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特 集
｢新型コロナウイルス感染症
出願支援制度（商標追加）」について

知的財産支援センター 担当副会長　吉田 正義

担当執行理事　榎本 英俊

＜１．新型コロナウイルス感染症 出願支援制度の概要＞

　本制度は、優れた発明、考案又は意匠の創作の擁護に資することを目的として、また、2020 年

10 月から、新型コロナウイルスの感染拡大により収入・売上が減少した個人や中小企業の支援を

するため、特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願及びこれらに関連する手続の費用の一

部を日本弁理士会が援助する制度を実施してきました。2021 年５月の当会定期総会における規則

改正を経て現在、「商標登録出願」を支援対象に加えて、運用しています。

　本制度は、公的な援助制度ではなく、援助をすべきか否かの審査は、知的財産支援センターが

行います。そして、援助に必要な費用は、日本弁理士会の予算で賄われます。

＜２．支援対象に商標を追加した理由＞

　知的財産（以下、「知財」という）の一つである「商標」は、企業のブランドや権利を守る上で

重要な役割を果たします。最近、企業による知財保護の重要性が叫ばれている一方で、「商標登録

は大企業が主である」という認識で、商標権の取得を考えていない中小企業やスタートアップ企

業等の経営者もまだまだ多いのが現状です。商標権の取得には相応のコストがかかり、資金が潤

沢でない場合も多い事業主にとっては、ハードルが高くなります。新型コロナウイルスの感染拡

大により、景気の先行きが不透明な中、中小企業やスタートアップ企業を応援したい、また、商

標権は、事業継続性の担保等、他の知財権とともに重要な権利であることから、商標登録出願を

支援対象に追加しました。

＜３．商標の出願支援の内容＞

　出願の手続に要する費用（弁理士報酬及び特許印紙などの諸経費を含む。以下「手続費用」と

いう。）の一部を日本弁理士会が負担します。なお、具体的な援助額は、日本弁理士会執行役員会

にて決定されます。

＜援助額の上限＞

最大５万円

※手続費用が援助額を下回る場合は、手続費用分までを援助いたします。
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＜４．審査の内容＞

　商標の出願支援制度では、「優れた事業活動」のために使用される商標権の取得を支援します。

そのため、商標の出願支援の審査は、「援助に値する事業であるか否か」についても行われます。

　具体的には、出願を検討している商標を活用した事業活動を既に実施している、又は事業活動

についての実施計画が既に具体的に定まっており、かつ、何らかの形で社会に貢献する可能性が

高い事業であることが判断基準となります。

　そのため、申請書に具体的にどのような事業活動をするのかの説明、又は商品等を用いた事業

活動を既に実施している場合には、その実施している事業活動の具体的な説明を記載していただ

き、どのような形で社会に貢献でき得るかを説明していただきます。

＜５．申請方法・送付書類＞

　詳細は以下の URL からご確認いただければと思います。

　※電子メールでのみ申請を受付しています。

　https://www.jpaa.or.jp/activity/support/assistance-corona

　後ページの送付書類の一部（申請書等）もご参考ください。

＜６．最後に＞　

　日本弁理士会では、近年注目されているデザイン・ブランディング戦略に必要な意匠・商標を

中心とした中小企業・スタートアップ企業への支援の拡充を進めております。今回、新型コロナ

ウイルス感染症による出願支援制度に商標登録出願を追加したことも、その施策の一つとなりま

す。商標権の取得に関する費用支援を通じて、コロナ禍で資金の捻出に困っている中小企業・スター

トアップ企業を支えることで、より広範な知財活性化に繋がるよう、引き続き活動して参ります。
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（様式１）
特許出願等援助申請書

年　　月　　日

日 本 弁 理 士 会 会 長 殿

１．申請者の氏名又は名称（法人にあっては代表者の氏名を併記）、住所又は居所、
　　電話番号及びメールアドレス

２．申請者の住所と異なる場合の連絡先

３．申請者の職業又は業務内容

４．発明者、考案者又は意匠の創作者の住所及び氏名

５．援助を受けようとする出願種類（特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登
　録出願）

６．援助を受ける理由

７．公的又は私的な助成制度による資金の援助の有無

８．希望する特許出願等の代理人の住所及び氏名

９．発明又は考案が属する技術分野（※特許・実用新案登録出願のみ該当する分野に□）
　□機械　□電気　□化学 ･ 材料　□バイオテクノロジー　□食品　□建築・建設　□環境 ･
エネルギー□コンピュータ・ソフトウェア □生活用品・雑貨・宝飾　□その他（　　　　　　　　　　）
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10．添付書類の目録（申請する法域によって、提出書類が異なるのでご注意ください。）

【共通】
　（１）資力を証明する書面
　（２）登記事項証明書又は登記簿謄本（個人の場合は世帯全部の住民票）
　（３）国が指定した感染症に起因して、国、自治体又は公的機関より売上・収入減少による
　　支援を現に受けていることを証明する書面
　（４）「発明」、「考案」、「意匠」又は「商標登録出願の援助を受けて実施する事業活動（以下、
　　商標援助対象事業という。）」の実施計画書

【特許、実用新案】
　（５）「発明」又は「考案」の詳細な説明書

【特許、実用新案】
　（６）「発明」又は「考案」の簡単な説明書

【意匠】
　（７）援助を希望する「意匠」が記載された書面

【商標】
　（８）商標援助対象事業の説明、並びに商標登録を受けようとする商標、及び当該商標を使
　　用する商品又は役務等が記載された書面

-------------------------------------------------------------------------------------

※１：申請にあたり、以下の内容をご確認の上、チェックを入れてください。

１．本制度は、新規事業の創出等、何らかの形で社会に貢献する可能性が高く、大きな効
果が期待される「発明」、「考案」、「意匠」又は「事業活動に使用する商標」であって、
まだ出願されていないものの出願を援助対象とします。

