員長　増田恒則
　　　　　　　　　　　委員　田口滋子

セミナーの様子

週末パテントセミナー 2019 in 静岡（浜松会場第１回）
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１．日　時：令和元年１０月１１日（金）　１８：３０～２０：３０
２．場　所：B-nest 静岡市産学交流センター　大会議室
３．テーマ：知っているようで知らない意匠権～いま意匠が面白い！～
４．対　象：一般、中小企業経営者、知財関係者など１２名
５．講　師：田中智雄会員
６．コメント：
「知っているようで知らない意匠権～いま意匠が面白い！」と題した講義がを行いました。
意匠は、特許と比べ範囲が狭いと思われがちであり、技術部門の方は、『デザイン（意匠）は

関係ない』とバッサリ切り捨ててしまう場合もある等、非常にもったいないと指摘し、権利行
使のし易さ・権利の使い易さ等における意匠のメリットを、分かりやすく解説しました。説明
の中では、随所に、中国や欧州等において、無審査であることや翻訳が不要であるといった外
国出願の利点を説明するとともに、税関における差止では、意匠が非常に有効である点も説明
しました。また、著作権との対比では、著作権による弱々しい保護よりも、審査を受けて成立
する意匠権による保護が有効である点も強調し、立体商標への橋渡しの意匠権の活用について
も説明しました。

また、画像の保護対象の拡充、空間デザインの保護（建築物、内装）、関連意匠制度の拡充、
保護期間の延長、物品の考え方の改正等、意匠法の改正についても丁寧に解説し、「他業界、例
えば、建築やインテイリア業界も参入しやすくなる。気軽に活用してください。」とコメントし
ました。

台風接近の影響があって参加人数は少なかったですが、参加者は、“ 知っているようで知らな
い意匠権 ” の利点や活用法がよく理解でき、非常に有意義な講義であったと思います。

東海会静岡県委員会　副委員長　長谷川和家、森俊晴

講義の様子

週末パテントセミナー 2019 in 静岡（静岡会場第２回）

11 月までの支援活動／東海会
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11 月までの支援活動／東海会

１．日　時：令和元年１０月２７日（日）１５：００～１６：１５
２．場　所：愛知教育大学附属名古屋中学校
３．対象者：中学１～３年生１３名（保護者若干名含む）
４．講　師：東海会教育機関支援機構　伊藤正典、石原五郎、加藤大輝
５．内　容：

特許については、身近な教材（ポッキー、クイックルワイパー等）を使い、グループによるワークショップ
形式で実施しました。発明発掘などの実体験を通して、知的財産について考える・気付くためのきっか
けを提供できました。商標についても、実例（コーラ、他事例）を挙げ、知的財産の怖さを含めた重要
性を伝えました。受講生の意欲が非常に高く、自分たちで考え、活発に発言し、時に想定以上の回答
もあり、非常に良い講義になりました。

先方の担当者からも「是非来年もお願いしたい」と好評をいただきました。最後の質疑応答では「弁
理士になるにはどうすればいいのか？」という質問もあり、「知的財産」に加えて、その専門家としての「弁
理士」の存在を印象付けることもできました。

現在、当機構において中学校での講義は少ないですが、今回の教材・講義形式が非常にマッチした
手応えもあり、新規の支援先として開拓するのも良いのではないかと感じました。

反省点としては、新規の支援先に行った際には、当機構でアンケートを準備する等、フィードバックを得
るための対策をしておけばよかったと思っています。
また、余談ですが、開講前には今話題の（?!）「ＢＥＮＲＩ－Ｃ」を再生しました。受講生がどう感じた

