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特 集
弁理士の日記念フェスタについて
　　　　　　　　　　　　（東海会）

東海会知的財産権制度推進委員会　委員長　前田祥吾

日時：令和３年１０月２３日（土）

場所：ららぽーと名古屋みなとアクルス　センターコート

　７月１日の「弁理士の日」の記念事業として「弁理士の日記念フェスタ」を開催しました。例

年は７月に開催しますが、本年度は、新型コロナウィルスの感染者数増加の影響で１０月２３日

に行いました。本フェスタは知的財産制度の普及と啓発を目的とするものであるため、例年、東

海会管轄県内のショッピングモール等の幅広い年齢層の集まる会場で開催しています。本年度の

会場である「ららぽーと名古屋みなとアクルス」は、近年オープンした活気のあるショッピングモー

ルであり、当日も多くのファミリー層で賑わっていました。本フェスタでは、弁理士とお笑い芸

人などのパフォーマーが登壇してトークを行うステージイベント、来場者が参加して景品を得る

参加型イベントなど、会場内で様々な催しを行っており、多くの来場者に楽しんでいただけたと

感じています。運営に当たる東海会の弁理士は黄色いはっぴ姿で参加し、また、弁理士会のマスコッ

トキャラクターはっぴょんだけではなく、税関イメージキャラクターのカスタム君も登場して会

場の雰囲気を盛り上げました。

　会場では、（１）子供向けのクイズラリー、（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）模倣品

展示、（５）ロボット・デモ＆プラズマボール体験、（６）ステージイベント、を実施しました。

（１）子供向けのクイズラリー
　例年は特に子供を対象としたイベントとして工作体験を実施しており、人気を博していました。

しかしながら、密になる状況が発生しやすいことから、コロナウィルス感染拡大を防止する目的

で本年度の工作教室は断念しました。そこで、工作教室の代替案としてクイズラリーを行いました。

クイズラリーでは、参加者が会場内の複数の位置に配置されたパネルに記載されたクイズに回答

しました。クイズの問題は、知的財産権や弁理士の基本的な事項を題材とし、それにより、子供

たちに「弁理士」や「特許庁」といった基本的なワードを知ってもらう機会としました。会場が

広いことから、パネルを探すという作業は子供たちにとって好評でした。クイズラリーの景品は、

弁理士会デザインのトートバッグでした。すっきりしたデザインが好評であり、買い物袋等とし

てすぐに利用されていました。

（２）「商標を探そう！」
　これは、参加者に荷物等から商標を提示して頂き、その商標が商標登録されていれば景品を進

特集／弁理士の日記念フェスタについて（東海会）
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呈するイベントです。登録商標であるか否かの判定は、弁理士スタッフがその場でオンラインサ

イトを使用して行いました。参加者には、比較的簡単に登録商標が調べられること、企業がどの

ような形で商標を登録されているかなどを体験して知ってもらえました。景品は、工作体験で使

用する予定であった工作キットと、はっぴょんデザインの井村屋の「えいようかん」とを、ひと

まとめにしたものでした。工作キットは子供たちに、えいようかんは大人に人気があり、準備し

た数は全て捌くことができました。

 

（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おり、従来は、パネル展示をより活用できるように、説明員を

配置したり、可能な範囲で現物も展示するなどの工夫を行っていました。しかしながら本年度は、

来場者との積極的な関わりを抑制するため、弁理士スタッフからの積極的なパネル紹介などは控

えることとしました。

（４）模倣品展示
　名古屋税関の協力により、実際の税関での押収された模倣品等の展示を行いました。実際の押

収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）ロボット・デモ＆プラズマボール体験
　名古屋少年少女発明クラブの協力により、レスキューロボットのデモンストレーションとプラ

ズマボールに触れてもらう体験とを行いました。レスキューロボットは、定められたルートを、

障害物となる木片を乗り越え、障害物が大きければ回避しつつ目的地に到達するロボットであり、

子供のみでなく大人も興味深く見ている方が多くいました。プラズマボールは比較的大型のもの

特集／弁理士の日記念フェスタについて（東海会）
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を展示し、子供中心に楽しそうにタッチしていました。これらロボット・デモ＆プラズマボール

体験と、模倣品展示とは、本フェスタの集客に大きく貢献していただきました。

（６）ステージイベント
　弁理士とお笑い芸人が知的財産権に関するトークを行うステージを４回行いました。まず、お

笑い芸人がネタを披露し、来場者がお笑い芸人に対して親近感を持った後に弁理士を加えてトー

クを行うことで、来場者も弁理士による知的財産権の話を集中して聞いてくれたように感じまし

た。お笑い芸人は名古屋のプロダクションであるどっかんプロ所属の４組（「酒井直斗」、「法応理

電」、「ピカソ」、「空飛ぶリビング」）で、高いトーク力で会場を盛り上げていただきました。また

ステージでは、名古屋税関によるクイズ大会も行われました。クイズ大会では、はっぴょんとカ

スタム君が同時にステージに登場し、子供を中心に注目を集めていました。

 