２．本申請が不採用になった場合、日本弁理士会はその理由の開示はいたしません。

３．本事業は日本弁理士会の予算のみにより運営しており、国等の公的機関からの補助金
は一切受け取っていません。

　□ 以上３点について理解しました。

※２：申請にあたり、以下の内容をご確認の上、チェックを入れてください。
　　□ 本申請人は、反社会的勢力ではありません。
　（以下については、法人の場合のみお答えください）

□ 当社は、他の法人に支配されていない法人です。（申請者以外の単独の法人が、株式総
数又は出資総額の 1/2 以上の株式又は出資金を有していない法人であり、かつ、申請者
以外の複数の法人が株式総数又は出資総額の 2/3 以上の株式又は出資金を有していない
法人です。）

　□ 上記事項について宣言いたします。
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［備　考］

１．「４．発明者、考案者、意匠の創作者の住所及び氏名」は、特許出願、実用新案登録出願又は意匠登

録出願の場合のみを記載する。

２．「８．希望する特許出願等の代理人の住所及び氏名」の欄は、援助を申請する特許出願等の手続を

代理することが決まっている弁理士がいる場合にのみ記載する。

３．「10．添付書類の目録」の欄において、「（１）の資力を証明する書面」は、生活保護受給証明書、生活

状況調書、給与証明書又は源泉徴収票、課税・納税証明書、非課税証明書、法人税確定申告書、そ

の他これらに代わる書面のいずれかとする。なお、配偶者がいる場合には、配偶者の資力を証明する

書面も必要である。

４．「10．添付資料の目録」の欄に関して、同一年度内に複数回申請する場合に、先に提出した証明書の

内容に変更がないときは、その旨を記載することで、「（１）資力を証明する書面」、「（２）登記事項証明

書又は登記簿謄本（個人の場合は世帯全部の住民票）」の提出を省略することができる。

５．「10．添付資料の目録」の欄に関して、（３）の書面は、感染症に起因して収入や売上が減少したことを

理由として申請する場合にのみ提出する。

６．「10．添付資料の目録」の欄に関して、（４）の実施計画書のうち「発明」、「考案」又は「意匠」（以下、発

明等という。）については、「発明等の開発、試作、評価試験、製造（量産）及び販売等についての具体

的な日程」、「発明等の具体的な販売方法」、並びに「発明等の開発、試作、評価試験及び製造の資

金調達計画」等を少なくとも記載する。

７．「10．添付資料の目録」の欄に関して、（４）の実施計画書のうち「商標登録出願の援助を受けて実施す

る事業活動」については、「商標援助対象事業の具体的な活動内容及び日程」等を少なくとも記載す

る。なお、その商標援助対象事業が既に活動中である場合は、上記内容に加えて「活動実績」も記載

する。

８．「10．添付資料の目録」の欄に関して、（５）及び（６）の説明書について、「発明」は「記載例１」、「考案」

は「記載例２」に従って作成する。

９．「10．添付資料の目録」の欄に関して、（７）の援助を希望する「意匠」が記載された書面、「記載例３」

に従って作成する。

10．「10．添付資料の目録」の欄に関して、（８）の援助対象事業の説明書は、「記載例４」に従って作成す

る。

11．提供される個人情報は、申請の審査のためにのみ利用するものとする。

特集／ ｢新型コロナウイルス感染症 出願支援制度（商標追加）」について
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（記載例４）

特許出願等援助申請書「商標援助対象事業の説明書」の雛形（商標登録出願用）

【商標援助対象事業の業種】

【商標援助対象事業の活動内容】

【商標登録を受けようとする商標】

【商標を使用する商品又は役務（指定商品又は指定役務）】

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

＜記載の仕方＞

１．「商標援助対象事業の業種」は、例えば、製造業、建設業、運輸業、小売業、卸売業、サー

ビス、ソフトウェア開発若しくは販売業、情報処理サービス業、旅館業等と記載する。

２．「商標援助対象事業の活動内容」は、少なくとも以下の内容（特に、③を十分に）を記載する。

　①商標登録出願に係る商標を使用する商品又は役務（サービス）の説明

　②上記の商品又は役務（以下、商品等という。）を用いて、具体的にどのような事業活動を

するのかの説明、又は商品等を用いた事業活動を既に実施している場合には、その実施し

ている事業活動の具体的な説明

　③上記の②で説明した事業活動が、どのような形で社会に貢献でき得るかの説明

　（記載例）

　　本事業活動に係る役務は、～～を提供するものである。

　　したがって、当該役務の提供は、～～～という社会的効果を奏するもの思慮する。

　　延いては、当該事業活動は、社会に十分に貢献に資し得るものである。

３．「商標登録を受けようとする商標」及び「商標を使用する商品又は役務（指定商品又は指

定役務）」は、例えば、以下の商標登録出願の願書の記載を参考として下さい。

　商標登録願の作成要領　https://www.inpit.go.jp/blob/archives/pdf/trademark.pdf

特集／ ｢新型コロナウイルス感染症 出願支援制度（商標追加）」について
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東 海 会東 海 会

