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令和 2 年 9 月 4 日（金）～ 5日（土）の 2日間にわたり、Web 会議システムの「Zoom
ビデオウェビナー」を用いて、一般社団法人 大学技術移転協議会（UNITT）主催の
「UNITTアニュアルカンファレンス 2020」が開催されました。
本年度も、大学、TLO等の知財、技術移転部門の担当者及び専門家が集い日本弁理士
会からも数十名が参加しました。オープニングリマーク及び基調講演に続く全体セッショ
ンにおいて、大学発明の産学連携部門での取り組みの実績や展望が 5セッション会場（A
～ E）に分かれ活発な議論・情報交換が行われました。
また、日本弁理士会では、協賛セッションとして、Ⅰ「基礎講座 1　知財基礎」及びⅡ「企
業内弁理士から見た産学連携の課題と目指すべき方向性」の 2セッションを開催し、協賛
セッションⅠ「基礎講座 1　知財基礎」において、知的財産支援センター第 2事業部部長
本谷孝夫会員、協賛セッションⅡ「企業内弁理士から見た産学連携の課題と目指すべき方
向性」において、同センター副センター長 島武信会員が、当会が推進する「大学等にお
ける知財教育支援プログラム」について紹介しました。
以下、「UNITTアニュアルカンファレンス 2020」で設けられた各セッションのテーマ

名を紹介した後に、当会の協賛セッションⅠ「基礎講座 1　知財基礎」及びⅡ「企業内弁
理士から見た産学連携の課題と目指すべき方向性」の 2セッションについて、その概略を
紹介します。

―各セッションのテーマ名―
（1日目）
・1A「大学のベンチャー支援のポイントを考える」
・1B「AMEDで医療研究を基礎から実用化まで」
・1C「パーソナルデータの利活用」
・ 1D「 共同研究強化のためのガイドラインの改定：価値創造とエコシステムの構築の

視点から」
・1E「アカデミア間知財の最適マネジメントは何か。～権利化から技術移転連携の観点～」
・2A「産学連携・TLO・オープンイノベーション機能のウチとソト」
・2B「大学発バイオベンチャー企業の特許戦略」

UNITT  Annual  
Conference  2020

知的財産支援センター　第 2事業部　田中直人
榎本政彦
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・2C「ソフトウェアの知財マネジメント」
・2D「企業から見たアカデミアのベンチャー・新規事業シーズ」
・  2E「 ブランド戦略へとアプローチする産学官連携 ―どのようにつくられ，どのように

評価されるのか―」
（2日目）
・3A「知財・技術移転人材とURA質保証認定制度について」
・ 3B「 コロナ下の連携のありかた～人文社会系産官学連携を

起点にして～」
・3C「AI/IoT 技術の特許出願戦略」
・ 3D「 産学金連携による技術移転　－地方銀行との連携による

地域活性－」
・ 3E「 企業内弁理士から見た産学連携の課題と目指すべき方向性

（弁理士会セッション 2）」
・4A「コロナ禍の人材育成 /ネットワーキング」
・4B「医療系産学連携実態調査~その課題と対応策~」
・4C「基礎講座 1　知財基礎（弁理士会セッション 1）」
・4D「基礎講座 2 共同研究契約」
・4E「基礎講座 3　発掘～ライセンス」

以下、日本弁理士会の協賛セッションの 2題について内容を紹介します。

＜Ⅰ「基礎講座 1　知財基礎」＞
長崎大学　上條由紀子　会員（モデレータ）
本セッションの導入として、まだ経験が浅い人向けに、産学連携・技術移転の現場に
おいて必要となる知的財産 ( 主として特許 ) に関する法律知識、知財の創造・保護・活
用における留意点など、大学における知財活用の特色や課題に留意しつつ、実務で役立
つトピックについて解説をしました。
昨今大学がしっかりと権利化することが大事になっており、そのためには、権利化の
デザインが重要である旨を説明しました。

①「特許取得について」 特許業務法人共立　瀧川彰人　会員
特許権とは何か？という根源的なところから、特許出願のメリット・デメリット、特
許出願から権利化までの流れを説明し、重要な特許要件である、「新規性」、「進歩性」、「先
願」についてわかりやすく説明しました。
「オープン＆クローズ戦略」の説明では、デンソーの「QRコード」の事例を取り上げ、
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特許権を開放することで利益を最大化する戦略もあることを説明しました。
特許侵害訴訟の事例として「切り餅事件」を取り上げ、特許権侵害による損害賠償や、
販売差し止めが、侵害者に対して如何に影響が大きいか説明しました。
また、例え訴えられたとしても、「特許無効の抗弁」や「先使用権の主張」により回
避可能な場合があることも説明しました。