　本年度の弁理士の日記念フェスタは、コロナウィルス感染拡大防止を前提として内容の練り直

しを行いました。飛沫防止のパーテーションを各所に設置し、ステージ前の観覧席では検温及び

手指消毒を行うなど、例年と比べれば気軽に参加しやすい雰囲気ではない部分もありましたが、

名古屋税関及び名古屋市と協力し、コロナ禍でも安心して参加できる楽しいイベントとして実現

できたと感じています。また、本フェスタを通して、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知ってもらえたものと思います。

特集／弁理士の日記念フェスタについて（東海会）
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12月までの支援活動1
東 北 会東 北 会

 令和３年度みやぎ知財セミナー「意匠権で守ろう！建築・内装・インテリアデザインの法的保護」

１．日　時：令和 3 年１１月１９日（金）　１３：３０～１５：３０

２．場　所：オンライン開催

３．講　師：東北会　大塚啓生会員

４．参加者：１２名

５．内　容：

　令和元年度意匠法改正により、操作画面等のデザインの保護が拡大された。従来、デザイン

保護に縁の薄かったＷＥＢ／ＩＴ系事業者・デザイナーも権利保護ができるようになった反面、

他社の権利を侵害していないかの確認が必要になっています。

　そこで、今回のセミナーでは、ＷＥＢ／ＩＴ系事業者・デザイナーに対して、意匠権の基礎

と、意匠権の取得方法、今回改正された画面デザインについての意匠権の取得における留意点、

他社の権利を侵害していないかの確認方法についての講義が行われました。

　参加者からのアンケートによると、事例の紹介が具体的、網羅的で分かりやすかったとの回

答が得られており、概ね好評でした。

　また、今年度はオンラインでの開催であったが、接続トラブルなどもなく、スムーズに開催

することができました。参加者からは、自席から参加できるオンラインでの開催はとても評判

がよく、コロナが落ち着いても引き続きオンラインでも参加できるようにして欲しいとの要望

がありました。参加者も、県内からの参加者に留まらず、山形県、東京都、福岡県からの参加

者もみられました。

　また、セミナーが始まる前に、日本弁理士会東北会の取組についての紹介を行う時間を頂い

て、東北会の活動内容についての説明と無料相談会の案内を行いました。

東北会　藤田正広

12 月までの支援活動 / 東北会
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　「知的財産事業」岐阜県立岐阜工業高等学校

１．日　時：令和３年１０月１４日（木）１４：２５～１５：１５（第６限）
２．場　所：岐阜県立岐阜工業高等学校　教室
３．対象者：第２学年２クラス　８０名
４．講　師：東海会教育機関支援キャラバン隊　加藤肇
５．内　容：
　視聴覚教室に集まりました８０名の高校２年生に対し講義を行いました。この講義は今年で
３年目になります。
　特許、意匠、商標、著作権、不競法、種苗法などについて、写真を用いて実例を簡単に説明
しました。このほか、特許に関しては、ノーベル賞を受賞しました「イベルメクチン」、「青色
発光ダイオード」、「ＩＰＳ細胞」の内容や用途の解説をしたり、カップヌードル、飲料缶の発
明の利点について指定した生徒に答えてもらったり、実物を回覧したりしながら、特許権の内
容や特許によって企業が利益を得る点を説明しました。意匠については、アップル社の製品や
光岡自動車の車の例を示して説明しました。商標では、通常の商標のほか、立体商標、色彩の
商標、位置の商標 , 音の商標などの例を示すと共に、乾電池を例に、ブランドによって値段が
大きく違うこと、信用、ブランドが大きな財産的価値を形成することも説明しました。また、
高校生の興味を引くべく、「鬼滅の刃」に関する商標にも触れつつ説明を行いました。著作権
については、著作物の例や保護期間、デジタル万引きについても説明しました。
　最後に、弁理士や弁理士試験についても簡単に説明しました。
この講義は、授業の一環として、レポート提出が求められており、多くの生徒が熱心に講義を
聴いていました。
　また、高校生の興味を引くべく、「鬼滅の刃」に関する商標にも触れつつ説明を行いました。

東海会教育機関支援キャラバン隊　加藤肇

東 海 会東 海 会

12 月までの支援活動 / 東海会
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　第２回休日パテントセミナー２０２１in 名古屋