　弁理士無料出張相談会

１．日　時：令和３年９月１０日（金）１４：２０～１４：４０

２．場　所：Zoom 会議

３．対象者：起業家

４．担　当：東海会東三河地区委員会　浅田信二

５．内　容：

　今回の相談は、発明した物が特許になるかどうかの相談でした。発明者は個人ではあるもの

の、過去に特許出願をされていたため、ご自身で先行技術を調査されていました。調査された

先行技術に対しては特許性を有するであろうことを説明すると共に、審査官による審査ではよ

り広範な文献が調査されて拒絶される可能性があること、無料相談会で回答できる範囲は限ら

れるためより詳細に先行技術を調査するには専門家（弁理士、サーチ会社等）に依頼した方が

良いことを説明しました。また、過去に行った特許出願を弁理士に依頼していたため、より詳

細なことはその弁理士に相談されてはどうかということを提案しました（別の弁理士に相談し

てもよいことも説明）。

　今回の相談は、知的財産制度ではなく、個別具体的な案件についての相談でした。過去に特

許出願された際にも無料相談を利用されてそのときの弁理士に特許出願を依頼されたところ、

今回の無料相談も同じ弁理士が対応すると思われていたために、再度無料相談を利用されたと

のことでした。無料相談に対応する弁理士を事前に知らせてもよいと思われます。

東海会東三河地区委員会　浅田信二

10 月までの支援活動 / 東海会
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　知財金融ウェビナー 2021 ～知的財産価値評価の基本を知ろう～

１．日　時：令和３年９月１０日（金）１５: ００～１６：３０

２．会　場：オンラインウェビナー

３．視聴者：１１７名（金融機関職員、知財担当者、税理士、公認会計士、当会会員等）

４．テーマ：①知的財産値評価に影響する知的財産制度や知的財産の機能について

　　　　　　②知的財産価値評価手法の概要について

　　　　　　③知的財産価値評価の現状と実例等について

５．講　師：東海会　村山信義会員

６．内　容：

（１）知財金融に対する昨今の関心の高まりを受け、金融機関の方に知財への興味を持っていただく

きっかけになればと考え、本セミナーを開催しました。テーマについても、金融機関の関心が高い

と思われる知的財産の金銭的価値に関するものを取り上げました。

（２）多数の方にお申込みいただき、知的財産価値評価に対する関心の高さを実感いたしました。た

だし、当初、主な視聴者として考えていた金融機関職員の方は少数派でした。「知的財産価値評

価」という用語が、伝わらなかったのかも知れません。

（３）当日のセミナーでは、知的財産の基本的な内容から、価値評価、さらには事業戦略に至るまで広

くカバーされており、アンケートからも分かる通り、普段、知的財産権になじみのない方でも、有意

義な内容であったと思われます。

（４）本分野は、一度、聞いただけで全てを理解できるものではないと思われますので、今後も機会を

見つけ、セミナーを提供していきたいと考えます。

東海会知財金融対応委員会　委員長　加藤光宏

10 月までの支援活動 / 東海会
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支援活動一覧表（11 月から）2
 相　談
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
※ウェブ相談のみ開催 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
※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措
置等の期間中はウェブ相談のみ開催

東北会事務所 東北会所属弁理士

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）

茨城 22.01.27 SAT テクノロジー・ショーケース 2022
つくば国際会議場
※オンライン開催に変更する場合
有り

茨城委員会委員

埼玉 21.04.01 ～
22.03.31 令和 3 年度農業経営者総合サポート事業 （公社）埼玉県農林公社・各農林振

興センター（8か所）
飯塚道夫
石塚勝久

千葉

21.11.02
21.12.07
22.01.11
22.02.01

2021 年度 ( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 
( 木更津商工会議所 ) 木更津商工会議所

矢上礼宣
神崎正浩
高橋洋平 

21.11.04
21.11.18
21.12.02
21.12.16
22.01.20
22.02.03
22.02.17
22.03.03

2021 年度 ( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 
( 船橋商工会議所 ) 船橋商工会議所

日向麻里
高松武生
田久保泰夫
松本龍太郎

21.11.10
21.11.17
21.12.01
21.12.15
22.01.05
22.01.19
22.02.02
22.02.16
22.03.02
22.03.16

2021 年度 ( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 
( 佐倉商工会議所 ) 佐倉商工会議所

相田悟
高田大輔
鈴木一永
上村陽一郎
堀宏光
八木田智 

21.11.10
21.12.01
22.02.02
22.03.02

2021 年度 ( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 
( 市川商工会議所 ) 市川商工会議所

角田朗
山川啓
若田充史

21.11.16
21.12.28
22.01.25
22.02.22
22.03.22

2021 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

浅井淳
八木田智
山川啓
中村裕行
鈴木一永

2.　支援活動一覧表（11 月から）／相談

※緊急事態宣言の発令等により中止または延期になっている場合がございます。

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）

石川 未定 常設知的財産相談室 北陸会事務所 北陸会所属弁理士



12　2021 年 10 月号（№ 222）

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

21.11.16
21.12.21
22.01.18
22.02.15
22.03.15

2021年度（一社）千葉県発明協会相談室 
（習志野商工会議所） 習志野商工会議所 中村裕行

加藤義博

21.12.14
22.02.08

2021年度(一社)千葉県発明協会相談室 
(成田商工会議所) 成田商工会議所 高橋昌義

上村陽一郎

東京

月～金
（10:00 ～ 12:00、
  14:00 ～ 16:00）

常設知的財産相談室
※緊急事態宣言期間中は休室 弁理士会館 関東会所属弁理

士

21.11.03 第 19 回板橋区と共催・11 士業合同事業
と暮らしの無料相談会 板橋区立グリーンホール 東京委員会委員

21.11.11
21.12.09
22.01.13
22.02.10
22.03.10

2021年度下期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター又はオン
ライン

深澤潔
本谷孝夫
下田一弘
保坂俊
三原秀子

21.11.11
21.12.09
22.01.13
22.02.10
22.03.10

2021 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

藤岡茂
斎藤理絵
高原千鶴子
須藤修三
清水聡子

21.11.11 ～ 12 第25回いたばし産業見本市
製造と加工技術展2021(ハイブリッド開催)

