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特 集 令和４年度 知的財産支援センター長挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知的財産支援センター　センター長　石原　進介

１．はじめに
　知的財産支援センター長を務めております石原進介です。
　知的財産支援センターは、知的創造活動並びに国内外の知的財産権の取得及び活用に関する支
援を行うことにより、知的財産権制度の発展に貢献することを目的として設置された附属機関で
す。地域知財の活性化を図る活動は、この国を支える重要な活動であり、そして、各地域に根差
した各地域会の活動は、地域知財の活性化を図るのに不可欠の日本弁理士会が行う重要な活動で
あります。本センターの支援の有り様は、地域会ができることは地域会が行うということを前提
としております。そして、本センターでは、特に関東・関西・東海以外の、運営を担う会員数を
充分確保することが難しい或いは広域である等といった事情を抱える６地域会が行う知財支援活
動、特に教育支援などを軸とする社会貢献事業等を積極的に応援していきます。また、「パテント
コンテスト」及び「デザインパテントコンテスト」を通じて、各地域の生徒や学生等の方々を含
む学校関係者の皆様の知的財産マインドを育てるとともに、知的財産権制度の理解の促進を支援
していきます。　
　一方で、COVID-19（新型コロナウイルス）の感染拡大を抑制しつつ、知財支援活動を行ってい
く必要があります。ウィズコロナ時代での新生活様式への急速な変化にも対応しつつ、ウィズコ
ロナ時代の新たな知財支援活動にも積極的に取り組んでいきます。

２．活動の主な柱
　本年度は、支援センターの本業を確実に実行するために、次の項目を柱として、事業展開した
いと考えています。
　（１）教育支援体制
　（２）支援情報及び成果の一元化
　（３）「パテントコンテスト」及び「デザインパテントコンテスト」事業における支援

特集／令和４年度	知的財産支援センター長挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知的財産支援センター　センター長　
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３．事業概要（各論）	 	
　（１）教育支援体制

①　弁理士会として、小中高生に対する出張授業を開始して１５年以上になりますが、今後
とも、関東、東海、関西以外の地域会において小中高の知財授業の「講師のなり手」を育
成することに力を入れていきます。

　　特に、関東、東海、関西以外の６地域会にある小中高生から出張授業依頼があった場合
だけでなく、当該地域の少年少女発明クラブ（発明推進協会運営）に対して、該当地域在
住の全会員を対象に広く講師を募集することにより、多くの会員の協力を得て出張授業を
行っていきたいと考えています。

　　また、授業用コンテンツ等の追加・改良等を行う事により、このコンテンツを積極的に
活用した弁理士による知的財産教育体制を確立し、当該地域在住の会員が講師として永続
的に知財授業を行う事が出来るように「講師のなり手育成」を積極的に行います。

　　上記「講師のなり手育成」を、弁理士法に規定されている「知的財産の専門家である弁理士」
が「弁理士による知的財産権の利用の促進」を行う積極的対外支援（社会貢献）活動とし
て対外的に広く広報していきたいと思います。従前から行っている、内閣府「知財創造教
育推進コンソーシアム」への協力（実証授業への参加、教育教材の提供など）も引き続き行っ
ていきます。

②　本年度も、国立高等専門学校機構との知財支援協定に基づき、５１高専に対して、その
要望に基づく具体的支援を、地域会と共に実行していきます。

　　また、高専からの様々なニーズに対応するため、概要編・演習編・権利行使編・調査編・（高
専側の希望のテーマに沿って講師がオリジナルな授業）を行い、都度内容をブラッシュアッ
プしていきます。国立高等専門学校機構との事業に関する連絡会議も引き続き行います。

③　大学等支援としては、本年度も知的財産関連の各種講義（通期講座・単発セミナーを含む）
を提供していきます。

　　昨年度検討した講義希望の大学等を選定する場合の選定基準に基づいて大学等の支援活
動を行うと共に、魅力のある大学支援のスキームを引き続き検討していきたいと考えてい
ます。