②「最近の知財トピックス」
 特許業務法人コスモス国際特許商標事務所　竹村恵一　会員
平成 30 年度意匠法改正による保護対象の拡充についてでは、従来は意匠権として保
護されていなかった「物品に記録・表示されない画像（GUI（グラフィカルユーザイン
ターフェース））」や、建築物の意匠、内装の意匠についても権利化が可能となったこと
を説明しました。
ビジネス関連発明として、ビジネス関連発明とは、ビジネス方法が ICT（Information 
and Communication Technology: 情報通信技術）を利用して実現された発明であり、
近年のビジネス関連発明の出願件数は ICTの普及に伴って増加傾向であること、ビジ
ネス関連発明の具体例として「ステーキの提供システム（特許第 5946491 号）」の内容
を説明しました。
PCT国際出願の軽減制度・交付金制度については、PCT（特許協力条約）の国際特
許出願制度についての簡単な説明後、出願費用等の軽減制度・交付金制度の内容とその
手続きと時期について説明しました。

＜Ⅱ「企業内弁理士から見た産学連携の課題と目指すべき方向性」＞
モデレータ
・東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター教授
　木下 忠　会員
スピーカー
・ 三菱電機株式会社 知的財産センター（兼）鹿児島大学知的財産・リスクマネジメン
ト部門 特任教授
　村上加奈子　会員
・ DMG森精機株式会社 知的財産部 部長
　金本 誠夫 会員
・ サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 研究推進部 主任研究員
　前川 知浩　会員
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モデレータの木下会員より、日本の産学連携について、以下のような課題が紹介された。
　・大学の獲得研究費の民間負担率が海外の大学に比べて低い。
　・間接費が赤字のため、もっと民間負担率を上げる必要がある。
　・特許 1件あたりの収入が低い。
　・ 共同研究費の大きさと大学の特許権の強さは反比例し、特許権の強さが引くほど、
共同研究費も低くなる傾向がある。

次に、各スピーカーから以下のような話題提供がありました。
＜村上会員＞
三菱電機の概要説明と知財部門の活動紹介としてオープンアンドクローズ戦略の紹介。
産学連携の課題の課題としては、「情報のコンタミと漏洩」、「契
約締結の期間を要すること」、「不実施補償の要否」、「第三者へ
のライセンスする際の条件や可否」を挙げ、産学連携への期待
として、変革や時代の先取りを大学に期待しており、時代を
先取りしたようなテーマで共同研究をしたいことを紹介しまし
た。
ここで、村上会員へ「オープンアンドクローズの判断指標な
どはあるか」との質問があり、「多くの会社と同様で、コアの
部分は、クローズ、その他の部分はオープン」と回答しました。

＜金本会員＞
DMG森精機株式会社の紹介の後に、産学連携活動の紹介として、共同研究を行ってお
り、基礎研究（金属加工条件）から応用研究（機械の精度、熱の処理方法など）まで幅広
く行われていることが紹介しました。
共同研究以外では、工作機械の貸出（無償で貸し出すことが多い）をしており、高額な
機械を貸し出すことも多いので、その価値も研究費として考慮してほしいとの提案もあり
ました。
産学連携に期待することとしては、「大学の斬新な発想」「人材育成」「DMGのような
工作機械会社に興味をもってもらえるような教育活動」を挙げていました。
また、事業戦略における大学の役割として「優秀な学生の育成」「社会人ドクターの受
け入れ」などを期待していることも話し、さらに、日本と海外の大学の違いとして、「工
作機械関係では、研究規模が日本は小さく、海外は大きな規模で行われている」、「契約関
連で、海外では教授又は教授が関与している会社と契約することが多い」などの違いを紹
介しました。
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＜前川会員＞
サントリーグループの紹介と、前川会員が所属する、サントリーグローバルイノベー
ションセンター株式会社イノベーション創発部の活動紹介として、「オープンイノベーショ
ンの推進を行っている部署であり、研究者が探せない新たな領域の調査を行っている」、
「オープンイノベーションの成功には、社内研究者のニーズを探索することが重要」を紹
介しました。
しかし、最近は、新技術を軸としたイノベーションも重要と感じていて、このような考
えがないと、革新的なイノベーションが生じないと感じており、オープンイノベーション
専門の会社を活用するなど、社内ニーズにとらわれない活動も行っていることを紹介しま
した。

次に、質問に回答する形で、座談会へ進みました。
主な質問と回答は以下の通り。
Ｑ：大学への期待は？
Ａ： （村上） 前述のように、時代の先取り、10 年後、20 年後の世界を見据えた基本技術

の構築を期待している。
　　 （金本） 金属加工では、切削技術が主流であったが、金属積層という新しい加工技

術も出てきたので、このような基本技術の創出を期待している。
　　 （前川）基本技術の開発に期待している。

Ｑ：共同研究等のテーマ選定の方法は？
Ａ：（ 村上） 将来の変化予測などの視点でテーマを選定していて、論文、学会発表などで、

共同研究相手を探している。

Ｑ：大学と企業のWin‒Win 関係構築に必要なことは？
Ａ： （村上） 不実施補償はケースバイケースで判断している。まったく払わないという

ことではない。情報のコンタミや漏洩が問題で、情報管理の徹底、情報管
理の教育の必要性を感じている。

Ｑ：NADのタイミングは？
Ａ：（金本）いろいろあるが、双方の接点が見出されたタイミングで締結する。

Ｑ：共同研究の成果の事業貢献などで、他部署や貴社で理解は得られているか？
Ａ： （金本）年初に昨年度の成果を発表して広く社内に周知している。
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Ｑ： 新技術を企業ではどのように探索しているのか？ JST の新技術説明会は活用して
いるか？