植村記念加賀スポーツセンター、
オンライン

松本慎一郎
鈴木康介
川崎仁
澁川喜和夫

21.11.11 又は 12 日本泌尿器内視鏡学会総会 パシフィコ横浜ノース又はオンラ
イン 堀宏光

21.11.16 
21.12.21 
22.01.18 
22.02.15 
22.03.15

2021 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 ） 又はオンライン

保坂俊
下村和夫
三原秀子
相原礼路
深澤潔

21.11.24 ～ 26 産業交流展 2021 東京ビッグサイト南展示棟
（リアル展示会＋オンライン展示会）東京委員会委員

21.11.26 
21.12.24 
22.01.28 
22.02.25 
22.03.25

2021 年度下期 
BusiNest 無料知的財産相談会 BusiNest 内会議室又はオンライン

下村和夫  
上田精一  
濱田修  
深澤潔  
本谷孝夫 

22.02.17 ～ 19 第 15 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

21.11.11 
21.12.09 
22.01.13 
22.02.10 
22.03.10

令和 3 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 青木充 

21.11.12 
21.11.26 
21.12.10 
21.12.24 
22.01.14 
22.01.28 
22.02.25 
22.03.11 
22.03.25

令和 3 年度知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館

坂田ゆかり
久保雅裕
岩崎孝治
和泉順一
藤巻正憲
金子正彦
三宅康雅
大野玲恵
伊藤哲也

21.11.16 ～ 26 第 14 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

22.02.02 ～ 10 第 43 回工業技術見本市 
「テクニカルショウヨコハマ 2022」

パシフィコ横浜展示ホール
A・B・C、オンライン

神奈川委員会委
員

山梨

21.11.09 
21.12.14 
22.01.11 
22.02.08 
22.03.08

令和 3 年度弁理士による特許無料相談会 富士吉田商工会議所
堀内正優  
田中正男  
土橋博司  
望月義時

21.11.12 ～
22.02.28 山梨テクノ ICT メッセ 2021 オンライン開催 山梨委員会委員

2.　支援活動一覧表（11 月から）／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

2.　支援活動一覧表（11 月から）／相談

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） 
※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措
置等の期間中は電話相談のみ開催　

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 
※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措
置等の期間中はウェブ相談のみ開催

日本弁理士会関西会事務所 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 水曜日
13:00 ～ 15:00

知的財産相談室
( 要予約・個人面談方式 )

丸亀市市民交流活動センターマル
タス 四国会所属弁理士

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 ) ( 一社 ) 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） 九州会事務所 九州会所属弁理士
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2.　支援活動一覧表（11 月から）／講演

 講　演

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 21.11.26 長野県立上田千曲高等学校 
「知的財産出前授業」 上田千曲高等学校

高田珠美 
傳田正彦 
須澤修 
國井久美子

岐阜 21.11.05 週末パテントセミナー in 岐阜 じゅうろくプラザ 吉安裕史 
各務幸樹

静岡

21.11.01 富士宮市主催事業者向け 
「著作権入門」 富士宮市役所 相羽洋一

21.11.05 週末パテントセミナー in 浜松 アクトシティ浜松研修交流センター 坂野史子

21.11.17
静岡県立富士宮北高等学校における知財
授業 

「富士宮北高校キャラクターの知財活用
について」

静岡県立富士宮北高等学校 東山裕樹

愛知

21.11.04 
21.11.18 
21.11.25 
21.12.02 
21.12.09 
21.12.23 
22.01.13 
22.01.20

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－」

オンライン開催

中山英明 
浅野令子 
今野佳洋 
伊藤正典 
寺本諭史 
岡浩喜

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 21.11.13 知的財産特別授業 東海大付属市原望洋高等学校 金子正彦 
相田悟

東京

21.11.01 特許動向調査委員会特許セミナー 光産業技術振興協会 
又はオンライン会議 阿部公威

21.11.25 知的財産セミナー 2021 オンライン開催 篠原淳司
小川一

21.12.13 ～ 23 のい
ずれか 知的財産特別授業 東京都立工芸高等学校 潮太朗 

上田精一
22.01.18 中小企業ゼネラリスト要請講座 オンライン開催 竹本如洋

22.02.05 又は 26 知的財産特別工作授業 生涯学習センター 岩永勇二 
松本公一

神奈川

21.10.05 ～
22.10.04 神奈川県知的財産活用アドバイザー 神奈川県横浜市中区日本大通 1

藤巻正憲
樋口正樹
青木充 

21.11.04 
21.12.16 
22.02.08 
22.03.08

図書館で学ぶ知的財産講座 神奈川県立川崎図書館
金子正彦 
栗田由貴子 
高木康志 
乙部孝

21.11.25
22.01.27
22.03.03

令和 3 年度企業関係者と弁理士の知財研
究会 神奈川県立川崎図書館 保科敏夫

鈴木一徳

22.01.28 知的財産特別授業 横浜市もえぎ野中学校 美川公司

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）

秋田 21.12.04 秋田市少年少女発明クラブでの知財授業 秋田市少年少女発明クラブ 佐々健太郎 
阿部博孝

福島 21.11.28 郡山市少年少女発明クラブでの知財授業 郡山市ふれあい科学館スペース
パーク 齋藤昭彦

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 21.12.11 少年少女発明クラブ知的財産授業 福井市少年少女発明クラブ 北川泰隆
岡倉誠
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2.　支援活動一覧表（11 月から）／講演

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 21.12.02 知的財産特別授業 木津川市立南加茂台小学校 三方英美 
冨田光治