１．日　時：令和３年１０月２３日（土）　１４：００～１６：００

２．場　所：名古屋商工会議所

３．テーマ：特許・実用新案権について

　　　　　　～特許・実用新案って何？身近な事例で制度の概要を学ぼう～

４．対　象：一般、中小企業者、知財担当者など（２３名）

５．講　師：東海会知的財産権制度推進委員会　山中佐知子、下上晃一郎

前半：「特許権・実用新案権について～特許・実用新案って何？身近な事例で制度の概要を学ぼう～」

（担当：下上晃一郎）

　前半のセミナーは、特許制度の概要を学ぶ趣旨でした。

　まず、特許権とは独占排他権であることや、特許権に基づいてできることについて簡単に説明しま

した。次に、身近な特許発明として、我々の生活に身近な特許発明と、著名な発明家（日本の十大

発明家）及びその特許発明を紹介しました。

　特許法の法目的である、発明の保護と利用のバランスや、発明を公開する代償として特許権が付与

されることについて説明しました。発明の公開の１つの形態として、出願公開制度を挙げ、公開され

た公報の内容はJ-PlatPat で検索できることに触れました。

　特許権取得までの手続きの中では、出願しても審査請求をしなければ実体審査が始まらないこと

や、設定登録後でなければ権利行使できないこと、権利の存続期間など、受講者が興味を持ちそう

な点をピックアップして説明しました。

　また、J-PlatPat の検索画面を提示しつつ、検索結果に含まれる公報の読み方や、出願経過情報

を表示できることなど、単純な検索機能以外にも受講者が実務で使えそうな機能について説明しまし

た。

　拒絶理由と、その拒絶理由に対する意見書、補正書を用いて、いかにして拒絶理由を解消したかを、

実際の事例で説明しました。

　受講者の中には中小企業の社員や学生がおりましたので、これらの方々が出願する際に利用でき

る、費用の減免や早期審査制度を紹介しました。特に、減免を受けるための手続きが以前よりも簡単

になり、利便性が向上したことを説明しました。

　本セミナーは初心者向けであり、受講者の中には、アイデアを権利化しようと考えた場合、出願や

権利化までのハードルは何なのか、ハードルがどのくらい高いのかを知るためにセミナーに参加した

方がいると思われます。

　今回のセミナーでは、出願から権利化までの行程を流れに沿って説明することに主眼を置いて説明

しましたが、出願前に発明者のアイデアをどのように出願書類に落とし込むかについて、もう少し詳し

く説明してもよかったのではないかと思いました。

12 月までの支援活動 / 東海会
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後半：「特許権・実用新案権について～特許・実用新案って何？身近な事例で制度の概要を学ぼう～」
（担当：山中佐知子）
　後半のセミナーでは、特許権発生後の内容を中心に説明を行いました。まず、特許権の効力につ

いて説明しました。その際に、特許権を取得した場合のメリットと、特許権を取得しなかった場合の

デメリットついて述べました。また、外国で権利行使をしたい場合にはその国で特許権を取得する必

要があることを説明しました。その際、日本で特許を取得できたとしても、必ずしも外国でも特許が

取得できるとは限らないことについて触れました。次に、簡単な例を用いて、特許権侵害であるか否

かの判断方法を説明しました。その際、クレームに記載された構成要件を全て充足しているか否か

で判断することについて触れました。特許権侵害であるか否かの判断が難しい場合には、特許庁長

官に判定請求をすることや、弁理士に鑑定を依頼できることを紹介しました。さらに、自己の特許権

が侵害された場合の対処方法や、他人の特許権を侵害してしまった場合の対処方法について説明し

ました。他人の特許権を侵害してしまった場合の対処方法の説明の中で、特許異議申立てや特許無

効審判について触れました。比較的分かりやすい事例を用いて、無効審判において特許権者がどの

ようにして特許を維持することができたかを紹介しました。製品を販売等する際には、特許権等を取

得しているか否かに関わらず、特許調査を行うことが重要であることを述べました。その他に、実施権、

職務発明、実用新案制度について簡単に説明しました。最後に、日本弁理士会が行っている無料相

談や、近年注目されている知財金融等について紹介しました。

　本セミナーで幅広い内容に触れましたが、アンケート等で、受講したい興味あるテーマを記載して

もらって、翌年度のセミナーの内容の参考にする方法もあるかと感じました。

東海会知的財産権制度推進委員会　山中佐知子、下上晃一郎

12 月までの支援活動 / 東海会
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　週末パテントセミナー２０２１ in 静岡

１．日　時：令和３年１０月２９日（金）　１８：３０～２０：３０

２．場　所：B-nest 静岡市産学交流センター

３．テーマ：「オープンクローズ戦略とともに考える契約書・誓約書」

４．対　象：一般、中小企業経営者、知財関係者（２５名ほど）

５．講　師：東海会　坂野史子会員

６．内　容：

　「オープンクローズ戦略とともに考える契約書・誓約書」と題した講義が行われました。オー

プンクローズ戦略に関し、営業秘密の管理、秘密保持契約、就業規則、共同開発契約などの注

意点を主とした内容でした。

　まず、社内での秘密管理が重要であり、秘密の棚卸し（オープンにすべき事項とクローズに

すべき事項の策定）、就業規則、誓約書などについて説明されました。

　また、共同研究開発について、共同研究開発の前に出願できるものは単独で出願しておくこ

と、秘密保持契約、フィージビリティ・スタディ契約（共同研究開発の成功や実行可能性を見

極めるための契約）、レターオブインテント（共同研究開発の基本的仕組みに関する双方の共

通意思を確認する合意）、共同研究開発契約の交渉と締結、共同研究開発の遂行、共同研究開

発の成果に基づく事業遂行について説明されました。

東海会静岡県委員会　鳥居芳光

12 月までの支援活動 / 東海会
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　『著作権入門』セミナー