　　また、今年度は、大学発スタートアップを知財の観点から支援する新規事業に取り組ん
でいます。

　　この大学支援を通して、知財人材の育成に寄与していければと考えています。

④　医療系学会等支援グループによる、日本医工ものづくりコモンズ等医療系学会等への協
力を行っていきます。

　　昨年に引き続き、医療学会等に対して、要請に応じて弁理士を派遣し、知的財産に関す
るセミナーや相談会を開催していきます。

　　医療機器の開発には、メーカーだけではなく医師が携わるケースがあり、現場の医師か
らは知的財産に関する知識を身につけたいとの要望があります。

特集／令和４年度	知的財産支援センター長挨拶
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　　支援センターでは、実務に携わる医師の方々に対し、知的財産の基礎はもちろん権利化
の際の注意点まで細やかに説明し、医療分野における発明を応援していきます。

　（２）支援情報及び成果の一元化
　６地域会をフォローアップするためのシンクタンク機能の充実化や、支援情報及び成果の一
元化に対応したいと考えています。この趣旨に基づき、本年度も、各地域会からの情報の共有
化を図ります。

　（３）パテントコンテスト・デザインパテントコンテスト事業における支援
　「パテントコンテスト」及び「デザインパテントコンテスト」につき、文部科学省・特許庁・
INPIT と協力し、適切に対応及び実施します。このコンテストを通じて、高校生、高等専門学
校生及び大学生等の知的財産マインドを育てるとともに、知的財産権制度の理解を促進するこ
とを支援します。

　　　　　　　　　以上

特集／令和４年度	知的財産支援センター長挨拶
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「知的財産特別工作授業」台東区少年少女発明クラブ
　１．日　時：令和４年２月２６日（土）１４：００～１６：００