かはさておき、興味を持って見ていました。講義の取っ掛かりとして一定の効果はありそうなので、個人
的には折を見て利用していきたいと思います。

東海会教育機関支援機構　伊藤正典、石原五郎、加藤大輝

「知的財産特別授業」愛知教育大学附属名古屋中学校　オープンカレッジ

講義の様子
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11 月までの支援活動／関西会

１．日　　時　：令和元年９月９日（月）　９：４５～１０：３０

２．場　　所　：大阪市立田中小学校 

３．対　　象　：５年生２クラス５１名

４．講　　師　：岡村美穂、松山徳子会員

５．内　　容　：

大阪市立田中小学校は、大阪メトロ中央線・朝潮橋駅から北西へ徒歩 10 分のところにあります。

今回の知財授業は、5年生児童を対象に2時間目に行われました。6～7人ずつテーブルに座り、

2 時間目の開始時刻ちょうどに、松山会員の司会で知財授業が始まりました。

最初の 10 分間、「発明とは？」「特許とは？」「知的財産権とは？」「弁理士とは？」といった

説明を行いました。また、身近な発明品として「カップヌードル（※）」と「カドケシ（※）」を

提示し、「カドケシ」については、細かい部分を消しやすくするために角を多くするというアイ

デアが特許で、全体のデザインが意匠で、「カドケシ」というネーミングが商標という権利で守

られているという説明を、児童達は終始熱心に聞いていました。

その後 20 分間、紙コップと紙皿を使って、片手で持てるように工作をしてもらいました。

紙皿の真ん中にコップの外径の円形の穴を開けてそこに紙皿を挿通させてセロテープで固定さ

せて作る児童がとても多かったです。他には、２つの紙コップの上端部同士をセロテープで留め

てそれをポップコーン入れにしたり、紙コップの底面をくり抜いてそれをくっつけてメガホン代

わりにするといった斬新なアイデアで工作している児童もいて、なかなか興味深かったです。最

後の 10 分間で各テーブルから代表児童が一人ずつ発表する時間を設けて、工夫した点やネーミ

ングを発表してもらいました。

今回の授業を通して、発明や特許というものに少しでも興味を持ってもらえたのではないかと感

じました。また、校長先生とのお話の中で、学校で得る知識だけでなく、生活に、また、人生に活かせ

る知識の習得を目的として、薬剤師や弁護士など外部から講師を招いた授業が文部科学省の推奨で

盛んに行われ、授業数も年々増加していると伺い、この知財授業の意義を改めて確信いたしました。

「知的財産特別授業」大阪市立田中小学校

関 西 会関 西 会
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授業の様子

関西会知財授業担当　岡村美穂

 ※「カップヌードル」は日清食品ホールディングス（株）の登録商標です。

 ※「カドケシ」はコクヨ（株）の登録商標です。　
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１．日　時：令和元年９月１７日（火）　１５：００～１７：３０
２．場　所：マイドームおおさか
３．テーマ：ＡＩ・ＩｏＴに関する契約実務の最前線と知財戦略
 　　  ～ＡＩ技術とＩｏＴ技術を契約と知財で守るための戦略とは～
４．講　師：内田誠会員
５．受講者：３７名
６．内　容：

まず開発の基礎知識として、ＡＩ開発の流れ（例えば生データの収集、データの前処理）、さ
らにはディープ・ラーニングとは？などについての説明をしました。

次いで、ＡＩ開発・利用に関する法的な問題点やＩｏＴでデータを集める際の留意点などと
して、データ提供における法的な問題点や個人情報の取り扱いなどについての説明をしました。

その後、開発段階の法的問題点として、知的財産権や契約についての説明をしました。
最後に、ＡＩ関連発明の知財戦略についての説明をしました。

関西会知財普及・支援委員会　西村伸也

「ＯＲＩＳＴ技術セミナー・ビジネスマッチングブログ」第４６回勉強会

講義の様子

11 月までの支援活動／関西会
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11 月までの支援活動／関西会

１．日　時：令和元年９月２０日（金）　１１：３５～１２：２０
２．場　所：大阪市立四貫島小学校 
３．対　象：６年生１クラス３１名
４．講　師：三方英美、高野洋一会員
５．内　容：

大阪市立四貫島小学校は、阪神なんば線の千鳥橋駅から徒歩で１０分ほどのところにありま
す。千鳥橋駅から、昔ながらの雰囲気を持つ四貫島商店街を通り抜けると、程なく、お地蔵様
が奉られた一角があり、そのすぐそばに大阪市立四貫島小学校はあります。当日は、学校開放
日が実施されており、保護者が自由に各授業を見学できるようになっていました。知財授業を
行っている間にも数人の保護者の方が、教室の外から授業の様子を見ていました。