１．日　時：令和３年１１月１日（月）　１３：３０～１５：３０
２．場　所：富士宮市役所及び Web 会議
３．対象者：市内企業者（２４名）
４．講　師：東海会中小企業支援キャラバン隊　相羽洋一
５．内　容：より安心して事業を行い、また積極的に事業展開していくことができるよう、事
　　　　　　業者が知っておくべき著作権に関する内容の提供を行う。
　　　　　　・事業活動における著作権の重要性
　　　　　　・著作権法の概要
　　　　　　・事業活動における著作権法の諸問題と対策　等
６．コメント：　
　コロナ禍のため、受講者の方は会場と Web 受講のハイブリッドとなり、講師も事務所から
のリモート講義となりました。
　事業者のためのセミナーであり、事業者としてホームページやちらし作成に当たって著作権
に関して気を付けるべき事の説明をという富士宮市からの要請があり、「事業者のための実践
的著作権入門」という標題のもとに、特に営業用のホームページ作成の場合の著作権に関する
諸問題とともに著作物、著作財産権、著作者人格権、知的財産隣接権など基礎的知識に関する
講演を行いました。参加者数が 24 名と最近にない多数とのことで、講演終了後の質問もいく
つかあり、この問題に対する事業者の方の関心の高さが感じられました。（質問は後日メール
でも受け付け、私の方で対応することにしております。）
　特に、「ホームページ作成の際の著作権侵害の危険性」「費用を掛けないで著作権侵害を避け
るには」とか「著作権侵害の限界的事例」等について裁判例を引用しながら具体的に話を進め
ました。ただ盛り込むべき事項が多いため時間が不足してしまい、「ホームページ作成を業者
に依頼するときの諸問題」について説明ができなかったのが惜しまれます。
　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ました。

講義の様子
 東海会知財周辺法委員会　相羽洋一

12 月までの支援活動 / 東海会
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　週末パテントセミナー２０２１in 静岡（浜松会場第３回）

１．日　時：令和３年１１月５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

３．テーマ：“ オープンクローズ戦略とともに考える、契約書・誓約書 ”

４．対　象：一般、中小企業経営者、知財関係者など（２１名）

５．講　師：東海会静岡県委員　坂野史子

６．内　容：

　「オープンクローズ戦略とともに考える、契約書・誓約書」と題した講義が行われました。

　どのような情報をオープンにし、どのような情報をクローズにすべきかについて、非常に分かりやす

い解説がなされました。初めに、今日の目的と「オープンクローズ戦略」という用語の説明によりベク

トル合わせがなされたため、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とても

わかりやすかったと思います。解説の中では、秘密の棚卸しをしているかを意識し、社内では就業

規則や誓約書、社外との関係では秘密保持契約等が不可欠である点等の説明をいただきました。

　さらに、秘密保持契約書のみならず、共同研究開発契約書や取引基本契約書のチェックポイント

など、“ 痒いところに手が届く” 解説もあり、時間ぎりぎりまで質問が続くセミナーとなりました。

　参考書籍等の紹介もしていただき、静岡の知的財産文化の発展をサポートすることをミッションとさ

れている坂野会員の、丁寧な分かりやすい安定感抜群の説明に、参加された方が大きく頷く姿が随

所で見られ、大変有意義な内容であったと思います。

講義の様子

東海会静岡県委員会　　委員長　長谷川和家

副委員長　　絹川将史

12 月までの支援活動 / 東海会
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　週末パテントセミナー２０２１in 岐阜～知財が岐阜を強くする～