　２．場　所：台東区生涯学習センター

　３．出席者：小学生：２８名　中学生：１名

　４．講　師：関東会知財創造教育支援委員会　岩永勇二会員

　　　　　　　　　　　　　関東会東京委員会　松本公一会員

　５．内　容：

■授業の概要

（１）クラブ員による作品紹介

　例年は、クラブに所属する生徒さんたちが１年間で作成した中から優秀作品を紹介すること

になっていたそうですが、今年はコロナ禍ということもあり、紹介は割愛されました。

　これに代わり、今年度は同会場の 1 階でクラブ員による作品展が実施されているとの紹介が

ありました。

（２）第１部

　第１部では、前半に生徒さん 2 名が参加して、レオ君の電子紙芝居（「発明」ってなあに？）

を上映し、後半は講師により「君も今日からエジソン」との内容で知的財産に関する説明を行

いました。

（３）第２部

　第２部では、紙コップ、紙皿、プラスチックストローを用いて、「ポップコーンの皿と飲み

物のコップを片手で持てるアイデア品」の発明工作を行いました。

　第２部の前半では、30 分程度の時間をかけて、まずは個々の生徒たちが自らのアイデアを形

にする製作作業に集中し、試行錯誤を行っていました。

　後半では、早めに製作できた生徒さんからの作品発表があり、紙皿や紙コップあるいはスト

ローを切ったり、貼ったり、折り曲げたり等の様々なアイデアによる斬新な作品がいくつも発

表されました。

　参加した生徒さんはみな集中して取り組んでおり、個人差はありますが、2 つあるいは 3 つ

の作品を完成させ、発表していた生徒さんもいました。

　最終的に、講師やクラブ代表からの簡単な講評がなされた後、製作した作品は各生徒さんが

持ち帰りました。

5月までの支援活動1
関 東 会関 東 会

5 月までの支援活動 / 関東会
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■参加者の感想

　参加した生徒さん全員からアンケートを回収し、その内容をまとめたところ、以下に示すよ

うな感想がありました。

　「紙芝居とか絵とかがたくさんあり、説明が面白かった。」、「特許をどうやって取れるかしれ

て良かった。」、「レオ君の話が面白かった。」、「弁理士の仕事がわかった。」、「とろける水がす

ごい発明だなと思った。」、「発明工作が楽しかった。」、「とてもいい発明をするとまねされやす

いから気を付けた方がいいということを知った。」、「小学生の発明の紹介が同い年なのにすご

いなぁと思った。」、「作品を作るのに思い通りにできた。拍手がうれしかった。」

■ご依頼者様のコメント

　アンケートの結果を見ても、子供たちの満足度が高かったことが伺えます。

　また指導員及び運営委員も、「子供たちの発想には驚かされた」「大人も勉強になる題材であっ

た」と、大変好評でした。

■担当講師の感想

　第１部で電子紙芝居の実演を行いましたが、特に年次の低い小学生には絵やストーリーが入

り込みやすく、概ね好評だったと思います。

　また、参加した生徒さんの中から 2 名（兄弟で参加した方）の方にも配役して出演をお願い

する等、主催者側の工夫も感じられました。

　「君も今日からエジソン」では、講師からの問いかけに対し、低学年の生徒も含め多くの生

徒さんが積極的に回答してくれたので、その姿勢がとても素晴らしいと感じるとともに嬉しく

なりました。

　第２部では、柔軟な発想と斬新なアイデアで創意工夫された作品が多く出され、みなとても

意欲的に参加してくれていたと感じました。

　また、講師陣やクラブ関係者も積極的に生徒さんたちとコミュニケーションを図ることがで

きて、円滑な進行ができたものと思います。

関東会知財創造教育支援委員会　岩永勇二

5 月までの支援活動 / 関東会
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海外ビジネス入門セミナー～中小・小規模企業でもできる海外ビジネス～
　１．日　時：令和４年３月１８日（金）１３：３０～１６：００
　２．場　所：あいち国際ビジネス支援センター
　３．対　象：愛知県内に事業所がある中小企業及び中小企業支援関連の企業 ･団体２２名
　４．講　師：東海会国際知財委員会　副委員長　阪下典子
　５．内　容：
　東海会の国際知財委員会にて、海外進出を希望・検討している中小企業向けの三部構成のセ
ミナーの一コマを担当しました。今回は対面形式での開催で、実施直前では３５名の申し込み
があったようですが、当日の実際の参加者は２２名でした。
　当日は、講師と参加者が対面する演台にはアクリル板が設置され、参加者も間隔をあけて席
配置されており、感染症対策がしっかりととられた状態で行われました。
　参加者は、製造業、サービス業、他士業と、バラエティに富んだ業種から参加頂きました。
セミナー後に、お話を伺った参加者の方々からは、「知財のリスクを理解できた」、「海外での
模倣品市場の現況や、冒認出願の実態などにつき、理解が深まった」とのコメントを頂くこと
ができました。
　主催のあいち産業振興機構のご担当者様からは、参加された方々は熱心に耳を傾けていらっ
しゃり、質疑応答も活発で、アンケート結果を見てもまずまず好評であったと感じているとの
コメントを頂きました。当委員会としては、次年度も同種セミナーへの協力の他、知財絡みに
て同機構への支援を継続予定です。先方へも何かお手伝いできることがあればお声掛け頂くよ
うお願いをしております。

東海会国際知財委員会　委員長　前田大輔

東 海 会東 海 会

5 月までの支援活動 / 東海会
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「知的財産特別授業」大阪市立長吉南小学校

　１．日　時：令和４年２月１０日（木）１０：５０～１１：３５
　２．場　所：大阪市立長吉南小学校
　３．出席者：５年生２クラス３９名
　４．講　師：関西会　水田慎一会員、小林義周会員
　５．内　容：
　今回、私たちが訪問した大阪市立長吉南小学校は、谷町線の沿線にある都市部の小学校です。
　この工作は、児童たちに、身近にある紙皿と紙コップとストローを使って、片手で持てる食
器（ジュースとポップコーンを入れられる食器）を作って貰うというものです。
　今回の授業では、まず、司会の小林会員が、スケルトンタイプのカップヌードルを児童たち
に見せながら、カップヌードルは沢山の工夫が施された大発明であることと、発明や特許制度
についての説明を行った後、児童たちに、「ポップコーンの入ったお皿とジュースの入ったコッ
プを持っている状況でも、野球の応援をするには、どんな工夫をすれば良いだろう？」という
課題を出しました。
　上記の課題を与えると、児童たちは、小林会員の出した課題を解決するために、目の前の２
つの紙コップと、２つの紙皿と、２つのストローを使って、直ぐに試行錯誤を始めました。そ
して、始まって５分以内に、１人目の工作完成者が出ました。この工作品は、典型的なタイプ
のもの（紙コップの上にお皿を載せて、お皿に空けた穴にストローを差し込んだもの）でしたが、
この食器を他の児童たちに見せると、他の児童たちは、この食器とは異なるタイプの食器を作
ることを目指し始めました。
　児童たちは、例えば、（１）紙皿をバスケットのような形にすることにより、ポップコーン
がこぼれにくいような工夫をした上で、上記のバスケットを紙コップにくっつけた食器や、（２）
紙コップ２つをくっつけて、一方の紙コップにジュースを入れ、もう一方の紙コップにポップ
コーンを入れるようにした食器を作ってくれました。また、担任の先生も、縦方向にした紙皿
で紙コップの中を２つの部分（空間）に仕切って、一方の部分にジュースとストローを入れ、
他方の部分にポップコーンを入れることができるようにした食器を作ってくれました。
　児童たちが工作をほぼ完成すると、小林会員は、実際に上記の課題を解決するために作られ
た発明品であるサラカップルを見せながら、発明品と発明家を守るための特許制度の大切さや、
我々弁理士は、発明品と発明家を守るために働いているという説明をしました。
　そして、最後に、小林会員から、大阪・関西万博の周知が行われました。具体的には、「２０２５
年に、大阪で万博がある」という話と、「日本では、万博会場での空飛ぶ車の実現に向けて、
開発や実験が行われている」という話と、「我々弁理士が、万博を盛り上げるための活動をし
ている」という趣旨の話が、児童たちに行われました。
　工作授業が終わると、私たちは、児童たちと一緒になって、工作で生じたゴミの後片付けを