児童達は、とても元気で活発な印象でした。３１名の児童に対して、「君も今日からエジソン」
のコンテンツで授業を行いましたが、児童達は、とても意欲的に授業に参加していました。意
見を聞くために挙手を求めると、多くの児童達が積極的に手を挙げて答えていました。ちょっ
とした不便を解決する発明品や身近な発明品を紹介すると、児童達は、なるほどといったよう
に関心してくれていました。怪人役を演じた先生は、今回が３回目ということで、怪人がすっ
かり板についており、とても上手に演じていました。最後のクイズは、時間が十分に残ってお
らず、急ぎ足で行ったのですが、そのせいか、発明したのが日本人かどうかの質問に対して、
児童達は途中から、正解かどうかの効果音の音で答えたりして、大いに盛り上がりました。全
体を通じて、司会役の高野会員が、丁寧に詳しく説明し、また、発明品を手に取ってみてもら
うことにより、弁理士のこと、発明や特許のことを児童達が理解したと思います。

関西会知財授業担当　三方英美

「知的財産特別授業」大阪市立四貫島小学校

授業の様子
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１．日　時：令和元年９月２８日（土）　１０：００～１２：３０
２．場　所：関西会事務所
３．テーマ：特許・実用新案入門　～権利の取得からその活用まで～
４．講　師：今井寛二会員
５．受講者：１０６名
６．内　容：
「パテントセミナー２０１９」の大阪基礎編第１回目は、今井寛二会員が「特許・実用新案入

門」というテーマで講義しました。受講者も１００名を超える大勢の参加がありました。
講義は、知的財産権の種類の概要、特許を取る理由や法目的、発明とは何かという基本的な

説明から始まりました。次に発明の発掘から出願、設定登録、権利活用、権利消滅までの特許
実務の流れに沿って、その時々の要点をわかりやすく説明しました。講師自身の最初の発明や
ボールペン、ラーメンといった初心者にもわかりやすい事例を用いて、具体的に要点を初心者
が理解しやすいように工夫して説明したので、受講者も特許実務の全般概要を理解できたと思
います。

実用新案についても特許とは異なる点の要点や利用状況について説明しました。
最後に弁理士の仕事や弁理士との打ち合わせの留意点についても説明し、受講者の弁理士に

対する理解が深まったものと思います。
今年の基礎編は２時間半の講義でしたが、受講者は最後まで関心をもって受講していました。

また、講義終了後は今井会員のところに質問者の長い列ができ、大変盛況でした。受講者は有
意義な時間を過ごしたと思います。

関西会知財普及・支援委員会　宮川裕三

パテントセミナー２０１９大阪基礎編　第１回

11 月までの支援活動／関西会

会場の様子
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11 月までの支援活動／関西会

１．日　時：令和元年９月２８日（土）１４：００～１６：３０
２．場　所：関西会事務所
３．テーマ：意匠・商標入門　～権利の取得からその活用まで～
４．講　師：萩森学会員
５．受講者：８６名
６．内　容：
「パテントセミナー２０１９」の大阪基礎編第２回目は、萩森学会員が「意匠・商標入門」と

いうテーマで講義しました。受講者も８０名を超える参加がありました。
講義は、意匠とは何かから始まり、意匠制度の概要、部分意匠や関連意匠といった意匠独特

の制度、費用、特許や商標との併用事例などを、わかりやすい具体的な事例や講師自身が出願
代理した事例を用いて、初心者にもわかりやすく説明し、受講者も意匠制度全般の概要を理解
できたと思います。

商標も同様に、商標とは何かから始まり、商標登録制度の概要、商標の種類、商標の類比、
商標戦略などを、わかりやすい具体的な事例や講師自身が出願代理した事例を用いて、初心者
にもわかりやすく説明し、受講者も商標制度全般の概要を理解できたと思います。

今年の基礎編は２時間半の講義でしたが、受講者は最後まで関心をもって受講していました。
また、講義終了後は萩森会員のところに質問者の長い列ができ、大変盛況でした。受講者は有
意義な時間を過ごしたと思います。