１．日　時：令和３年１１月５日（金）１４: ００～１５: ５０

２．会　場：じゅうろくプラザ

３．テーマ：○第１部＜講演＞１４：００～１５：００

特許取得に至ったネットスーパー・サービス『商品提供システム（ainoma）』

の背景

　　　　　　　講師：玉井宏和 氏（株式会社バローホールディングス　管理本部　企画部長）

　　　　　　○第２部＜知的財産の身近なトピックス＞１５：１０～１５：５０

　　　　　　　テーマ１：「ユニクロ VS アスタリスク－セルフレジに関する特許権侵害訴訟－」

　　　　　　　テーマ２：スマートフォン等の画面デザインを含む「画像意匠」

　　　　　　　講師：東海会岐阜県委員会　吉安裕史、各務 幸樹

４．出席者：中小・ベンチャー企業関係者、一般等（２０名）

５．内　容：

　このセミナーは、当初９月に開催予定でしたが、新型コロナ緊急事態宣言下であったため開

催が延期されました。感染防止対策として、受講者数を会場の定員の約半分まで減らし、マス

クの着用、講演者のフェイスシールドの着用、講演者と受講者の距離の確保、入室時の検温及

び手指の消毒を行った上での開催でした。参加者は、個人事業主、企業経営者、企業担当者、

公的機関関係者など、受講者数は約２０名の方が参加され、受講者は熱心に講義を聴講してい

ました。

　第１部では、今年 1 月、事業所向けに商品を配送するネットスーパー・サービス「商品提供

システム」の特許を取得された、株式会社バローホールディングス管理本部企画部長　玉井宏

和（たまい ひろかず）様にご講演いただきました。同システムは、契約した事業所の従業員が、

昼休みにスマートフォンを使って注文した商品を夕方までに配送。注文者は、適切に温度管理

された商品を退勤時に受け取ることができるというものです。2019 年 7 月から、このシステム

を利用したサービス「ainoma（アイノマ）」事業を開始。スーパーマーケットだけでなく、ド

ラッグストアやホームセンターを展開する強みを活かし、多様な商品を合わせて配送すること

で、利便性を高めています。今回は、特許取得から現状までの取り組みを紹介し、小売業にお

ける知財活用の可能性を探る内容でした。

　第２部では、日本弁理士会東海会岐阜県委員会委員によるセミナー（２テーマ）を行いました。

今回は、地域知財活性化のための活動の一環として、知的財産を身近に感じていただき、その

大切さを理解していただくためのトピックスを紹介させていただきました。

　第１のテーマは、吉安裕史会員による「セルフレジに関するトピックス」でした。ユニクロ

ＶＳアスタリスクのセルフレジに関する特許権侵害訴訟について説明しました。第２のテーマ

は、各務幸樹委員による「スマートフォン等の画面デザインを含む「画像意匠」について」でした。

12 月までの支援活動 / 東海会
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スマートフォン用画像意匠等の新しい画像意匠について説明しました。第二部のテーマはいず

れも身近な話題であり、また発表者は内容をできるだけ分かりやすく説明したため、受講者の

皆様には理解しやすかったと思います。

セミナー第１部の様子

セミナー第２部の様子

東海会岐阜県委員会　委員長　山口晃志郎

12 月までの支援活動 / 東海会
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　「弁理士無料出張相談会」
日　時：令和３年１１月１１日（木）１４：３０～１５：３０

場　所：ZOOM 内

対象者：新規事業開発者

担　当：　東海会東三河地区委員会

内　容：相談件数 1 件

　相　談：ＳＮＳサービスを新規に開設するに際し、参入障壁がほしい。後発参入者にまねさ

　　　　　れてユーザを取られたくない。

　回　答：サービス内容を聞く限り、一般的なものと大差がなく、そのアイディアだけでは特

許性は無い。具体化するに当たって頭を悩ませたり、苦労するところが出てくると

思うので、そこが出願ネタになる。特許が取得できれば他社との差別化ができ、ユー

ザの流出を防げる。その他、特許制度の概要説明、特許取得のためのアドバイスを

行った。

　相談者は特許制度に関してほぼ知識がありませんでしたので、回答やアドバイスの一つ一つ

が参考になったと思われます。特許制度は身近なものでもなく、初学者にとってはとっつきに

くい分野なのでこのような相談窓口は有用であると思いました。

東海会東三河地区委員会　村田新也

12 月までの支援活動 / 東海会
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関 西 会関 西 会

　「知的財産特別授業」大阪市立川辺小学校

１．日　時：令和３年１０月２９日（金）　９：４５～１０：３０

２．場　所：大阪市立川辺小学校 

３．対　象：６年生２クラス４５名

４．講　師：関西会　佐々木達也、古澤寛会員

５．内　容：

　大阪市立川辺小学校を訪問し、知財授業を行って参りました。川辺小学校は、平野区の南端

に位置し、地下鉄谷町線の長原駅から徒歩１０分ほどの郊外にあります。校庭の南側には、大

和川が流れています。

　授業では、はじめに、司会進行役の佐々木会員が、「発明」とはどういうものかを説明しました。

次に、発明品（サラカップル，カタシャンボトル，肩ブレラ）に関する説明では、各発明品の

紹介前に、発明が生み出された前提である不自由さ・問題点を示したうえで、その不自由さ等

を解決するための工夫を、児童たちに考えてもらいました。様々なアイデアが出され、中でも、

カタシャンボトルの紹介前には、シャンプーボトルから片手でもシャンプー液を取り出すため

のアイデアが活発に出されました。非接触型センサーを利用するという、コロナ禍ならではの

アイデアも出されました。

　この後、「サラカップル」を題材とした寸劇では、司会進行役を佐々木会員が担当し、「サラカッ

プル」を発明したエフ博士役を古澤が担当し、「サラカップル」を模倣して安価に販売する怪

人Ｘ役を先生に演じていただきました。サラカップルを入手するならエフ博士から本物を買う

か、或いは怪人Ｘから安い偽物を買うかという質問には、意外にも、エフ博士から本物を買う

との意見が多数でした。

　今回の授業をとおして、生活・社会をより良くする営みとして、発明することや発明を守る

こと、ひいては、課題解決の手段を創り出すことの大切さに、児童たちには触れてもらえたの

ではないかと思います。

授業の様子

 関西会知財授業担当　古澤寛

12 月までの支援活動 / 関西会
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支援活動一覧表（1 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 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