Ａ： （金本） JST の新技術説明会は活用できたこともあるが、
効率が悪いと感じている。

Ｑ： 大学が単独で特許を持っていることに抵抗感はあるか？
Ａ： （金本） 必要な技術であれば、契約などで対応できるので、

抵抗感はない。

Ｑ： 不実施補償を支払うケースは？
Ａ： （村上）独占の場合は支払う。

Ｑ： 大学の研究などが先取りしすぎてしまう場合などは実施ができないこともあると思
うが、その点についてどう感じるか？

Ａ： （金本） 1990 年代に IoT のようなことを工作機械でやっていた。企業の都合だけで
なく、社会の受け入れの問題もある。

最後に産学連携のこれからについて各スピーカー以下のようなコメントで本セッション
は終了しました。
村上会員： 企業側の都合だけで実現できないとは限らないし、すべてうまくいくわけでは

ないので、コンソーシアムなどで、複数主体でイノベーションを起こす必要が
ある。

金本会員： 企業も大学とWin‒Winの関係を目指している。斬新な発想をしていただければ、
連携が進む。

前川会員： 大学と企業のコミュニケーションの取り方という質問があったが、大学の産学
連携コーディネーターの方の大学の技術理解ができていて、それを個々の企業
にあった伝え方をしてくれることが重要。

参加人数
開始時は 60 名程度。最大で 84 名程度（スピーカーなど運営スタッフを除く）になり、
最大人数で最後まで進んでいたので、途中退出者はほとんどいなかったと思われます。



10 2020 年 12 月号（No.214）

12 月までの支援活動／東海会

１．日　　時：令和２年１０月３０日（金）　１８：３０～２０：３０
２．場　　所：アクトシティ浜松研修交流センター４０１会議室
３．テ ー マ：知的財産侵害の損害賠償請求・反論のポイント
　　　　　　　二酸化炭素含有粘性組成物事件・美顔器事件（知財高裁合議体判決）を中心に
４．対　　象：一般、中小企業経営者、知財関係者など１６名
５．講　　師：東海会静岡県委員会　坂野史子
６．内　　容：
「知的財産侵害の損害賠償請求・反論のポイント　二酸化炭素含有粘性組成物事件・美顔器事件
（知財高裁合議体判決）を中心に」と題した講義を行いました。
まず、知的財産侵害訴訟の概略について説明を行い、その後、近年、判決が下された２件の特許
訴訟の損害賠償請求について、解説がされました。そこで、限界利益の額を計算方法について詳し
い説明をし、人件費や広告費など項目ごとに経費として控除可能か説明がありました。控除できそう
なものでも実際にはできないという意外な項目もあり、聴講者にとって興味深い内容だったと思います。
冒頭で、この講義で持ち帰って欲しいポイントを示し、何を目的として講義を聞いていけばよいか、
聴講者の立場としてもわかりやすいものとなりました。講義後には聴講者からの質問があり、聴講者
が積極的に知識を習得しようとする姿勢が見受けられました。また、知財の学習に参考となるWebサ
イトや動画配信の紹介をし、今後の学習にも役立つ有意義な情報を得ることができたと思います。
コロナ禍でのセミナーということで、入室前体温検査をし、講師、聴講者、スタッフともにマスクを
着用し、かつ、換気をしながら講義をする対策を講じて、実施することができました。座席間隔もちょ
うどよく空けてとることができ、適度な環境でのセミナー開催となりました。

 東海会静岡県委員会　松本直樹、出雲暖子

週末パテントセミナー2020 in 静岡（浜松会場第３回）

東 海 会東 海 会

1 12月までの支援活動

セミナーの様子
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１．日　　時：令和２年１１月１３日（金）１４：００～１７：００
２．会　　場：プラザ洞津２Ｆ「高砂」
３．出 席 者：中小企業経営者や大企業の知財担当者など２６名
４．内　　容：14：00 ～ 14：10　主催者挨拶　日本弁理士会東海会・伊勢新聞社　
　　　　　　　14：10 ～ 15：00　講演「おやつカンパニーの知財戦略と活用事例」
 株式会社おやつカンパニー
 取締役専務執行役員研究開発・品質保証本部長　
 稲垣庄平　氏
　　　　　　　15：10 ～ 15：50  講演「知財トラブルのタネにピンと来る！