関西会知財普及・支援委員会　宮川裕三

会場の様子

パテントセミナー２０１９大阪基礎編　第２回
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2 支援活動予定表（12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

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 19.12.11 常設知的財産相談室 北陸会事務所 金森毅

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）

茨城 20.02.20 ものづくり企業フォーラム2020 つくば国際会議場 茨城委員会委員

埼玉

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

飯塚道夫
上村欣浩
石井良和
石塚勝久
神田正義
杉原鉄郎
川島順
寺尾康典
岡崎廣志

20.02.05 農と食の展示・商談会2020 さいたまスーパーアリーナ

寺尾康典
飯塚道夫
有馬百子
石井良和

千葉

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

矢上礼宣
木船英雄
野村悟郎
田中秀喆

東京

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 東京商工会議所中小企業相談センター

下田一弘
上田精一
三原秀子
石渡英房
池田直文
山口幸久
藤岡茂
深澤潔

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

相原礼路
三原秀子
本谷孝夫
前田健一

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）

保坂俊
本谷孝夫
下村和夫
山口幸久

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

下田一弘
保坂俊
山口幸久
本谷孝夫

20.02.20 第19回たま工業交流展 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

神奈川

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

相　談

２．支援活動予定表（12月から）／相談
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神奈川

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 県立川崎図書館知財スポット

佐藤高信
横川憲広
植木泰弘
後藤仁志
小林俊雄
長谷川陽子
江畑耕司

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

19.12.10
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

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

19.12.04
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

19.12.05
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

19.12.04
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

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

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

19.12.06
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
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
須田英一
笠原英俊

広島

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

２．支援活動予定表（12月から）／相談
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広島

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

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

山口

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

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

19.12.12
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

19.12.12
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

19.12.13
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

19.12.16
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

19.12.17
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

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

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 九州会所属弁理士

２．支援活動予定表（12月から）／相談
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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）

宮城 20.02頃
宮城県との協定に基づくセミナー
「中小企業のための使える商標ワークショッ
プ」

宮城県産業技術総合センター 梅森嘉匡

山形 20.01～02頃 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

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）

埼玉県 19.12.13 知的財産セミナー 2019（越谷） 越谷商工会議所地下1階多目的ホール 桂田健志

東京

19.12.01 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

19.12.08
20.01.12
20.02.09
20.03.08

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
バーナード正子
遠田利明
金子彩子

神奈川

20.01.28 知的財産特別授業 横浜市立もえぎ野中学校 岩崎孝治
高橋洋平

20.01.31 知的財産セミナー 2019（平塚） 平塚商工会議所
山本一郎
石川史朗
金井隆夫

山梨
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

20.02.11 山梨の10士業による「第17回無料なんでも
合同相談会 各士業資格説明」 甲府市総合市民会館3階大会議室 山梨委員会委員

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

岐阜 19.12.16 知的財産特別授業 県立岐阜工業高等学校 加藤肇

愛知
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

19.12.09 知的財産特別授業 名古屋市立高蔵小学校 高田珠美
塩谷尚人

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 20.01.31 知的財産特別授業 湖南市立三雲小学校 岸本忠昭
石原広隆

大阪

19.12.02

三会協働知財支援プロジェクト企業力向上
セミナー
「スタートアップにおけるデータと法務・
知財戦略 in 大阪」

大阪弁護士会館

弁護士齊藤友紀氏
公認会計士藤原祥
孝氏
内田誠
河野英仁

19.12.05 知的財産特別授業 大阪狭山市立南第一小学校 山田淳一
阿世賀明日香

19.12.07
パテントセミナー 2019 大阪応用編第3回
「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 大阪応用編第4回
「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
村上太郎
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大阪