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
（専門家派遣）

（公財）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

22.01.25 ～ 02.14 オンライン彩の国ビジネスアリーナ 2022 オンライン開催
川島順
相川俊彦
石塚勝久

千葉

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

上村陽一郎
堀宏光
相田悟
高田大輔
鈴木一永
八木田智

22.01.11
22.02.01
22.03.01

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
神崎正浩
矢上礼宣
高橋洋平

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 加藤義博 

22.01.20
22.02.03
22.02.17
22.03.03
22.03.17

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
松本龍太郎
日向麻里
田久保泰夫

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

山川啓
中村裕行
鈴木一永 

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 若田充史

山川啓 
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 上村陽一郎 

2.　支援活動一覧表（１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 22.01.12
22.01.26 常設知的財産相談室 北陸会事務所 宮本一浩

宮田誠心
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関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

東京

月～金
10:00 ～ 12:00
14:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室 弁理士会館 関東会所属弁理士

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

下田一弘
保坂俊
三原秀子

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

高原千鶴子
須藤修三
清水聡子

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

三原秀子
相原礼路
深澤潔

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 又はオンライン

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展示ホール B 東京委員会委員

22.03.03 ～ 04 第 20 回たま工業交流展 東京都立多摩職業能力開発セン
ター 東京委員会委員

神奈川

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 

22.01.14 
22.01.28 
22.02.25 
22.03.11 
22.03.25

神奈川県立川崎図書館 
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

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、
オンライン

神奈川委員会委
員

山梨
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） 富士吉田商工会議所

土橋博司  
堀内正優  
望月義時

2.　支援活動一覧表（１月から）／相談

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

22.01.30 生活お困りごと無料相談会 ナディアパークデザインホール 広報企画委員

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） 
※対面または電話での相談

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
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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） 九州会事務所 九州会所属弁理士

2.　支援活動一覧表（１月から）／相談

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
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 講　演

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 22.01.13 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

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

22.01.26 知的財産特別授業 生涯学習センター 岩永勇二 
松本公一

22.02 月の平日 知的財産セミナー 新宿区立高田馬場創業支援セン
ター 須藤修三

22.02.05 まちだキッズアントレプレナープログラ
ム　発明教室 町田市産業創造センター

高原千鶴子 
森山朗 
山下滋之

神奈川

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
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 高木康志

乙部孝

22.02.24
第 43 回工業技術見本市

「テクニカルショウヨコハマ 2022」
併催知的財産セミナー

パシフィコ横浜展示ホール
坂田ゆかり 
青木充 
金沢彩子

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
22.01.24 特許法セミナー 札幌弁護士会館 北海道会所属弁

理士
22.01.25 商標法・意匠法セミナー 札幌弁護士会館 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 22.02 月頃
宮 城 県 と の 協 定 に 基 づ く セ ミ ナ ー 

「食品関連企業向け知財セミナー＜食品
知財の保護の実際＞」

オンライン開催 藤田正広

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 22.02.26 休日パテントセミナー in 松本 松本市中央公民館 中村知公

愛知

22.01.13 
22.01.20
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
寺本諭史 
岡浩喜
教育機関支援機構
運営委員

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 山田健司 
谷口緑理

22.01.17 
22.02.07 
22.02.28

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 東海会事務所 知的財産支援委

員
22.02.03 東海会開設日記念 

「知的財産セミナー 2022」 名古屋観光ホテル 東海会所属弁理
士

2.　支援活動一覧表（１月から）／講演
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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）

大阪

22.01.20
知的財産権に関するセミナー
in MOBIO-Cafe（第 4 回）

「意匠権の活用について」
大阪産業創造館、オンライン

黒田智子
山田繁和氏（大
阪工業大学大学
院教授）

22.01.22 パテントセミナー 2021（第 1 回）
「特許・実用新案入門」 オンライン開催 宮本亮史

22.01.22
パテントセミナー 2021（第 2 回）

「意匠・商標入門　～ 100 分でわかる意
匠・商標の基礎～」

オンライン開催 五郎丸正巳

22.01.29 パテントセミナー 2021（第 3 回） 
「中小企業におけるブランド戦略」 オンライン開催 齊藤整

22.01.29
パテントセミナー 2021（第 4 回） 

「特許権譲渡における価値評価―知財
デューデリジェンスを通してみる特許権
の価値―」

オンライン開催 齊藤尚男

22.01.31 知的財産特別授業 富田林市立向陽台小学校 飯田淳也
赤岡和夫

22.02.05 パテントセミナー 2021（第 5 回） 
「著作権とライセンスの実務」 オンライン開催 柴田純一郎

22.02.05
パテントセミナー 2021（第 6 回） 

「これだけは押さえておきたい！　知的
財産訴訟の “ いま ”」

オンライン開催 森本純

22.02.10 知的財産特別授業 大阪市立長吉南小学校 水田慎一 
小林義周

22.02.12 パテントセミナー 2021（第 7 回）
「アジア地域における出願戦略」 オンライン開催 原慶多

22.02.12
パテントセミナー 2021（第 8 回）

「意匠権による建築物、インテリア、画
像の効果的な権利化」

オンライン開催
山田繁和氏（大
阪工業大学大学
院教授）

22.02.17 知的財産特別授業 大阪市立矢田小学校 古田昌稔
古澤寛

2.　支援活動一覧表（１月から）／講演

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 22.03 月 工業高校知財学習会（知財授業） 福岡県立戸畑工業高等学校 松本秀治