大阪

21.11.08 知的財産特別授業 大阪府立豊中高等学校 能勢分校 渥美元幸 
立川伸子

21.11.12
知的財産権に関するセミナー in MOBIO-
Cafe（第 2 回） 

「特許に代わる意匠活用の基礎知識およ
びハーグ制度について」

クリエイション・コア東大阪、オ
ンライン 謝博超

21.11.20 知的財産特別授業 大阪市立鶴見橋中学校 道坂伸一 
三方英美

21.12.07 知的財産特別授業 堺市立新金岡東小学校 飯田淳也 
淡路俊作

未定 知的財産特別授業 藤井寺市立藤井寺西小学校 渥美元幸 
福島芳隆

兵庫

21.11.08 知的財産特別授業 姫路市立増位中学校
水田慎一 
佐々木達也 
倉橋和之

21.11.24 知的財産特別授業 兵庫県立兵庫工業高等学校 柳瀬智之
古田昌稔

未定 知的財産特別授業 神戸市立鹿の子台小学校 小林義周 
岡恵

奈良 21.12.11 知的財産権講座 奈良県立図書情報館 松山徳子

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）

愛知

21.11.11 
21.12.16 
22.01.27

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－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス
教育機関支援機
構運営委員
菊谷純

21.11.11 知的財産特別授業「著作権の扱い方」 愛知県立杏和高等学校 山本喜一

21.11.19 中小企業のための知財経営サロン 東海会事務室 知的財産支援委
員

21.11.20 
21.12.18 
22.01.15

休日パテントセミナー in 名古屋 名古屋商工会議所

野崎仁嗣
朝倉美知
並河伊佐夫
角谷智広
山田健司
谷口緑理

21.11.30 ( 公財 ) あいち産業振興機構設立 50 周年
記念連携セミナー ウィンク愛知 山田稔

21.12.13 
21.12.20 
22.01.17 
22.02.07 
22.02.28

日本弁理士会東海会協力「発明クラブ」 名古屋市立高蔵小学校 教育機関支援機
構運営委員

22.01.20 
22.03.17 中小企業のための知財経営サロン 東海会事務室 知的財産支援委

員

三重 21.11.12 知財広め隊事業 
「週末パテントセミナー in 津」 プラザ洞津 未定

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 大島商船高等専門学校 保坂幸男
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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
21.11.16 知的財産特別授業 愛媛県立北条高等学校 村上武栄

21.11.19 又は 26 又
は 22.01.21 知的財産特別授業 愛媛県立八幡浜工業高等学校 中川勝吾

高知

21.11 月 知財セミナー ( 著作権 ) オンライン開催 城田晴栄

21.11 月 知財セミナー 
( ブランド戦略・地域団体商標 ) オンライン開催 橋本京子

21.12 月 知財セミナー ( 商標・意匠 ) 未定 中越貴宣

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

21.11 月～ 12 月 工業高校知財学習会 福岡県立苅田工業高等学校 松本秀治

21.12.18 少年少女発明クラブ知的財産授業 くるめ少年少女発明クラブ 隅田俊隆 
富永慎太朗

22.3 月 工業高校知財学習会 福岡県立戸畑工業高等学校 松本秀治

未定
「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）

宮崎県立宮崎海洋高等学校 園田康弘

2.　支援活動一覧表（11 月から）／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）

埼玉

21.11.05
21.11.12
21.11.19
21.12.03
21.12.10
21.12.17
21.12.24
22.01.07
22.01.28
22.01.28
22.02.08

埼玉大学寄附講義 埼玉大学
根岸裕一 
備後元晴 
寺尾康典

22.07 月頃 弁理士の日記念イベント 2022 未定 埼玉委員会委
員、他

東京

21.11.02. 
21.11.09 
21.11.16 
21.11.23 
21.11.30 
21.12.07 
21.12.14 
21.12.21 
22.01.11 
22.01.18 
22.01.25 
22.02.01

東京農工大学 東京農工大学 高橋一哉 
相原礼路

21.11.11 又は 12 日本泌尿器内視鏡学会総会 パシフィコ横浜ノース又はオンラ
イン 堀宏光

2.　支援活動一覧表（11 月から）／その他

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 21.11.24 第 59 回富山県発明とくふう展 富山県民会館 筧田博章

福井 未定 " 第 33 回福井県発明くふう展 
第 30 回福井県未来の科学の夢絵画展 " 未定 北川泰隆

 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）

岩手
21.11.16 第５７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

21.11.19 令和 3 年度地方発明表彰・表彰式 ホテルメトロポリタン盛岡 若山剛

宮城 21.12.07 第３４回みやぎ発明くふう展・表彰式 ホテル白萩 藤田正広

秋田 21.11.01 第７０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
21.11.09 第６７回福島県発明展・審査会 郡山市労働福祉会館 鈴木俊二

21.11.14 第６７回福島県発明展・表彰式 郡山市労働福祉会館 鈴木俊二
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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）

長野 21.11.12 令和３年度関東地方発明表彰（長野）・
表彰式 メルパルク長野 田中敏博

静岡 21.11.28 静岡県学生児童発明くふう展・表彰式 静岡県庁 長谷川和家

愛知
21.12.04 あいち少年少女創意くふう展 2021・表

彰式 産業技術記念館 田中敏博

22.01.20 令和３年度工業技術グランプリ審査委員
会・審査会 名古屋市工業研究所 三浦高広

三重 21.11.17 令和３年度中部地方発明表彰（三重）・
表彰式 都ホテル四日市 田中敏博

2.　支援活動一覧表（11 月から）／その他

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
21.11.04 第５０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 田中達也

21.12.08 ～ 09 大阪勧業展 2021 ATC ホール 知財普及・支援
委員会委員

兵庫 21.11.07 令和３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 21.11.07 第７８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 小野淳史

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
21.12.04 第６３回鳥取県発明くふう展・表彰式 とりぎん文化会館 中西康裕