関 西 会関 西 会

5 月までの支援活動 / 関西会
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しました。そして、担任の先生たちに、「万博ポスター」を、校内に掲示して貰うようにお願
いした後、学校を後にしました。
　今回の授業は、児童たちにとって、物づくりの楽しさを実感できる機会になったのではない
かと思います。今回の授業が、児童たちにとって、特許制度の大切さについて考える切っ掛け
になってくれれば幸いです。

以上

　
発想力豊かな児童達と工作を行う講師

	
関西会知財授業担当　水田慎一

※「カップヌードル」は日清食品ホールディングス株式会社の登録商標です。	

5 月までの支援活動 / 関西会
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5 月までの支援活動 / 関西会

「知的財産特別授業」大阪市立矢田小学校
　１．日　時：令和４年２月１７日（木）１０：４５～１１：３０
　２．場　所：大阪市立矢田小学校	
　３．出席者：６年生１クラス２０名
　４．講　師：関西会　渥美元幸会員、古田昌稔会員
　５．内　容：
　今回私達が訪問した大阪市立矢田小学校は、近鉄南大阪線矢田駅から徒歩１０分ほどの閑静
な住宅街に位置しています。本校は大阪市で初めての施設一体型小中一貫校であり、やたなか
小中一貫校とも呼ばれています。授業では、司会役を渥美会員が担当し、Ｆ博士役を私が担当
しました。怪人Ｘ役は担任の先生に担当して頂きました。
　コロナ禍ですので、児童と私たちとの距離を十分にとって授業を進めるように気を付けまし
た。普段ならばサラカップル、カタシャンボトル、肩ブレラの発明の説明の場面で児童に前に
出てきてアイデアを出してもらうのですが、それができないため、私たちとしては少し残念で
した。ただ、「何かアイデアはありませんか？」といった質問に対して、多くの児童が元気よ
く挙手してくれたのは救いでした。授業の前から弁理士を知っている児童はいないようでした
が、本授業を通じて、発明や発明を守るための仕組みを学ぶとともに、弁理士のことも覚えて
頂けたのではないかと思います。
　担任の先生は、コロナ禍で社会見学等が中止になる中、少しでも多くの体験を児童にさせて
あげたいという思いで我々を招いてくださいました。本校は、何年も続けて授業を申し込んで
くださるリピート校でもあり、大変うれしく思うと同時に、来年以降も授業を申し込んでくれ
ることを願って学校を後にしました。

興味津々の児童達に講義を行う講師

関西会知財授業担当　古田昌稔
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5 月までの支援活動 / 九州会

「知的財産特別授業」福岡県立苅田工業高等学校
　１．日　時：令和４年３月３日（木）１３：００～１４：００
　２．場　所：Web
　３．出席者：高校２年生　４０名
　４．講　師：九州会　松本秀治会員
　５．内　容：
　知的財産とは何かについて、発明の他にも、ＳＮＳ等における写真等の著作物や、情報も含
まれることを説明しました。また、小学生でも特許を取得した例があることを説明し、さらに、
実際に講師自身がコロナ禍の状況で発明したマスク用サポートについて、特許を取得した事例
を説明しました。オンライン授業のため、教室で受けている生徒との直接的なやり取りはでき
なかったが、◯×形式の極めて簡単な問題を出題した後に関連事項を説明する形式を採用した
ことで、担当の先生から「◯×問題を使った双方向の授業が時間を忘れさせるくらい入り込ん
で生徒も聞いていました。」との感想を頂くことができました。また、事前の通信テストの際に、
数種類のマイクを試す等の準備をした結果、先生から「音声が聞き取りやすい」との感想を頂き、
生徒からも「今までの ZOOM の講演と違って音声が聞き取りやすかった。」の感想を頂くこと
ができました。