大分 22.01.15 少年少女発明クラブ知的財産授業 豊後高田少年少女発明クラブ 下田正寛 
富永慎太朗

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
21.11.19or 
21.11.26or 
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
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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

22.01.07
22.01.21
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
弁理士の日記念
イベント実行
WG 運営委員、
他

東京

22.01.11 
22.01.18 
22.01.25 
22.02.01

東京農工大学 東京農工大学　府中キャンパス 高橋一哉 
相原礼路

22.09 月～ 23.02 月 
毎週月曜日 東京農業大学 東京農業大学　世田谷キャンパス 森山朗

神奈川 22.04 月～ 08 月
毎週火曜日 東京農業大学 東京農業大学　厚木キャンパス 美川公司

山梨 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

 その他

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

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 22.02.26 中小・スタートアップ企業向け知的財産
セミナー

起業創業サポートオフィス port.
inc

大西渉
田中咲江

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

2.　支援活動一覧表（１月から）／その他



24　2021 年 12 月号（№ 224）

支援活動一覧表（12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 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 21.12.08
21.12.22 常設知的財産相談室 北陸会事務所 横井敏弘

橋爪慎哉

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
（専門家派遣）

（ 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

21.11.24 ～
22.02.25

農と食のオンライン展示・商談会
in SAITAMA2022 オンライン開催 埼玉委員会委員

千葉

21.12.01 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 山川啓 

21.12.01
21.12.15

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 高田大輔

鈴木一永
21.12.02
21.12.16

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

21.12.07 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 高橋洋平 

21.12.14 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 

21.12.21 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 加藤義博 

21.12.28 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 八木田智 

東京

月～金 
10:00 ～ 12:00
14:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室 弁理士会館 関東会所属弁理
士

21.12.03 (公財)板橋区産業振興公社専門家派遣 株式会社 PAINT 輝 松本公一

21.12.09 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 
又はオンライン開催 本谷孝夫 

21.12.09 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 斎藤理絵 

21.12.21 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） 
又はオンライン開催

下村和夫 

21.12.24 2021 年度下期 BusiNest 
無料知的財産相談会 BusiNest 又はオンライン開催 上田精一 

3.　支援活動一覧表（12 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） 
※対面または電話での相談

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 東海会事務所 東海会所属弁理士

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）

神奈川

21.12.09 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 

21.12.10 
21.12.24

神奈川県立川崎図書館 
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

山梨 21.12.14 令和 3 年度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 田中正男 

四国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

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） 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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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 21.12.09 知的財産セミナー 2021 オンライン開催 八木田智
黒田義博

東京

21.12.08 令和 3 年度 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 

21.12.09 知的財産セミナー 2021 オンライン開催

株式会社日本ク
ラウドキャピタル
道古薫氏
株式会社
CAMPFIRE
Startups
代表取締役社長
出縄良人氏
中小企業・ベン
チャー支援委員
会委員

21.12.11 目黒リバーサイドフェスティバル 目黒区民センター内中小企業セン
ターホール 伊藤夏香 

21.12.14 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

神奈川
21.12.02 知的財産セミナー 2021 オンライン開催 薮田豊

三宅康雅
21.12.16 図書館で学ぶ知的財産講座 神奈川県立川崎図書館 栗田由貴子

 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 21.12.08
宮城県との協定に基づくセミナー

「WEB/IT 計事業者・デザイナー向け
知財セミナー　＜機器操作画面デザイン

（コンテンツ）の保護の方法＞」
オンライン開催 羽鳥慎也

藤田正広

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

3.　支援活動一覧表（12 月分）／講演

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 21.12.24
「つながる特許庁 in 長岡」
サブセッション
次世代につなげる地域産業の戦略として
の知財とオープンイノベーション

長岡グランドホテル

北陸会副会長
黒田勇治
長岡市役所商工
部産業イノベー
ションアドバイ
ザー
武藤睦治氏
長岡工業高等専
門学校環境都市
工学科教授
村上祐貴氏
長岡造形大学建
築・環境デザイ
ン学科教授
渡邉誠介氏

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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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 21.12.13 知的財産特別授業 
「アグリビジネスにおける特許の役割」 静岡県立藤枝北高等学校 東山裕樹