～知的財産利用の基礎知識～」
　　　　 東海会三重県委員会　岡浩喜
　　　　　　　16：00 ～ 17：00　ポスターセッション　ミニ講演×３回
 東海会三重県委員会　伊藤寿浩・笠井美孝・和気光
５．内　　容：
（１）２年前の日本弁理士会本会の知財広め隊事業の後継事業として、昨年度に引き続き本年
度も事業名を「知財広め隊」と称しました。また、例年と同様に伊勢新聞社との共催で開催す
ると共に、事業者の社員なども参加しやすいように、気候の良い秋の週末に開催しました。今
年度は新型コロナウイルス感染症の関係から開催が一時危ぶまれましたが、無事執り行うこと
ができました。
第１部の講演者には、三重県において何かと話題性の多い ( 株 ) おやつカンパニーの稲垣専務
に講演をしてもらい。第２部の講演者は、三重県委員会の岡会員に担当してもらいました。第
３部では、ポスターセッションとして小セミナーを３回行い、同委員会の伊藤会員、笠井会員、
和気会員にそれぞれを担当してもらいました。
（２）第１部の講演では、( 株 ) おやつカンパニーの知財戦略と活用事例について説明しても
らい、スナック菓子業界では特許より商標に力を入れていること、ネーミングが大事であること、
ストック商標も有しており必要に応じて使用していること等、参加者にとっても大変参考にな
る内容でした。
第２部の講演では、岡会員より知財トラブルに関しての注意ごとを知的財産権の基礎的な知
識を絡めて説明してもらいました。具体的には、知的財産権とは無体物の情報である。情報と
は原則活用されるべきであるが、所定の条件の下保護される。情報を有効活用することは社会
のためになること等を説明してもらいました。参加者にとっては、事例も交えることで具体的
にイメージし易かったと共に、知財を守るための選択肢（戦略）などについて新たな気付きとなっ
たのではないでしょうか。
第３部では、昨年のような席の移動ができず、スライド資料による説明でした。説明者からは、

ポスターに記載のことだけでなく、その背景等も説明してもらい、参加者にとっても面白い内
容になったと考えます。

週末パテントセミナー2020 in 津（知財広め隊）
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12 月までの支援活動／東海会

（３）第１部では全国的に周知な会社からの講演者であり、第２部では弁理士だけでなく弁護
士としての立場を踏まえながら事例も交えて上手に伝えることができ、第３部は身近な商品を
在々として盛況でした。総じて、本年度の週末パテントセミナーも成功であったと評すことが
できると思います。

東海会三重県委員会　委員長　坂岡　範穗

伊勢新聞社代表取締役社長　挨拶

日本弁理士会東海会会長　挨拶
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12 月までの支援活動／東海会

セミナー第 1部の様子

セミナー第 2部の様子
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12 月までの支援活動／東海会

ポスターセッション１の様子

ポスターセッション２の様子
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12 月までの支援活動／東海会

ポスターセッション３の様子
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12 月までの支援活動／関西会

１．日　　時：令和２年９月９日（水）１５：００～１７：００
２．場　　所：クリエイション・コア東大阪
３．テ ー マ：広報・クリエイティブ業務における『知財の落とし穴』について
　　　　　　　～著作権・肖像権・商標権を中心に～
４．講　　師：泉谷　透会員
５．受 講 者：１７名
６．内　　容：
講義は、「１最小限の著作権の知識」と、「２著作権・肖像権のトラブル事例とポイント」の

２部構成で行われました。
「１最小限の著作権の知識」では、著作物や著作権とは何か、産業財産権との違いについて、
基礎的な知識の説明がありました。また、著作権は非常に多くの権利に分化しているため、図
に示して解説されていました。
「２著作権・肖像権のトラブル事例とポイント」では、著作権に関する侵害事例７つ、肖像権
に関して一般的には気づきにくいが注意する必要がある事例２つ、ゆるキャラの使用について
の事例２つについて解説がありました。

関西会知財普及・支援委員会　上西敏文

令和２年度知的財産権に関するセミナー in MOBIO-Cafe（第１回）

関 西 会関 西 会

セミナーの様子
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12 月までの支援活動／関西会

１．日　　時：令和２年１０月１３日（火）　１０：４５～１１：３０
２．場　　所：大阪市立加美東小学校 
３．対　　象：６年生２クラス　５２名
４．講　　師：渥美 元幸、長尾 誠会員
５．内　　容：
私たちが訪ねた大阪市立加美東小学校は、JR 加美駅・JR 新加美駅からほど近い、閑静な住

宅街の中にありました。児童たちも先生たちも、訪れた私たちを温かく迎え入れてくれました。
知財授業では、渥美会員が司会を務め、長尾が博士役を担当しました。児童たちは、教室に
入ると、私たちが操るチャッピーに早速興味を示してくれ、和やかな雰囲気で授業が始まりま
した。児童たちは、問いかけに対して最初のうちこそ恥ずかしそうにしていたものの、渥美会
員の巧みなリードもあり、すぐに積極的に発言をしてくれるようになりました。
身近な発明品を紹介するコーナーでは、新型コロナの影響で、実際に道具に触れながら考え
てもらうことができず残念ではありましたが、児童たちは、道具を見ながら、不便を解消する
ための様々な意見を出してくれました。みんなで意見を出し合ううちに、実際の発明品の着想
にまでたどり着いていたことに感心しました。
寸劇では、怪人Ｘに扮した先生が登場すると、先生の好演・熱演もあり、この日一番の盛り
上がりとなりました。Ｆ博士の発明品と怪人Ｘの模倣品のどちらを購入したいかとの問いかけ
に対し、最初は全員安い模倣品を購入するという意見でしたが、寸劇後には、正規品を購入す
るという意見に変わっていました。寸劇を通して、児童たちが特許権に対する理解を深めてく
れたように感じました。
知財授業後、先生が児童たちに対して、今回の知財授業で終わりではなく、普段の授業でも
知財について考えていきたいと話していました。同校の知財に対する高い意識や取り組みが、
児童たちが知財に興味を持ち、理解を深めていくきっかけとなればよいと思います。