九州会　松本秀治

九 州 会九 州 会
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「知的財産特別授業」福岡県立戸畑工業高等学校
　１．日　時：令和４年３月９日（水）９：１０～１０：００、１０：１０～１１：００
　２．場　所：Web
　３．出席者：学生　２６７名
　４．講　師：九州会　松本秀治会員
　５．内　容：
　１コマ目は、知的財産とは何かについて、発明の他にも、ＳＮＳ等における写真等の著作物
や、情報も含まれることを説明しました。また、小学生でも特許を取得した例があることを説
明し、さらに、実際に講師自身がコロナ禍の状況で発明したマスク用サポートについて、特許
を取得した事例を説明しました。２コマ目は、特許権・商標権・著作権・意匠権の基礎的な事
項について説明しました。オンライン授業のため、教室で受けている生徒との直接的なやり取
りはできませんでした。そこで、授業が一方的にならないように、◯×形式の極めて簡単な問
題を出題した後に関連事項を説明しました。生徒から「弁理士のことは知らなかったけど、今
日の講演を聞いて少し知ることができました。知的財産は、私たちに様々なところで関係して
おり、ものづくりに携わる可能性があり私たち工業高校生にはとても重要であると思いました。
今後は知財に関する基礎的な知識を身に付けていきたいと思います。」との感想を聞くことが
できました。また先生からは、「我々教職員も「知財＝特許」というイメージが強く、知的財
産権や特許権、商標権など様々な制度が関係していることを知ることができた良い機会となり
ました。」との感想を頂くことができました。

九州会　松本秀治

5 月までの支援活動 / 九州会
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支援活動一覧表（6 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）

埼玉

22.04.01～
23.03.31

士業専門家による無料相談会（埼玉県産
業振興公社）

創業・ベンチャー支援センター埼
玉 埼玉委員会委員

22.04.01 ～
23.03.31

埼玉県農業経営・就農支援センター（埼玉
県農業経営相談所）専門家候補者

( 公社 ) 埼玉県農林公社・各農林
振興センター（８か所）、農業者宅
等、またはオンライン

飯塚道夫
石塚勝久

千葉

22.06.01
22.07.06
22.08.03
22.09.07
22.10.05
22.11.02
22.12.07
23.02.01
23.03.01

2022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

砂川恵一

22.06.01
22.06.15
22.07.06
22.07.20
22.08.03
22.08.17
22.09.07
22.09.21
22.10.05
22.10.19
22.11.02
22.11.16
22.12.07
22.12.21
23.01.04
23.01.18
23.02.01
23.02.15
23.03.01
23.03.15

2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(佐倉商工会議所) 市川商工会議所

山川啓
浅井淳
八木田智
高田大輔

2.　支援活動一覧表（６月から）／相談

※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の適用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

22.06.02
22.06.16
22.07.07
22.07.21
22.08.04
22.08.18
22.09.01
22.09.15
22.10.06
22.10.20
22.11.10
22.11.17
22.12.01
22.12.15
23.01.19
23.02.02
23.02.16
23.03.02
23.03.16

2022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

浅井淳
加藤義博
田久保泰夫
日向麻里
高松武生
高橋洋平

22.06.07
22.07.05
22.08.02
22.09.06
22.10.04
22.11.01
22.12.06
23.01.10
23.02.07
23.03.07

2022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

高橋昌義

22.06.14
22.08.09
22.10.11
22.12.13
23.02.14

2022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

相田悟

22.06.21
22.07.19
22.08.16
22.09.20
22.10.18
22.11.15
22.12.20
23.01.17
23.02.21
23.03.28

2022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

角田朗

22.06.28
22.07.26
22.08.23
22.09.27
22.10.25
22.11.22
22.12.27
23.01.24
23.02.28
23.03.28