21.11.06 第２４回島根県学生児童発明くふう展・
表彰式 出雲科学館 田辺義博

岡山

21.11.15 第８５回岡山県児童生徒発明くふう展・
審査会 テクノサポート岡山 舩曳崇章

21.12.07 第８５回岡山県児童生徒発明くふう展・
表彰式 テクノサポート岡山 舩曳崇章

21.11.15 ２０２１岡山県未来の科学の夢絵画展・
審査会 テクノサポート岡山 舩曳崇章

21.12.07 ２０２１岡山県未来の科学の夢絵画展・
表彰式 テクノサポート岡山 舩曳崇章

広島 未定 職員研修 合人社ウェンディひと・まちプラ
ザ 保坂幸男

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
21.11.04 第５６回熊本県発明工夫展・表彰式 益城町文化センター 富永慎太朗

21.11.20 第８０回宮崎県学校発明くふう展・表彰
式 宮崎県庁 園田康弘
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支援活動一覧表（10 月分）3
 相　談
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
※ウェブ相談のみ開催 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
※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措
置等の期間中はウェブ相談のみ開催

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 21.10.13
21.10.27 常設知的財産相談室 北陸会事務所 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 21.04.01 ～
22.03.31 令和 3 年度農業経営者総合サポート事業 （ 公社 ） 埼玉県農林公社 ・ 各農林

振興センター (8 か所 )
飯塚道夫
石塚勝久

千葉

21.10.05 2021 年度 ( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 
( 木更津商工会議所 ) 木更津商工会議所 神崎正浩 

21.10.06 2021年度(一社)千葉県発明協会相談室 
(市川商工会議所) 市川商工会議所 若田充史 

21.10.07 
21.10.21

2021年度(一社)千葉県発明協会相談室 
(船橋商工会議所) 船橋商工会議所 田久保泰夫  

高松武生 

21.10.12 2021年度(一社)千葉県発明協会相談室 
(成田商工会議所) 成田商工会議所 高橋昌義 

21.10.19 2021年度(一社)千葉県発明協会相談室 
(習志野商工会議所) 習志野商工会議所 中村裕行 

21.10.20 2021年度(一社)千葉県発明協会相談室 
(佐倉商工会議所) 佐倉商工会議所 八木田智 

21.10.26 2021 年度弁理士による特許無料相談
（東葛テクノプラザ） 東葛テクノプラザ 堀宏光 

東京

月～金 
（10:00 ～ 12:00、 

  14:00 ～ 16:00）
常設知的財産相談室 
※緊急事態宣言期間中は休室 弁理士会館 関東会所属弁理

士

21.10.14 2021 年度下期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター
又はオンライン 上田精一 

21.10.14 2021 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 下村和夫 

21.10.16 第７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

21.10.19 2021 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）又はオンライン 下田一弘 

21.10.22 2021 年度下期 BusiNest 無料知的財産
相談会 BusiNest 又はオンライン 保坂俊 

3.　支援活動一覧表（10 月分）／相談

※緊急事態宣言の発令等により中止または延期になっている場合がございます。
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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） 
※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措
置等の期間中は電話相談のみ開催　　　

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 
※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措
置等の期間中は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

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
※電話相談とウェブ相談のみ開催 東海会事務所 東海会所属弁理士

3.　支援活動一覧表（10 月分）／相談

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
21.10.08
21.10.22 令和 3 年度知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館　

坂田ゆかり 
久保雅裕 
岩崎孝治 
和泉順一 
藤巻正憲 
金子正彦 
三宅康雅 
大野玲恵 
伊藤哲也

21.10.14 令和 3 年度知財相談窓口（IDEC） （公社）横浜企業経営支援財団相談
窓口 青木充 

山梨 21.10.12 令和 3 年度弁理士による特許無料相談会 富士吉田商工会議所 堀内正優 
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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 水曜日
13:00 ～ 15:00

知的財産相談室
( 要予約・個人面談方式 )

丸亀市市民交流活動センターマル
タス 四国会所属弁理士

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） 
※電話相談とウェブ相談のみ開催

九州会事務所 九州会所属弁理士

3.　支援活動一覧表（10 月分）／相談
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3.　支援活動一覧表（10 月分）／講演

 講　演

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

21.10.01 
21.10.15 
21.10.29

週末パテントセミナー in 静岡 ペガサート
中野雅章 
中村知公 
坂野史子

21.10.08 
21.10.22 週末パテントセミナー in 浜松 アクトシティ浜松研修交流セン

ター
中野雅章 
中村知公

21.10.15 知的財産特別授業 オンライン開催 瀧川彰人 
北裕介

21.10.20
知的財産特別授業 

「富士宮北高校キャラクターの知財活用
について」

静岡県立富士宮北高等学校 東山裕樹

愛知

21.10.06
愛知県職員向け 

「農業分野における AI・データに関する
契約ガイドライン研修」

愛知県オンライン会議室 丸山修

21.10.07 
21.10.14 
21.10.21 
21.10.28

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－」

オンライン開催
塩谷尚人 
榊原靖 
杉田一直 
中山英明

21.10.18 中小企業のための知財経営サロン in 一宮 一宮商工会議所 知的財産支援委員
会

21.10.18 日本弁理士会東海会協力 
「発明クラブ」 名古屋市立高蔵小学校 山本喜一 

神戸真澄
21.10.23 休日パテントセミナー in 名古屋 名古屋商工会議所 山中佐知子 

下上晃一郎
三重 21.10.13 

21.10.27 知的財産特別授業 三重県立四日市商業高等学校 岡浩喜

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
21.10.05 又は 06 知的財産特別授業 千葉市立千葉高等学校 金子彩子 