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
三山峻司

20.02.17 知的財産特別授業 寝屋川市立楠根小学校 黒田智子

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
中野賢太

20.01.21 知的財産特別授業 大阪市立高見小学校 古田昌稔
伊原節子

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

19.12.05 知的財産特別授業 上郡町立高田小学校 渥美元幸
石井里依子

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
岡本智之

19.12.19 知的財産特別授業 県立洲本実業高等学校 小林義周
五郎丸正巳

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
柴尾猛

20.01.31 知的財産特別授業 西宮市立神原小学校 三方英美
齊藤整

奈良
19.12.14

知的財産講座（第12回）
「大和郡山金魚電話ボックス著作権事件の
その後について」

県立図書情報館 金田政孝

20.02.10 知的財産特別授業 御所市立葛城小学校 未定

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 和田隆滋

香川
20.02.07 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 京和尚
20.02.14 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 洲崎竜弥
20.02.21 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 洲崎竜弥

愛媛

19.12頃 知的財産特別授業 県立弓削高等学校 壬生優子
19.12.10 知的財産特別授業 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
松島理
相原正
小笠原宜紀

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 下方晃博

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
19.12.09 中小企業のリアルな事例から学ぶ経営・

知財戦略セミナー 福岡県中小企業振興センター 川口敬義

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 知財セミナー 沖縄科学技術大学院大学 本堂裕司
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その他
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

19.12.04
19.12.11
19.12.18
20.01.08
20.01.15
20.01.22
20.01.29

知的財産特別講義 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 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 －
静岡 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

２．支援活動予定表（12月から）その他
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3 支援活動一覧表（11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）

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 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

千葉 19.11.14 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 山川啓

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

吉田信彦
澁川喜和夫
松本慎一郎
久保雅裕
竹澤誠
尾首亘聰

19.11.14
19.11.28 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
樋田成人
保坂俊

19.11.14 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

19.11.21 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

19.11.22 2019年度下期
BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest内会議室 上田精一

神奈川

19.11.08
19.11.22

神奈川県立川崎図書館
平成31年度知的財産相談事業 県立川崎図書館知財スポット

佐藤高信
横川憲広
植木泰弘
後藤仁志
小林俊雄
長谷川陽子
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 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 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

山梨
19.11.07 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 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

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

相　談

３．支援活動一覧表（11月分）／相談
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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 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

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

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

19.11.13 知財総合支援窓口 益田商工会議所 田辺義博

岡山

19.11.01
19.11.08
19.11.15
19.11.22
19.11.29

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
中務茂樹

広島

19.11.05
19.11.12
19.11.19
19.11.26

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

19.11.07
19.11.21 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

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

19.11.08 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 知的財産権に関する相談 萩商工会議所 木村正彦
19.11.14 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 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 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 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） 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）　 四国会事務所 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

３．支援活動一覧表（11月分）／相談
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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
宮城 19.11.13 知的財産特別授業 仙台市戦災復興記念館 稲穂健市

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）

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

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
幸氏
（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 　

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
栗田由貴子

東京

19.11.01 知的財産セミナー 2019（渋谷V3） hoopslinktokyo 松本公一

19.11.07 本郷展示商談会・交流会 医科器械会館
中小企業・ベン
チャー支援委員
会委員

19.11.10 知的財産特別授業 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
金子彩子

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講師派遣 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

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2階小体育室 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

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 19.11.16 休日パテントセミナー 2019 in諏訪
「初心者のための商標講座」

諏訪市駅前交流テラス
「すわっチャオ」

三枝弘明
外部講師

静岡 19.11.20 知的財産特別授業 県立富士宮北高等学校 長谷川和哉

講演

３．支援活動一覧表（11月分）／講演
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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

愛知

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

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

19.11.29 愛知県職員向け
「令和元年度知的財産研修」 愛知県自治研修所 加藤光宏

三重 19.11.15 週末パテントセミナー 2019 in津 プラザ洞津

外部講師
坂岡範穂
中島正博
笠井美孝
小林洋平
寺本諭史
岡浩喜

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

19.11.14 知的財産特別授業 大津市立仰木の里小学校 立川伸子
松成靖典

19.11.30

パテントセミナー 2019 滋賀午前の部
「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 滋賀午後の部
「特許侵害訴訟への対応と戦略」 コラボしが21 辻村和彦

京都

19.11.02 パテントセミナー 2019 京都午前の部
「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 京都午後の部
「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 大阪基礎編第3回
「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