関西会知財授業担当　長尾誠

「知的財産特別授業」大阪市立加美東小学校

授業の様子
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12 月までの支援活動／関西会

１．日　　時：令和２年１０月１４日（水）１０：００～１７：００
　　　　　　　　　　　　　　１５日（木）  ９：３０～１６：００
２．場　　所：マイドームおおさか
３．出展内容：無料相談会、知財ミニセミナー、チラシ配布、ブース展示、動画の放映
４．講師・相談員：（１４日）原晶子、川瀬裕之、西村伸也会員
  　　（１５日）三品明生、石田祥二、西村伸也会員
５．内　容： 
（１）出展全般について
大阪勧業展２０２０の来場者数は５９９４人、出展者数は３０８企業・団体でした。
新型コロナウイルス感染対策として、ブースの説明員を最少人数とすること（常時、委員２名
＋受付１名の３名の体制とした）、通路上にはみ出しての呼び込みや商談をしないこと、ブース
内を密にしないこと、等の協力が求められていました。
（２）無料相談会
２３件の相談を受けました。相談者との間にアクリルパーテーションを挟んで実施しました。
相談後に椅子・机を消毒しました。
（３）知財ミニセミナー
８名が聴講しました。飛沫防止パーテーションをレンタルして設置しました。相談後に椅子を
消毒しました。例年、聴講用の椅子を８席ほど設けていますが、今年度は感染対策として４席ほ
どとしました。また知財セミナーの宣伝チラシを出展者に事前に配布するのを取りやめました。
ブース内では席の間隔が取りにくいことなどを考慮し、勧誘は控えめにしました。
（４）チラシ配布
今年度は長机にチラシを平積みにして、自由に見てもらえるようにしました。来場者をいくら
か呼び寄せていました。チラシ配布は容易でした。例えば、モビオのチラシ、国際情報委員会の
チラシはすぐに無くなり、２日目には配布すべきチラシが足らなくなりました。
（５）ブース展示
ヒット商品の実物については、手に取らせるような展示・説明は避けました。
（６）動画の放映
プロジェクターにより「ＰＡＴやってみた！」の動画をブースの背面壁に投影しました。動画
はブースの見栄えをよくしていました。じっくり見る人はいませんでしたが、ブースの関心を引
くものであり、来場者をいくらか呼び寄せていました。

関西会知財普及 ･支援委員会　西村伸也

大阪勧業展 2020

会場の様子
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12 月までの支援活動／関西会

１．日　　時：令和２年１０月２０日（火）１５：００～１７：００
２．場　　所：クリエイション・コア東大阪
３．テ ー マ：開発業務と連携した『知財の創出と活用』について
　　　　　　　～自社の強みの「見える化」と知財でコロナを乗り切る！～
４．講　　師：後藤昌彦会員
５．受 講 者：１６名
６．内　　容：
講義のテーマは、「『見える化』と『知財活用』」であり、まず冒頭に、「いちばん大切なことは、
目に見えない。」というサン・テグジュペリの「星の王子様」の中のフレーズが紹介されました。
そして、２１世紀に入り、企業価値を生み出しているのは従来の有形資産ではなく、むしろ「見
えないもの」すなわち「無形資産」であり、中小企業ほど、無形資産の相対的価値が高いはず！
との指摘がありました。
次いで、「何を見える化するか？」と題し、知的財産以外に「見える化」が必要なものとして、

「ビジョン（将来こうなりたい）」「強み（自社の良い点）」「技術・デザイン」の３つのポイント
に基づいて事業戦略そして知財戦略を立案することの重要性が強調し、その後、ポイントごと
に順次「見える化」の考え方が解説されました。
最後に、「見える化」の具体的手法として、「ローカルベンチマーク」、「経営デザインシート」、

「特許情報分析」、「知財ビジネス評価」について、実際の企業の事例を挙げて解説されていました。

関西会知財普及・支援委員会　泉谷透 

令和２年度知的財産権に関するセミナー in MOBIO-Cafe（第２回）

セミナーの様子
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2 支援活動予定表（1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 21.01.27 常設知的財産相談室 北陸会事務所 海野徹

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 21.02.19 SATテクノロジー・ショーケース2021 オンライン開催 茨城委員会委員
埼玉 21.01.08～02.08 オンライン彩の国ビジネスアリーナ2021 オンライン開催 埼玉委員会委員

千葉

毎月第1火曜日
※ 祝祭日の場合は
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（木更津商工会議所） 木更津商工会議所

神崎正浩
矢上礼宣
高橋洋平

毎月第1水曜日
※ 祝祭日の場合は
翌週水曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（市川商工会議所） 市川商工会議所 山川啓

市野要助

毎月第1及び第3木曜日
※ 祝祭日の場合は
翌週木曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（佐倉商工会議所） 佐倉商工会議所