愛知

21.12.02 
21.12.09
21.12.16 
21.12.23

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
今野佳洋
伊藤正典
菊谷純

21.12.09 知的財産キャリア教育授業 稲沢市立六輪小学校 伊藤正典

21.12.13 
21.12.20 発明クラブ 名古屋市立高蔵小学校

寺本諭史 
杉田一直 
教育機関支援機構
運営委員

21.12.18 休日パテントセミナー in 名古屋 名古屋商工会議所 並河伊佐夫 
角谷智広

三重

21.12.20 知的財産特別授業 三重県立四日市商業高等学校 岡浩喜

21.12.22 知的財産特別授業 鈴鹿工業高等専門学校

山本喜一 
高田珠美 
菊谷純 
北裕介 
瀧川彰人 
塩谷尚人 
本多真由

3.　支援活動一覧表（12 月分）／講演
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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 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

21.12.01
知的財産権に関するセミナー
in MOBIO-Cafe（第 3 回）

「コンテンツビジネス・動画配信におけ
る知的財産の留意点」

クリエイション・コア東大阪、オ
ンライン 清水三沙

21.12.06 知的財産特別授業 藤井寺市立藤井寺西小学校 道坂伸一
福島芳隆

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

21.12.15

三会協働知財支援プロジェクト
企業力向上セミナー 2021

「中小企業の資金調達・補助金獲得～事
業計画策定における会計・知財・法務の
ポイント～」

オンライン開催

竹内心作氏（株
式会社地域金融
ソリューション
センター代表）
弁理士・中小企
業診断士
後藤昌彦

（株式会社
IPMaaCurie）
公認会計士
吉永徳好氏
弁護士
冨田信雄氏
弁理士 八木敏安

兵庫
21.12.14 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
21.12.14 知的財産特別授業 滝川第二中学校 中村忠則

吉岡亜紀子

3.　支援活動一覧表（12 月分）／講演

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（知財授業） 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

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）

高知 21.12.13 知財セミナー ( 商標・意匠 ) オンライン開催 中越貴宣
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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 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

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
21.12.03
21.12.10
21.12.17
21.12.24

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
21.12.02
21.12.09
21.12.16

千葉工業大学寄附講義 千葉工業大学 高橋洋平
八木田智

東京

21.12.07
21.12.14
21.12.21

東京農工大学 東京農工大学 高橋一哉 

21.12.08 令和 3 年度東京都中小企業知的財産シン
ポジウム（後援） イイノホール 東京委員会委員

21.12.15
令和 3 年度文京区
イノベーション創出支援事業における
審査会

文京シビックセンター 川崎仁

山梨 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

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 21.12.04 あいち少年少女創意くふう展2021・表彰式 名古屋商工会議所 田中敏博

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 21.12.08 ～ 9 大阪勧業展 2021 ATC ホール 知財普及・支援
委員会委員

3.　支援活動一覧表（12 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 21.12.04 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

島根 21.12.09 知的財産授業 加茂中学校 舘佳耶

岡山
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

21.12.07 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 21.12.02 ～ 03 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）

沖縄 21.12.11 第 38 回未来の科学の夢絵画展・表彰式 沖縄県立博物館・美術館 県民ギャ
ラリー 2

松本浩一郎
本堂裕司

3.　支援活動一覧表（12 月分）／その他
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令和4年 1月22日（土）　10：00～11：40 

弁理士　宮本 亮史
特許・実用新案入門第1回

令和4年 1月22日（土）　14：00～15：40 

弁理士　五郎丸 正巳
意匠・商標入門  ～100分でわかる意匠・商標の基礎～

第2回

令和4年 1月29日（土）　10：00～11：40 

弁理士　齊藤 整
中小企業におけるブランド戦略第3回

令和4年 1月29日（土）　14：00～15：40 

弁理士・米国弁護士（カリフォルニア州）　齊藤 尚男

特許権譲渡における価値評価
― 知財デューデリジェンスを通してみる特許権の価値 ―

第4回

令和4年 2月5日（土）　10：00～11：40 

弁理士・米国弁護士（カリフォルニア州）　柴田 純一郎
著作権とライセンスの実務第5回

令和4年 2月5日（土）　14：00～15：40 

弁理士・弁護士　森本 純
これだけは押さえておきたい！　知的財産訴訟の“いま”第6回

令和4年 2月12日（土）　10：00～11：40 

弁理士　原 慶多
アジア地域における出願戦略第7回

令和4年 2月12日（土）　14：00～15：40 

大阪工業大学大学院　教授　山田 繁和

意匠権による建築物、インテリア、
画像の効果的な権利化

第8回

Zoomによる
オンラインセミナー

定  員
各回500名

（先着順）
事前申込制

無料
参加費

※上記TEL番号はパテントセミナー専用です。

お問合せ先

申込方法

日本弁理士会関西会 パテントセミナー申込係　

ＴＥＬ：06-6446-1201

日本弁理士会関西会ホームページまたは、2 次元バーコードより
お申込みください。
申込は各回ごとにお申込みください。（各回定員５００名）
●日本弁理士会関西会ホームページ：http://www.kjpaa.jp/

 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、知的財産権等に関するセミナーを開催します。 

はっぴょんⓒ
日本弁理士会

公式マスコットキャラクター

Patent
 Semin�

パテントセミナー
２０２1 

主　催：日本弁理士会関西会
後　援：経済産業省  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
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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