19.11.09

パテントセミナー 2019 大阪基礎編第4回
「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
道坂伸一
千原清誠
森本宜延

19.11.15
イスラエルと知財
～革新的な技術・知財を生み出し続ける
イスラエルとの協業を見据えて～

関西会事務所

高桑栄次氏（西日
本イスラエル貿
易事務所商務官）
藤田力氏（近畿経
済産業局地域経
済部次世代産業・
情報政策課係長）
RoyS.Melzer氏
（イスラエル弁理
士）
井関勝守
藤田光男

19.11.23
パテントセミナー 2019 大阪応用編第2回
「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

３．支援活動一覧表（11月分）／講演
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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

和歌山 19.11.16 パテントセミナー 2019 和歌山
「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）

香川 19.11.19 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

愛媛
19.11.06 知的財産特別授業 県立北条高等学校 中川勝
19.11.07 知的財産特別授業 県立宇和島東高等学校 松島理

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 19.11.26 知財セミナー 福岡市スタートアップカフェ 高津一也

３．支援活動一覧表（11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）

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・審査会 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）

新潟 19.11.11

巡回特許庁ｉｎ新潟
中小企業による経営戦略に基づく知財活用
～弁理士とともに学ぶ知財活用の基礎知識
～

燕三条地場産業振興センター

モデレータ／弁理
士 吉井剛
パネリスト／ウエ
タックス㈱専務取
締役 植木正春氏
㈱システムスクエ
ア代表取締役　 
山田清貴氏

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

知的財産特別講義 埼玉大学
杉岡真紀
有馬百子
寺尾康典

神奈川 19.11.28 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）

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 　
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

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 金田敏孝

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）

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

３．支援活動一覧表（11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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12月2日 月
18：00～20：10
大阪弁護士会 202

スタートアップにおけるデータと
法務・知財戦略

講師紹介

講師、パネリスト及び三士業（弁護士、弁理士、公認会計士）
と来場者の交流会・名刺交換会を実施します。　　　　　
※会費は当日お支払ください。

三会協働知財支援プロジェクト

先着60名様（先着順）

主催：大阪弁護士会、日本弁理士会関西会、日本公認会計士協会近畿会
後援：経済産業省近畿経済産業局、中小企業基盤整備機構 近畿本部、大阪商工会議所（予定）、独立行政法人工業所有権情報・研修館

データ・ビジネスの重要性と、これを行う企業の数は益々増えています。
経済産業省は、2018年６月に、ＡＩやデータに関する契約のひな型や
取引の注意点をまとめた「ＡＩ・データの利用に関する契約ガイドライ
ン」を公表しましたが、リクナビによる個人情報保護法に違反する
データの取扱いが社会問題となったように、データ・ビジネスにはま
だまだ検討しなければならない法的な問題点が多いといえます。
今回のセミナーでは、データやＡＩ、スタートアップのビジネスに詳し
い株式会社メルカリの齊藤弁護士をお迎えし、この分野に詳しい他
の弁護士、弁理士、公認会計士と共に、それぞれの立場からビジネス
にデータを取り入れる際に企業が知っておくべき点についてわかり
やすく解説します。さらに、スタートアップ企業がどのようにして、社
内の技術・アイデア、デザインなどの知的財産を保護する際に考える
べき法務・知的財産戦略や、税務の観点から注意すべき点についても
最新の議論をお届けします。

株式会社メルカリ社長室兼現スポーツビジネス（協業戦略）担当
（前コーポレートリーガルマネージャー）

齊藤 友紀 弁護士

交流会（会費：5,000円 ）20:30～22：30

基調講演 18:00～18：30 パネルディスカッション 18:40～20：10

〒530-0047 大阪市北区西天満 1-12-5

株式会社メルカリ社長室兼現スポーツビ
ジネス（協業戦略）担当（前コーポレート
リーガルマネージャー）。法務から組織設
計、事業スキームの策定・遂行支援、社内
外での企画・調整などに従事。2017年12
月から経済産業省「AI・データ契約ガイド
ライン検討会」委員、2019年5月より同省
「データ利活用検討会」委員等。UC 
Berkeley大学院（公共政策）、Purdue大
学大学院（経済学）、株式会社Preferred 
Networks等を経て、現職。