高橋昌義
相田悟
高田大輔
堀宏光
上村陽一郎
八木田智

毎月第1及び第3木曜日
※ 祝祭日の場合は
翌週木曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（船橋商工会議所） 船橋商工会議所

日向麻里
角田朗
田久保泰夫
堀宏光
高松武生

毎月第3火曜日
※ 祝祭日の場合は
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（習志野商工会議所） 習志野商工会議所 中村裕行

加藤義博

毎月第4火曜日
※祝祭日を除く

2020年度弁理士による特許無料相談会
（東葛テクノプラザ） 東葛テクノプラザ

角田朗
田久保泰夫
中村裕行
日向麻里

隔月偶数月第2火曜日
※ 祝祭日の場合は
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（成田商工会議所） 成田商工会議所 高橋昌義

石野知宏

東京

毎月第2木曜
※祝祭日を除く 2020年度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

三原秀子
須藤修三
折居章

21.01.14
21.02.10
21.03.11

2020年度下期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター 三原秀子
濱田修

21.01.20
21.02.16
21.03.17

2020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
大牧稔
濱田修
下村和夫

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

相原礼路 
三原秀子
大牧稔
保坂俊
濱田修
本谷孝夫

相　談

２．支援活動予定表（1月から）／相談
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東京

21.01.22
21.02.26
21.03.26

2020年度下期
BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest

本谷孝夫
上田精一
山口幸久

21.02.26
21.03.22 2020年度豊島区専門家合同相談室 豊島区役所 東京委員会委員

21.03.04～06 第14回としまMONOづくりメッセ サンシャインシティ 東京委員会委員

神奈川

毎月第2・4金曜日
※祝祭日を除く

県立川崎図書館
令和2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
穂坂道子
岩崎孝治
三宅康雅
砂場哲郎
江畑耕司
金子正彦

21.01.21～02.05 第13回川崎国際環境技術展 オンライン開催 神奈川委員会委員

21.02.15～26 第42回工業技術見本市
「テクニカルショウヨコハマ2021」 オンライン開催 神奈川委員会委員

山梨 毎月第2火曜日 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 土橋博司
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）

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）
※ 電話相談とウェブ相談のみ開催

関西会事務所 関西会所属弁理士

奈良
月～金
( 10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00)

知的財産無料相談
（要予約・個人面談方式）
※ 電話相談とウェブ相談のみ開催

奈良県北部：アクティ奈良
奈良県中部：橿原商工会議所
奈良県南部：五條市商工会

奈良地区会所属
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）

広島 毎週水曜日
（13:00 ～ 15:00） 常設知的財産相談室 中国会事務所 中国会所属弁理士

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

常設知的財産相談室
(要予約・個人面談方式) 八幡浜商工会議所 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 毎週木曜日
10:00～15:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式）
※現在は電話相談のみ開催

九州会事務所 九州会所属弁理士

２．支援活動予定表（1月から）／相談
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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）

栃木 21.01.22 知的財産セミナー2020 オンライン開催 藤掛宗則

東京

20.12～21.01
毎週木曜日 知的財産特別セミナー 東京農工大学府中キャンパス 相原礼路 

21.01.27 知的財産セミナー2020 オンライン開催 荻弥生
奥村直樹

神奈川
21.02.20
21.04.17 図書館で学ぶ知的財産講座2020 県立川崎図書館カンファレンスルーム 高原千鶴子 

西山恵三 
21.01.29 知的財産特別授業 横浜市立もえぎ野中学校 岩崎孝治 

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

21.01.16
休日パテントセミナー2020in名古屋（第5回）
「 外国出願について
～外国特許出願を学ぼう（初級編）～」

名古屋商工会議所 上田充
谷口緑理

21.01.18 知的財産特別授業 名古屋市立高蔵小学校 花田久丸

21.01.21 知的財産特別授業 東海会事務所 知的財産支援委員
会

21.03.18
知的財産経営サロン（第5回）
「 知的財産を使って事業を伸ばす
～どうすれば知財を事業に生かせるのか？～」

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）

大阪

21.01.21 知的財産特別授業 吹田市立山田第五小学校
柳瀬智之
山本康平
福田千陽

21.01.22 知的財産特別授業 富田林市立向陽台小学校 三方英美
大野義也

21.02.02 知的財産特別授業 大阪市立焼野小学校 三方英美
竹口美穂

21.02.05 知的財産特別授業 河内長野市立加賀田小学校 千原清誠
田中勝也

21.02.06 パテントセミナー2020（第1回）
「特許・実用新案入門」 オンライン開催 八木敏安

21.02.06 パテントセミナー2020（第2回）
「特許専門におくる意匠の実務的利用方法」 オンライン開催 松井宏記

21.02.12 知的財産特別授業 大阪市立矢田小学校 飯田淳也

21.02.13 パテントセミナー2020（第3回）
「AI・IoTビジネスの法律実務と知財」 オンライン開催 内田誠

21.02.13 パテントセミナー2020（第4回）
「産学官連携における知的財産マネジメント」 オンライン開催 島田雅之

21.02.20
パテントセミナー2020（第5回）
「大学発バイオベンチャーにおける特許権の
位置づけ」

オンライン開催 南野研人

兵庫

21.01.15 知的財産特別授業 市川町立瀬加小学校 水田慎一

21.01.21 知的財産特別授業 神戸市立八多小学校 中村忠則
齊藤整

21.01.29 知的財産特別授業 宝塚市立すみれガ丘小学校 八木まゆ
岡本智之

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）

広島
未定 知的財産セミナー 呉工業高等専門学校

保坂幸男
正井純子
二上裕之

未定 知的財産セミナー 大島商船高等専門学校 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）

愛媛
2021.01.15 知的財産特別授業 県立北条高等学校 松島理
2021.01.15 知的財産特別授業 県立八幡浜工業高等学校 村上武栄
未定 知的財産特別授業 新居浜高専 村上武栄