2022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

堀宏光
加藤義博
高橋昌義
八木田智
日向麻里
矢上礼宣
浅井淳
高田大輔
松本龍太郎
山川啓

東京

22.06.09
22.07.14
22.08.04
22.09.08

2022年度上期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター又はオン
ライン

上田精一
濱田修
保坂俊
本谷孝夫

22.06.09
22.07.14
22.09.08
22.10.13
22.11.10
22.12.08
23.01.12
23.02.09
23.03.09

2022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

伊藤夏香
斎藤理絵
上田精一
深澤潔
澁川喜和夫
本谷孝夫
松本慎一郎
相原礼路
藤岡茂

22.06.18 第30回北区事業とくらしの無料相談会 北とぴあ　地下展示ホール 東京委員会委員

2.　支援活動一覧表（6 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）

東京

22.06.21
22.07.19
22.08.16
22.09.20

2022年度上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
森山朗
本谷孝夫
三原秀子

22.06.24
22.07.22
22.08.26
22.09.30

2022年度上期BusiNest無料知的財産相
談会 BusiNest 内会議室又はオンライン

濱田修
高原千鶴子
深澤潔
本谷孝夫

22.10.28
23.02.27
23.03.24

2022年度豊島区専門家合同相談室 豊島区役所本庁舎 4 階東側　面接・
相談室 東京委員会委員

神奈川

22.06.09
22.07.14
22.08.11
22.09.08
22.10.13
22.11.10
22.12.08
23.01.12
23.02.09
23.03.09

令和4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 

22.06.10
22.06.24
22.07.08
22.07.22
22.08.10
22.08.26
22.09.09
22.09.22
22.10.14
22.10.28
22.11.11
22.11.25
22.12.09
22.12.23
23.01.13
23.01.27
23.02.10
23.02.24
23.03.10
23.03.24

神奈川県立川崎図書館令和4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

高原千鶴子
三宅康雅
他、神奈川委員
会委員

山梨

22.06.14
22.07.12
22.08.09
22.09.13
22.10.11
22.11.08
22.12.13
23.01.10
23.02.14
23.03.14

令和4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 2 階会議室
田中正男
望月義時
堀内正優
深澤潔 

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（6 月から）／相談
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2.　支援活動一覧表（6 月から）／相談

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 ) 徳島県立工業技術センター 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

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

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
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

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
※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

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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 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）

東京 22.6.12 2022 年度江戸川区子ども未来館（発明
工作授業） 江戸川区子ども未来館 遠田利明

高原千鶴子

神奈川

22.07.28
22.09.22
22.11.24
23.01.26
23.03.10

令和 4 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カンファレ
ンスルーム

神奈川委員会委
員

山梨 22.08.10 令和 4 年度生涯学習セミナー 山梨県生涯学習推進センター交流
室　および　ライブ配信 牛久健司

2.　支援活動一覧表（6 月から）／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）

愛知

22.06.07
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.06.08 愛知県立岡崎商業高等学校における知財
授業「著作権の扱い方」 愛知県立岡崎商業高等学校 伊藤正典

22.06.14
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.06.16 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

22.06.21
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.06.28
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 今野佳洋

22.07.05
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 今野佳洋
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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

22.07.12
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 菊谷純

22.07.19
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 伊藤正典

22.07.26
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 岡浩喜

22.08.02
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.09.15 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

22.09.29
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

Web 会議 瀧川彰人

22.10.06
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

Web 会議 塩谷尚人

22.10.13
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

Web 会議 榊原靖

22.10.20
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「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 杉田一直

22.10.27
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「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 中山英明

22.11.10
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「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 中山英明

22.11.17
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「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

22.11.24
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「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

22.12.01
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「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

22.12.08
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「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

22.12.15
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「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

22.12.22
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「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 菊谷純

23.01.12
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「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 伊藤正典

23.01.19
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「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

23.01.19 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

23.01.26
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「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 岡浩喜

23.02.02
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「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

