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特 集 「日本弁理士会の中小企業
　　　　　　　　　　支援施策」について

知的財産経営センター　センター長　津田理

１．はじめに
　知的財産経営センターは、知財経営をワンストップで支援することを目的として、２０１７年
４月に設立された日本弁理士会の附属機関です。本センターでは、中小企業やスタートアップ企
業に向けた様々な支援事業を行っていますので、以下、その概要を紹介させて頂きます。

２．中小企業・スタートアップ企業に対する支援事業
　（１）ＪＰＡＡ知財サポートデスク

　「適切な弁理士が見つからない」「弁理士の探し方が分からない」という中小企業の声に対
応するため、日本弁理士会は、昨年度（２０２１年度）、中小企業支援の専門組織体として「中
小企業知財経営推進本部」を創設し、中小企業やスタートアップの支援窓口を明確化するた
めに「ＪＰＡＡ知財サポートデスク」を設置しました。この「ＪＰＡＡ知財サポートデスク」
は、本センターが中心となって運営をしています。
　昨年度の「ＪＰＡＡ知財サポートデスク」は、主に、中小企業やスタートアップ企業の知
財経営を支援する各種団体（例えば、国・地方自治体・中小企業を支援する支援機関など）
を対象としていましたが、本年度（２０２２年度）は、「ＪＰＡＡ知財サポートデスク」で
受け付ける対象者の範囲を広げ、中小企業やスタートアップ企業からの相談も直接受け付け
るようにします。
　日本弁理士会には、日本全国に９つの地域会（北海道会・東北会・北陸会・関東会・東海会・
関西会・中国会・四国会・九州会）がありますが、「ＪＰＡＡ知財サポートデスク」で受け
付けた相談は、その相談内容に応じて、本センターと各地域会が連携して適切に対応してい
きます。

　（２）外部団体からの要望に沿った中小企業支援
　外部団体（総務省、特許庁、中小企業庁、日本商工会議所、金融機関等）からの個別の要
望に沿った中小企業支援を行うことで、中小企業の現状に即した効果的な支援を行います。
　昨年度は、総務省からの要望を受けて「Beyond 5G 時代に向けた戦略的な知財・標準化、
事業化等促進支援プロジェクト」における支援弁理士を派遣したり、特許庁からの要望を受
けて「山梨県よろず支援拠点（相談窓口）」の相談対応者向けの合同研修の講師を派遣しま
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した。また、中小企業大学校 Web 校からの要望を受けて「中小企業支援に携わる方を対象
にしたセミナー」の講師を派遣したり、日本商工会議所からの要望を受けて「日本商工会議
所ＨＰの中小企業向け知財特設ページ」に掲載する中小企業向けのコンテンツを提供しまし
た。
　本年度は、日本商工会議所と連携した中小企業支援事業や、日本ベンチャーキャピタル協
会と連携したスタートアップ支援事業を行っていきたいと考えています。

　（３）特許庁やＩＮＰＩＴによる中小企業支援事業への協力
　日本弁理士会は、特許庁が行っている「知財ビジネス評価書・知財ビジネス提案書」の事
業に協力しています。本センターでは、センター内に「知財ビジネス評価書対応ＷＧ」を設
置し、知的財産を活用している中小企業について、知財を切り口とした事業性評価を実施し
てみようとする金融機関を対象とした、知財ビジネス評価書・知財ビジネス評価書を作成す
る事業を行っています。
　また、日本弁理士会は、特許庁とＩＮＰＩＴが主催する「知財総合支援窓口」の事業に協
力しています。本センターでは、センター内に「知財総合支援窓口対応チーム」を設置し、
各都道府県に派遣する窓口派遣専門家（弁理士）の推薦を行っています。
　また、日本弁理士会は、特許庁が行っている「Ｉ－ＯＰＥＮ」事業にも、Ｉ－ＯＰＥＮア
ンバサダーとして協力しています。本センターは、特許庁デザイン経営プロジェクトチーム
と連携し、「ＮＥＸＴ　Ｉ－ＯＰＥＮＥＲ」が社会課題を知財で解決できるように、知財の
活用について必要な支援を行います。