講　演

２．支援活動予定表（1月から）／講演
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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
21.01.16 知的財産工作授業 くるめ少年少女発明クラブ 古賀真二

遠坂啓太
21.02.19 知財に関するセミナー 福岡県中小企業診断士協会会館 坪内寛

長崎 未定 著作権に関する研修 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館
会議室 未定

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）

神奈川 21.01.28
21.03.25 令和2年度企業関係者と弁理士の知財研究会 県立川崎図書館カンファレンスルーム 保科敏夫 

鈴木一徳 

その他

２．支援活動予定表（1月から）／講演／その他
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3 支援活動一覧表（12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

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
20.12.09 常設知的財産相談室 北陸会事務所 木森有平
20.12.23 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）

千葉

毎月第1火曜日
※ 祝祭日の場合は
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（木更津商工会議所） 木更津商工会議所

神崎正浩 
矢上礼宣 
高橋洋平 

毎月第1水曜日
※ 祝祭日の場合は
翌週水曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（市川商工会議所） 市川商工会議所 山川啓 

市野要助 

毎月第1及び第3木曜日
※ 祝祭日の場合は
翌週木曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（佐倉商工会議所） 佐倉商工会議所

高橋昌義 
相田悟 
高田大輔 
堀宏光 
上村陽一郎 
八木田智 

毎月第1及び第3木曜日
※ 祝祭日の場合は
翌週木曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（船橋商工会議所） 船橋商工会議所

日向麻里 
角田朗 
田久保泰夫 
堀宏光 
高松武生 

毎月第3火曜日
※ 祝祭日の場合は
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（習志野商工会議所） 習志野商工会議所 中村裕行 

加藤義博 

毎月第4火曜日
※祝祭日を除く

2020年度弁理士による特許無料相談会
（東葛テクノプラザ） 東葛テクノプラザ

角田朗 
田久保泰夫 
中村裕行 
日向麻里 

隔月偶数月第2火曜日
※ 祝祭日の場合は
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（成田商工会議所） 成田商工会議所 高橋昌義 

石野知宏 

東京

毎月第2木曜
※祝祭日を除く 2020年度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

三原秀子 
須藤修三 
折居章 

20.12.10 2020年度下期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター 上田精一

20.12.15 2020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）

山口幸久 
三原秀子 
大牧稔 
濱田修 
下村和夫 

20.12.25 2020年度下期
BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest 下村和夫 

神奈川 毎月第2・4金曜日
※祝祭日を除く

神奈川県立川崎図書館
令和2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

佐藤高信 
穂坂道子 
岩崎孝治 
三宅康雅 
砂場哲郎 
江畑耕司 
金子正彦 

山梨 毎月第2火曜日 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 土橋博司 
堀内正優 

相　談

３．支援活動一覧表（12月分）／相談
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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）
※ 電話相談とウェブ相談のみ開催

関西会事務所 関西会所属弁理士

奈良
月～金
( 10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00)

知的財産無料相談
（要予約・個人面談方式）
※ 電話相談とウェブ相談のみ開催

奈良県北部：アクティ奈良
奈良県中部：橿原商工会議所
奈良県南部：五條市商工会

奈良地区会所属
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）

広島 毎週水曜日
（13:00～15:00） 常設知的財産相談室 中国会事務所 中国会所属弁理士

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

常設知的財産相談室
(要予約・個人面談方式) 八幡浜商工会議所 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 毎週木曜日
10:00 ～ 15:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式）
※現在は電話相談のみ開催

九州会事務所 九州会所属弁理士

３．支援活動一覧表（12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 20.12.09 令和２年度いわて知的財産権セミナー 公立大学法人岩手県立大学 村雨圭介

宮城 20.12.08 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又は
オンライン開催 梅森嘉匡

山形
20.12.03 高等専門学校へのエンターテイメントセミナー

（権利行使編） 鶴岡工業高等専門学校 岩崎孝治

20.12.03 高等専門学校へのエンターテイメントセミナー
（演習編） 鶴岡工業高等専門学校 岩崎孝治

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 20.12.06 知的財産特別授業 高崎市産業創造館 高原千鶴子
松下浩二郎