23.03.16 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

2.　支援活動一覧表（6 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）

滋賀 22.12.14 知的財産特別授業 甲賀市立雲井小学校 岸本忠昭 
大濱徹

22.06.07 知的財産特別授業 大阪市立小林小学校 藤本好信
赤岡和夫

22.06.24 知的財産特別授業 大阪市立花乃井中学校 千原清誠
古澤寛

22.06.03
知的財産権に関するセミナー in MOBIO-
Cafe（第 1 回）「中小スタートアップの
ための勝利テクニック！～特許侵害訴訟
の道程～」

クリエイション・コア東大阪、オ
ンライン 塚本豊

22.06.17 知的財産権に関するセミナー in MOBIO-
Cafe（第 2 回）「模倣品対策について」

クリエイション・コア東大阪、オ
ンライン

今吉泰一郎
木村英之 氏（大
阪税関　業務部　
知的財産調査
官）

22.07.01
知的財産権に関するセミナー in MOBIO-
Cafe（第 3 回）「酒造りから拡がる知的
財産」

クリエイション・コア東大阪、オ
ンライン 石田 博樹

22.07.02 弁理士の日記念事業知財ふれあいフェス
ティバル ( 講演会 )「SDGs と知財」 オンライン

澤井 智毅 氏（世
界知的所有権機
関 日本事務所 所
長） 
野崎 篤志 氏

（㈱イーパテント　
代表取締役社長） 
安部 剛夫 
六田 充輝 氏

（㈱ダイセル　執
行役員　事業創
出本部長・バイオ
マスイノベーショ
ンセンター長）

兵庫
22.07.05 知的財産特別授業 明石市立高丘中学校

水田 慎一 
冨田 光治 
倉橋 和之

22.07.15 知的財産特別授業 神戸市立鹿の子台小学校 柳瀬 智之

2.　支援活動一覧表（6 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 22.07.16 弁理士の日記念イベント2022 越谷イオンレイクタウン kaze1F
翼の広場

弁理士の日記念
イ ベ ン ト 実 行
WG 運 営 委 員、
他

群馬 22.10.15 ～
22.10.16

第33回全国高等専門学校プログラミング
コンテスト（後援） G メッセ群馬

千葉 22.12.26 千葉工業大学寄附講義 千葉工業大学 千葉委員会委員

東京

22.04.01 ～
22.12.31 第 20 回多摩ブルー・グリーン賞 多摩信用金庫 本谷孝夫

22.05.15 ～
22.06.15

令和４年度中小企業等知的財産活動支援
事業費補助金（中小企業知的財産支援事
業）審査

関東経済産業局内会議室
( オンライン併用 ) 渡邉泰帥 

22.05.09 ～
22.09.05

令和 4 年度板橋製品技術大賞知的財産調
査

川崎仁
吉田信彦
須藤修三

22.08.04 ～
22.08.05

令和 4 年度板橋製品技術大賞知的財産審
査 竹澤誠 

22.09 ～
23.02 東京農業大学（世田谷キャンパス） 東京農業大学（世田谷キャンパス）森山朗

神奈川 22.04 ～ 08 東京農業大学（厚木キャンパス） 東京農業大学（厚木キャンパス） 美川公司

 その他

2.　支援活動一覧表（6 月から）／その他
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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
22.11.04 あいち少年少女創意くふう展 2022 産業技術記念館 寺本諭史

22.12.03 あいち少年少女創意くふう展 2022 産業技術記念館 三浦高広

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 22.07.02 弁理士の日記念事業知財ふれあいフェス
ティバル発明工作教室 オンライン

吉岡亜紀子
知財普及・支援委
員会委員

2.　支援活動一覧表（6 月から）／その他
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支援活動一覧表（5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
岩手 22.05.18 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 船越巧子

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

22.04.01 ～
23.03.31

士業専門家による無料相談会
（埼玉県産業振興公社）

創業 ・ ベンチャー支援センター埼
玉 埼玉委員会委員

22.04.01 ～
23.03.31

埼玉県農業経営・就農支援センター
（埼玉県農業経営相談所）専門家候補者

( 公社 ) 埼玉県農林公社・各農林振
興センター（８か所）、農業者宅等、
またはオンライン

飯塚道夫
石塚勝久

千葉

22.05.10 2022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 高橋昌義 

22.5.11 2022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 砂川恵一 

22.05.11
22.05.18

2022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

高田大輔
22.05.12
22.05.19

2022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

浅井淳
22.05.17 2022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

22.05.24 2022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 高橋洋平

東京

22.05.12 2022 年度上期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター又はオン
ライン 下田一弘 

22.05.12 2022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 高橋一哉 

22.05.17 2022年度上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 深澤潔 

22.05.27 2022年度上期BusiNest無料知的財産相
談会 BusiNest 内会議室又はオンライン 相原礼路 

22.05.27 2022年度豊島区専門家合同相談室 豊島区役所本庁舎 4 階東側　面接・
相談室 東京委員会委員

神奈川
22.05.12 令和 4 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 
22.05.13
22.05.27