野村悟郎
21.10.13 知的財産セミナー 2021 ベンチャープラザ船橋 相田悟

中村裕行

東京

21.10.05 知的財産セミナー 2021 オンライン開催 濱田修 
深澤潔

21.10.18 町田市内産業支援機関職員向け勉強会 町田新産業創造センター 西谷亨

21.10.19 知的財産セミナー 2021 オンライン開催

寺尾康典 
堀宏光 
小島浩嗣 
木下忠 
日本医工ものづ
くりコモンズ副理
事長柏野聡彦氏

21.10.22 知的財産セミナー 2021 オンライン開催 岡地優司 
瀬崎幸典

21.10.26 知的財産セミナー 2021 オンライン開催
高原千鶴子 
経済観光部次長
兼産業政策課長
増山哲生氏

21.10.28 知的財産セミナー 2021 オンライン開催

河野上正晴 
高義輝 
二間瀬覚 
独立行政法人中
小企業基盤整備
機構国際化支援
アドバイザー
藤田一彦氏

21.11.05 （公財）世田谷区産業振興公社セミナー 世田谷区産業プラザ 斎藤理絵

神奈川

21.10.17 又は
11.07 知的財産特別工作授業 NPO 法人マナビノキ 谷島隆士 

原田潤子
21.10.05 ～
22.10.04 神奈川県知的財産活用アドバイザー 神奈川県横浜市中区日本大通 1

藤巻正憲  
樋口正樹  
青木充 
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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
21.10.06

令和３年度
福岡県知的財産実務者育成セミナー
第 7 回

福岡県中小企業振興センター 山野有希子

21.10.20
令和３年度
福岡県知的財産実務者育成セミナー
第 8 回

福岡県中小企業振興センター 遠藤聡子

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 21.10.22 ワークショップ アスティとくしま 山内康伸

香川
21.10.07
21.10.14
21.10.21

令和 3 年度「かがわ知財経営塾」 香川産業頭脳化センター 山内康伸
松島理

愛媛
21.10 月 知的財産特別授業 愛媛県立東予高等学校 松島理

21.10 月 知的財産特別授業 愛媛県立西条高等学校 松島理
21.10.13 又は 14 又
は 20 知的財産特別授業 愛媛県立宇和島東高等学校 中川勝吾

3.　支援活動一覧表（10 月分）／講演

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 21.10.29 知的財産特別授業 大阪市立川辺小学校 佐々木達也
古澤寛

奈良 21.10.09 知的財産権講座「商標入門」 奈良県立図書情報館 老田政憲



24　2021 年 10 月号（№ 222）

3.　支援活動一覧表（10 月分）／その他

 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 21.10.30 第６３回青森県発明くふう展・表彰式 イトーヨ－カドー青森店 安保亜衣子

岩手 21.10.21 第５７回岩手県発明くふう展・審査会 岩手県工業技術センター 野崎俊剛

宮城 21.10.19 第３４回みやぎ発明くふう展・審査会 東北電力グリーンプラザ 若山剛

秋田 21.10.27 第７０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
21.10.21 第５６回山形県発明くふう展・審査会 東根市中央運動公園体育館 佐藤司

21.10.24 第５６回山形県発明くふう展・表彰式 東根市中央運動公園体育館 佐藤司

福島 21.10.20 第７３回郡山市発明工夫展・表彰式 郡山市役所（予定） 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 21.10.12 第８５回新潟県発明工夫展・審査会
第７０回新潟県模型展・審査会 新潟県立新潟自然科学館 黒田勇治

新潟 21.10.16 第８５回新潟県発明工夫展・表彰式
第７０回新潟県模型展・表彰式 新潟県立新潟自然科学館 黒田勇治

富山 21.10.22 第５９回富山県発明とくふう展・審査会 富山市民プラザ 筧田博章

石川
21.10.13 第５７回石川県発明くふう展・審査会

第３７回石川県科学の夢絵画展会・審査会 石川県地場産業振興センター 宮田誠心

21.10.30 第５７回石川県発明くふう展・表彰式
第３７回石川県科学の夢絵画展会・表彰式 石川県地場産業振興センター 宮田誠心

福井 21.10.06
第３３回福井県発明くふう展・審査会
第３０回福井県未来の科学の夢絵画展・
審査会

福井県工業技術センター 北川泰隆
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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）

埼玉

21.10.01
21.10.08
21.10.15
21.10.22
22.10.29

埼玉大学寄附講義 埼玉大学
根岸裕一
備後元晴
寺尾康典

千葉

21.10.07 千葉県児童生徒・教職員科学作品展・審
査会 千葉総合教育センター 石野知宏 

21.10.10 千葉市科学フェスタ きぼーる 千葉委員会委員

21.9.23 ～
21.12.16 千葉工業大学寄附講義 千葉工業大学

上村陽一郎
高橋洋平
尾田高美
八木田智
黒田義博

東京
21.10.05
21.10.12
21.10.19
21.10.26

東京農工大学 東京農工大学 高橋一哉
相原礼路

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
21.10.23 長野県発明くふう展・表彰式 長野市ビックハット 傳田正彦

21.10 月 長野県発明くふう展・審査会 長野県発明協会 傳田正彦

岐阜

21.10.20 2021 岐阜県発明くふう展（学生の部）・
審査会 マーサ 21 吉田哲基

21.10.21 2021 岐阜県発明くふう展（一般の部・
女性の部）・審査会 マーサ 21 山田強

21.10.24 2021 岐阜県発明くふう展（学生の部）・
表彰式 マーサ 21 加藤康幸

21.10.25 2021 岐阜県発明くふう展（一般の部・
女性の部）・表彰式 マーサ 21 萩野義昇

静岡 21.10.21 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 長谷川和家

愛知 21.10.29 あいち少年少女創意くふう展 2021・審
査会 産業技術記念館 藤田早百合

三重 21.10.14 令和３年度三重県発明くふう展（学生）・
審査会 津リージョンプラザ 寺本諭史

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 21.10.05 第５０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 塚本真由子