東京

2020年12月～
2021年1月
※毎週木曜日

東京農工大学 東京農工大学府中キャンパス 相原礼路

20.12.03 東京商工会議所世田谷支部セミナー 世田谷区生活文化情報センター 
生活工房 清水聡子

20.12.11 知的財産セミナー2020 オンライン開催

藤田一彦
二間瀬覚
後藤仁志
加藤佳史

20.12.15 知的財産特別授業 都立工芸高等学校 岩崎孝治
上田精一

20.12.18 知的財産セミナー2020 オンライン開催 濱田修

20.12.23 知的財産セミナー2020 オンライン開催

安高史朗
嵐田亮
渡邊道生穂
土屋裕太

神奈川 20.12.19 図書館で学ぶ知的財産講座2020 県立川崎図書館カンファレンスルーム 佐藤高信

山梨 20.12.05 知的財産工作授業 アイメッセ山梨 志村正樹
高原千鶴子

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）

岐阜 20.12.07 岐阜県よろず支援拠点コーディネータ連絡会
議における知財説明会 （公財）岐阜県産業経済振興センター 広江政典

静岡 20.12.16 知的財産特別授業
「校内パテントコンテスト　最終審査」 沼津工業高等専門学校

長谷川和家
出雲暖子
倉澤直人

愛知

20.12.02
名城大学理工学部情報工学科における情報技
術の応用と職業
「知的財産権の基本」

名城大学 塩谷尚人

20.12.09
名城大学理工学部情報工学科における情報技
術の応用と職業
「特許調査及び調査システム」

名城大学 花田久丸

20.12.14 知的財産特別授業 名古屋市立高蔵小学校 北裕介
20.12.15 中小企業のための知財経営サロンin刈谷 刈谷市産業振センター 未定

20.12.16 知的財産特別授業
「知的財産権全般について」 県立刈谷工業高等学校 奧田誠

20.12.19
休日パテントセミナー2020in名古屋（第4回）
「商標権について～商標権ってそんなに大事？
売るのも！買うのも！「商売」を守る商標権～」

名古屋商工会議所 伊藤正典
加藤大輝

20.12.21 知的財産特別授業 名古屋市立高蔵小学校 山本喜一

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 20.12.01

三会協働知財支援プロジェクト
企業力向上セミナー
「中小企業、スタートアップ企業の資金調達
～評価される企業及び事業の会計・知財・
法務のポイント～」

オンライン開催

幸田務氏
（尼崎信用金庫
ソリューション
推進部部長）
島田淳司
（株式会社東京大学
エッジキャピタルパー
トナーズベンチャー
パートナー・弁理士）
山口慎太郎
安井聖美氏
（公認会計士）
井上裕美氏
（弁護士）

講　演

３．支援活動一覧表（12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 20.12.08 第33回みやぎ発明くふう展及び第24回みや
ぎ未来の科学の夢絵画展・表彰式 宮城県産業技術総合センター 若山剛

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 20.12.11 令和2年度文京区新製品・
新技術開発費補助事業における審査会 文京シビックセンター 川崎仁

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 20.12.05 あいち少年少女創意くふう展２０２０・表彰式 産業技術記念館 岩倉民芳

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 20.12.05 第62回鳥取県発明くふう展・表彰式 鳥取市文化センター 中西康裕

岡山
20.12.04 第84回岡山県児童生徒発明くふう展・表彰式 未定 笠原英俊
20.12.04 2020岡山県未来の科学の夢絵画展・表彰式 未定 笠原英俊

大阪

20.12.03 知的財産特別授業 府立千里高等学校
水田慎一
立川伸子
古田昌稔

20.12.04 知的財産特別授業 堺市立三国丘小学校 千原清誠
飯田淳也

20.12.11
知的財産権に関するセミナー
in MOBIO-Cafe（第3回）
「意匠を知ろう・意匠権を活用しよう」

クリエイション・コア東大阪

謝博超
齊藤浩二氏
（株式会社アシッ
クス知的財産部
部長）
嶋田太郎

20.12.15 知的財産特別授業 堺市立新金岡東小学校 田添由紀子
赤岡和夫

20.12.15 知的財産特別授業 寝屋川市立池田小学校 光明寺大道

兵庫 20.12.10 知的財産特別授業 姫路市立増位小学校 水田慎一
佐々木達也

奈良 20.12.12 知的財産権講座「初めての商標」 県立図書情報館 老田政憲

和歌山
20.12.21 知的財産特別授業 みなべ町立高城中学校

渥美元幸
佐々木達也
淡路俊作

20.12.22 知的財産特別授業 県立海南高等学校海南校舎 光明寺大道
古田昌稔

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）

愛媛 2020.12.14 知的財産特別授業 県立北宇和高等学校 相原正

高知 2020.12.9または10 知的財産セミナー
（農業におけるブランド・商標） 高知県農業技術センター　(予定) 城田晴栄

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 20.12.11 校内知財学習会 苅田工業高校 遠藤聡子

大分 20.12.05 知的財産工作授業 きつき少年少女発明クラブ 田川孝由
下田正寛

宮崎 20.12.08又は15 「発明トレーニング」
（特許エンターテイメントセミナー演習編） 県立宮崎海洋高等学校 山下滋之

沖縄 20.10～12 知的財産関連講座（特許） オンライン開催 本堂裕司

３．支援活動一覧表（12月分）／講演／その他
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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
U R L：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：https：//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

それいけ
支援センタくん

飯岡菜子