神奈川県立川崎図書館令和 4 年度知的財
産相談事業

神奈川県立川崎図書館　知財ス
ポット

長谷川陽子
藤巻正憲

山梨 22.05.10 令和 4 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 2 階会議室 深澤潔 

3.　支援活動一覧表（5 月分）／相談

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
22.05.18 常設知的財産相談室 北陸会事務所 村田健誠

22.05.25 常設知的財産相談室 北陸会事務所 海野徹
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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）

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

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 ) 徳島県立工業技術センター 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 所属弁理士

第 2 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 )

丸亀市市民交流活動センター
「マルタス」 所属弁理士

愛媛

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 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 所属弁理士

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 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 所属弁理士

3.　支援活動一覧表（5 月分）／相談

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

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
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

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
※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

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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3.　支援活動一覧表（5 月分）／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）

愛知

22.5.10
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 杉田一直

22.5.14
たかはま夢・未来塾主催・日本弁理士会
東海会協力「発明・特許についてのお話・
工作」

たかはま夢・未来塾 伊東正樹

22.5.14
たかはま夢・未来塾主催・日本弁理士会
東海会協力「発明・特許についてのお話・
工作」

たかはま夢・未来塾 伊東正樹

22.5.17
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 中山英明

22.5.19 知財ザックバラン隊事業「知財トークイ
ベント in なごの」 なごのキャンパス 知的財産支援委

員会

22.5.24
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 中山英明

22.5.30 名古屋モード学園「知的財産権入門」 名古屋モード学園 前田大輔

22.5.31
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 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
22.5.6 知的財産特別授業 松原市立恵我南小学校 竹口美穂

三方英美
22.5.20 知的財産特別授業 大阪市立三軒家西小学校 古澤寛

齊藤整
兵庫 22.5.25 知的財産特別授業 姫路市立中寺小学校 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）

高知 5 月中旬～下旬 工業高校知財学習会（知財授業） Zoom オンライン 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）

東京 22.5.8 2022年度江戸川区子ども未来館
（発明工作授業） 江戸川区子ども未来館 金子正彦

山下滋之
神奈川 22.05.26 令和 4 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カンファレ
ンスルーム

神奈川委員会委
員

 講　演
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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）

東京

2022.04.01 ～
2022.12.31 第 20 回多摩ブルー・グリーン賞 多摩信用金庫 本谷孝夫

2022.05.09 ～
2022.09.05

令和 4 年度板橋製品技術大賞知的財産調
査

川崎仁
吉田信彦
須藤修三

2022.05.15 ～
2022.06.15

令和４年度中小企業等知的財産活動支援
事業費補助金（中小企業知的財産支援事
業）審査

関東経済産業局内会議室
( オンライン併用 ) 渡邉泰帥

神奈川
2022.04 ～ 08 東京農業大学（厚木キャンパス） 東京農業大学（厚木キャンパス） 美川公司
2022.05.16
2022.05.23 慶応義塾大学（日吉キャンパス） 慶応義塾大学（日吉キャンパス） 西山恵三

植木泰弘

3.　支援活動一覧表（5 月分）／その他
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☎
URL：http：//jpaa-hokkaido.jp/
相談時間：

／ 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：https：//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

毎週火曜日・金曜日

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。

知財を経営に活かすコンサルティングスキルをもった弁理士が
最大３回訪問して、共に課題を解決し業績アップを目指します。

●Point！
・費用は無料（日本弁理士会が負担します）。
・これまで１５０社以上の中小企業に対して支援を実施しています。

詳細はコチラ➤
問い合わせ先：日本弁理士会 弁理士知財キャラバン 担当
E-mail：caravan@jpaa.or.jp https://www.jpaa.or.jp/activity/caravan

中小企業の知財を活かして成長を支援します！

詳細はコチラ詳細はコチラ詳細はコチラ詳細はコチラ➤

https://www.jpaa.or.jp/activity/caravan

詳細はコチラ

https://www.jpaa.or.jp/activity/caravan

➤

https://www.jpaa.or.jp/activity/caravanhttps://www.jpaa.or.jp/activity/caravanhttps://www.jpaa.or.jp/activity/caravan