概要
基調講演の講師である齊藤氏にパネリストとして同席して頂
き、コーディネータの誘導のもとパネリストがディスカッション
を行います。
①データビジネスにおける実務上の留意点
②スタートアップ企業の法務課題
③スタートアップ企業の知財戦略

パネリスト 講　　　師　 齊藤友紀 氏　

弁　護　士　 内田　誠 氏

弁　理　士 　河野英仁 氏

公認会計士 　藤原祥孝 氏

企業力向上セミナー
IN大阪

先着200名様入場無料

（コーディネータ）
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三会協働知財支援プロジェクト企
業
力

セ
ミ
ナ
ー

向
上
向
上

大阪弁護士会〒530-0047大阪市北区西天満1-12-5

12月 2日 月
18：00～20：10（受付17：30）

先着200名様

三会協働知財支援プロジェクトとは…
　大阪弁護士会・日本弁理士会関西会・日本公認会計士協
会近畿会（以下「三会」といいます。）は、2003年にバイオサ
ポーターズ三会協議会を設立し、法務・財務・知的財産の
側面からベンチャーの起業及び経営を支援するために、
三会協働事業を推進し、弁護士・弁理士・公認会計士が一
堂に会して知識・スキルの向上に努めてまいりました。
　平成28年度より「三会協働知財支援プロジェクト」と題
して、主に中小企業やベンチャー企業の皆様の成長と新
規事業の創造のための学びの場を提供すべくセミナーを
開催しましたところ、好評を得ましたので、本年度も引き
続き開催することとなりました。皆様奮ってご参加下さい。

主催：大阪弁護士会、日本弁理士会関西会、日本公認会計士協会近畿会
後援：経済産業省近畿経済産業局、中小企業基盤整備機構 近畿本部、
　　  大阪商工会議所（予定）、独立行政法人工業所有権情報・研修館

スタートアップにおける
データと法務・知財戦略

 in 大阪 in 大阪

大阪高等裁判所
大阪地方裁判所
大阪簡易裁判所

堂島ビル

交番

日本銀行 大阪市役所 図書館
中央
公会堂

東洋陶磁美術館

堂島川

土佐掘川

大阪三菱ビル

大阪駅
前第三ビル

天満
警察署

大阪弁護士会館

●京阪中之島線「なにわ橋駅」下車　出口1から徒歩約5分
●地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車　1号出口から徒歩約10分
●地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車　26号階段から徒歩約7分
●ＪＲ東西線「北新地駅」下車　徒歩約15分

② 大阪弁護士会のホームページでもお申込みできます。
　 ・大  阪   弁   護   士   会　http://www.osakaben.or.jp
　　　　問い合わせ先：大阪弁護士会 事務局（堀井）　（TEL :06 -6364 -1238）

① FAX参加申込書  FAX番号 06-6364-1255
氏　名

企業・団体名

メールアドレス

TEL
ふりがな

人セミナー人数

人交流会人数

申込方法

※個人情報の取り扱いについて
ご登録いただい個人情報は大阪弁護士会の個人情報管理基本方針に基づき、適切に管理いたします。
▼個人情報（個人データ）の利用目的
　お申込みの際に記入いただいた個人情報は、本イベント実施、今後のイベント関連のご案内、業務管理運営及び統計資料管理のために利用させて頂きます。
▼個人情報（個人データ）の共同利用
　お申込みの際に記入いただいた個人情報は、以下の共同利用者及び利用目的のために、共同して利用させていただくことがあります。
１．共同利用する個人データの項目：お申込みの際に記入いただいた氏名、メールアドレス、所属企業・団体名、電話番号等、以下利用目的に必要な範囲の項目。
２．共同利用者：大阪弁護士会、日本弁理士会関西会、日本公認会計士協会近畿会
３．利用目的：上記個人情報の利用目的と同じ
４．管理責任者：大阪弁護士会
なお、法令に定める場合を除き、これら以外の目的のための利用または第三者提供はいたしません。
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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