　（４）弁理士知財キャラバン
　日本弁理士会（本センター）では、中小企業やスタートアップ企業を直接支援する事業と
して、２０１５年度から「弁理士知財キャラバン」を行っています。この「弁理士知財キャ
ラバン」では、新規事業の立ち上げや販路開拓等に悩みを抱えている中小企業・スタートアッ
プ企業を対象に、特許・デザイン・ブランド・コンテンツ・製造ノウハウなどの知的財産を
活用して円滑に経営戦略を実行できるよう、知的財産の専門家である弁理士が企業を訪問し、
課題の抽出とその解決策の提案等を行い、知財経営コンサルティング支援を行います。

　（５）ＪＰＡＡ知財塾
　日本弁理士会（本センター）では、中小企業やスタートアップ企業の経営者・知財担当者
を対象とした中級者向けセミナー事業として、「ＪＰＡＡ知財塾」を行っています。この「Ｊ
ＰＡＡ知財塾」では、知財の重要性について理解しているものの、自社の業務の中で具体的
に何をすればよいか悩ましく思っている中小企業やスタートアップ企業の経営者・知財担当
者に対して、技術開発、商品開発や営業開拓等に活用できる、事業に役立つ知財活動をご紹
介するセミナーを実施しています。

　（６）将来の新たな中小企業支援に向けた検討
　本センターでは、センター内にプロジェクトチームを設置し、「事業承継における知財価
値評価」や「スタートアップ特化型価値評価」について検討をしています。将来、これらの
プロジェクトチームの検討結果を活かして、新たな中小企業支援事業を行うことができれば
と考えています。

特集／「日本弁理士会の中小企業支援施策」について
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【知財授業】栃木県立宇都宮工業高等学校
1. 日　時 : 令和４年４月２０日（水）１３：３５～１４：２５
2. 会　場 : 栃木県立宇都宮工業高等学校
3. 対　象 : １学年８クラス　３２０名＋教員多数
4. 講　師 : 栃木委員会委員　亀崎伸宏
5. 内　容 :
　宇都宮工業高等学校は、文部科学省から、専門的職業人の育成を図る「スーパー・プロフェッ
ショナル・ハイスクール」に指定されたことがある学校になります。外部講師による講義をい
くつも組み込んだ充実したカリキュラムとなっており、その第１回目の講義として招かれまし
た。
　授業は「知的財産権」の全般の理解を目的とし、座学形式で具体例を多く取り扱いました。
地元ネタとして、ゆるキャラⓇのとちまるくんⓇ、とちおとめ、スカイベリーⓇ、栃木県内の
地域団体商標、ＧＩの新里ねぎ、栃木県優良デザイン商品のＴマーク等を取り上げたこともあ
り、また、入学して間もないこともあってなのか、多くの生徒さんたちが真剣にメモをとって
いたことが印象的でした。

栃木委員会委員　亀崎伸宏

7月までの支援活動1
7 月までの支援活動 / 関東会

関 東 会関 東 会



2022 年 7 月号（№ 229）　7

7 月までの支援活動 / 東海会

「弁理士無料出張相談会」( 株 ) サイエンス・クリエイト　Startup Garage 主催
１．日　時；令和 4 年 6 月 14 日（火）14：00 ～ 14：30
２．場　所：豊橋サイエンスコア 1F　Startup Garage
３．対　象：起業家
４．担　当：東三河地区委員会
５．内　容：
　相談件数 1 件
　（１）自らした商標登録出願に対して拒絶理由通知への対応はどのようにしたらよいか？

・出願商標と引用商標との類否判断に基づき否類似であることの反論を行うことを説明
・その他、著作権、特許、意匠等の他の知的財産権の扱いもあわせて説明

　今回の相談は、本格的な事業開始前に商標出願しており、手順としては正しかったのですが、
知的財産制度の知識が少なかったため、商標に限らず、著作権制度、特許制度、意匠制度等、
知的財産に関連する法律・制度について簡単ではあるが一通り説明しました。その中で、弁理
士がどのような仕事をしているのかについて理解を深めてもらえたのではないかと思います。
　また、新規事業を開始するに当たり、知的財産をどのように保護し、事業にどのように役立
てていくのかについても説明したところ、理解いただき今後の弁理士との関わりについても
ハードルを下げることが出来たのではないかと感じました。