兵庫 21.10.21 令和３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 染矢啓

奈良 21.10.08 第７８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 丸山温道

和歌山

21.10.19 第５３回私たちのくふう展・審査会 フォルテワジマ 久保田静男

21.10.21 第３６回和歌山市市民発明くふうコン
クール・審査会 中央コミュニティセンター 向林伸啓

21.10.24 第３６回和歌山市市民発明くふうコン
クール・表彰式 中央コミュニティセンター 向林伸啓

3.　支援活動一覧表（10 月分）／その他
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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 21.10.07 ～ 13 第６３回鳥取県発明くふう展・審査会 ( 公財 ) 鳥取県産業振興機構 中西康裕

島根 21.10.14 第２４回島根県学生児童発明くふう展・
審査会 テクノワーク島根 田辺義博

広島 21.10.13 令和３年度広島県児童生徒発明くふう
展・審査会 5-Days こども文化科学館 大西渉

山口 21.10.25 令和３年度地方発明表彰中国・表彰式 山口市産業交流拠点施設 立石博臣

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
未定 第６４回福岡県児童生徒発明くふう展

( 福岡 )・審査会 中小企業振興センター 隅田俊隆

21.10.24 第６４回福岡県児童生徒発明くふう展
( 福岡 )・表彰式 北九州市立児童文化科学館 隅田俊隆

熊本 21.10.27 第５６回熊本県発明工夫展・審査会 託麻公民館 富永慎太朗

大分
21.10.18 第８０回大分県発明くふう展・審査会 大分県立美術館（OPAM） 松本秀治

21.10.24 第８０回大分県発明くふう展・表彰式 大分県立美術館（OPAM） 松本秀治

宮崎 21.10.14 第８０回宮崎県学校発明くふう展・審査会 宮崎科学技術館 園田康弘

鹿児島 21.10.08 第６９回鹿児島県発明くふう展・審査会 鹿児島県産業会館 森田海幹

3.　支援活動一覧表（10 月分）／その他
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特特許許にに代代わわるる意意匠匠活活用用のの基基礎礎知知識識おおよよびびハハーーググ制制度度ににつついいてて 

       

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 
 

 

 

 

 

 
                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

※本セミナー参加申込にかかる個人情報は、主催者間で共有するとともに、当日の受付・連絡、本セミナーの目的及び今後の調査並びに各種セミナー情報の提供のために使用し、他の目的に

は使用しません。（※MOBIO は大阪府・（公財）大阪産業局・（株）コンベンションリンケージの 3 者で運営しています。） 

 

★★★ 新新型型ココロロナナ感感染染予予防防ににごご協協力力おお願願いいししまますす ★★★ 

  ・・受受講講時時ににははママススククをを着着用用くくだだささいい。。    ・・会会場場入入口口ににてて手手指指消消毒毒ののううええごご入入場場くくだだささいい。。  

  ・・当当日日発発熱熱ななどど体体調調ががすすぐぐれれなないい場場合合はは、、受受講講ををおお控控ええくくだだささいい。。  ・・「「大大阪阪ココロロナナ追追跡跡シシスステテムム」」ををごご利利用用くくだだささいい。。  

参加者氏名  
企 業 名 

部署・役職 
 

電話番号  ＦＡＸ番号  

e-Mail  

      □会場受講     ※Web 受講の方はインターネットから申し込みください 

住  所 〒 

参参加加費費無無料料  

参加申込書 （FAX06-6745-2362）※お一人ずつお申し込みください。切り取らずこのままＦＡＸして下さい。 

「特許は難しい」、「⾃社には特許になりそうな技術はない」としても意匠として保
護できるかもしれません。実は意匠は⾝近なものであり意匠権の取得も⼀般的にみな
さんが思われているよりもハードルが低いです。意匠の活⽤にあたっては、権利内容
の把握が容易である意匠の性質に鑑み、活⽤の⽅法によっては有効な武器になります。
そこで、本講義では意匠の基礎知識および意匠の戦略的活⽤⽅法について解説致しま
す。 

また、特許の海外出願制度である PCT 出願と同様に、意匠においても海外出願制度
（ハーグ制度）がございます。本講義では、ハーグ制度についても理解を深めていた
だくようハーグ制度の特徴および留意点について解説いたします。 
 
 講師︓弁理⼠ 謝 博超 先⽣ （特許業務法⼈謝国際特許商標事務所代表弁理⼠）  

講師プロフィール︓謝 博超 先⽣ 
 
特許業務法⼈謝国際特許商標事務所代表弁
理⼠ 
 
⼤⼿特許事務所で内外商標および内外意匠
業務を担当後、2019 年に現事務所に⼊所。
⼤学及びベンチャー並びに中⼩企業の知財
⽀援等に従事。⼤阪⼯業⼤学での弁理⼠受
験会講師（意匠法および不正競争防⽌法）
を担当。 

◆日時：令和３年 11 月 12 日(金)    １４：００～１６：００ 

◆◆会会場場：：  ククリリエエイイシショョンン・・ココアア東東大大阪阪北北館館３３階階  330099 号号室室  

    （東大阪市荒本北 1-4-17） 近鉄けいはんな線「荒本駅」下車 5 分  

◆定員： 会場 20名 Web 50名 ※先着順 

◆申込 「インターネット」または「FAX」  

  ※Web受講の場合はインターネットから申し込みください。 

◆お問合せ 

ものづくりビジネスセンター大阪（MOBIO）   

（担当：山崎・千田） ＴＥＬ：06（6748）1052  
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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。

36 2021 年 3 月号（No.216）

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

コ
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ナ
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