東三河地区委員会　西川隆記

東 海 会東 海 会
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「学生向け知財講義」学校法人　名古屋モード学園
1. 日　時 : 令和４年５月３０日（月）１２：３０～１４：００
2. 場　所 : 学校法人 名古屋モード学園（名古屋市中村区名駅 4-27-1）
3. 対　象 : 最高学年生　２４０名
4. 講　師 : 教育機関支援キャラバン隊　隊員　前田大輔
5. 内　容 :
　昨年度に引き続き、本年度も知的財産権法関連の講義依頼を頂きました。ご依頼内容に基づ
き、下記学科所属の学生を対象として知財全般について講義を行いました。
　内容としては、例年通り、知財全般、意匠法・商標法・著作権法の基礎とし、昨今ニュースとなっ
た時事ネタも織り交ぜ、知財の基本的事項を解説しました。また、作り手の立場から、今後モ
ノづくり・コトづくりに携わる者が知財の知識を得ておくメリットについても説明しました。
昨年は、資料が増えてしまい最後まで十分に解説ができなかったことから、今年は、見てもら
えば内容が把握できるスライドについては詳細の説明は省略し、追って配布する講義資料での
確認をお願いしました。
　毎年のことですが、生徒さん達皆様熱心に聞いてくれていたように感じました。また次年度
も依頼があれば要対応と考えます。

受講した学生の所属学科：
　スタイリスト学科、メイク学科、美容学科、ヘア・メイクアップアーティスト学科、ファショ
ンデザイン学科、ファション技術学科、ファッションビジネス学科、インテリア学科、グラフィッ
ク学科

教育機関支援キャラバン隊　前田大輔

7 月までの支援活動 / 東海会
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「知的財産特別授業」愛知県立岡崎商業高等学校
１．日　時：令和４年６月８日（水）１３時２５分～１５時１５分
２．場　所：愛知県立岡崎商業高等学校
３．対　象：高校３年生１クラス８名
４．講　師：日本弁理士会東海会　教育機関支援キャラバン隊　隊員　伊藤正典
５．内　容：
　主にネット環境において、「他者の著作権を侵害しない」および「他者の著作物を適正に利
用する」ための知識を得てもらえるよう、事例を中心に話しました。現在、生徒たちは課題研
究ということで各自オリジナルの動画作成に取り組んでおり、完成した動画をネットにアップ
することも目標にしているため、非常に熱心に聞いてくれました。講義の終盤では、実際に作
成途中の課題研究動画を全員で見ながら、現状の問題や今後生じ得る問題を話し合うこともで
きました。
　また、以下に挙げるように、当初予想していなかった非常にリアルな質問が多く出ました。

・動画中の動画の引用について（正当な範囲、区別の仕方、出所の表示の仕方）
・インスタグラムのストーリーズ機能（一定期間で動画や画像が削除される）における侵害

行為について
・著作者から許諾を受けたであろう投稿者（一次投稿者）の動画を利用する場合も許諾が必

要か？またその場合に許諾を受けるべき者は誰か？
・校内の文化祭でコスプレした生徒が写って（映って）いる写真（動画）をアップするのは

ＯＫか？
・ダンス動画をアップする際、音源の著作権は問題になるか？
・違法に作製されたコスプレ衣装の購入は問題があるか？
・「転載禁止」と表示されたコンテンツも引用できるか？

　講義資料としては、既存の教育機関支援機構のコンテンツ（名市大講義用資料および東海会
ＨＰにアップされている「著作物の利用」など）をベースに事例を追加しましたが、先生およ
び生徒の関心は非常に高く、ネットに特化した著作権講義の内容の拡充が必要と感じました。
　また、「ネット関連の著作権」講義を知財教育のきっかけとして売り込み、新規支援先の開
拓およびその他の知的財産権の教育に繋げることも有効なのではないかと思います。

講義の様子

教育機関支援機構　副機構長　伊藤正典

7 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」姫路市立中寺小学校
１．日　時：令和４年５月２５日（水）　１３：４５～１４：３０
２．場　所：姫路市立中寺小学校 
３．対　象：６年生２クラス５６名
４．講　師：古田昌稔会員、水田愼一会員
５．内　容：
　今回、我々が訪問した姫路市立中寺小学校は、ＪＲ播但線の沿線の長閑な農村地帯にある小
学校でした。
　最初の挨拶で、私が、「姫路城の近くで生まれて、姫路市内の○○小学校を卒業しました」
という自己紹介をすると、児童たちは、歓声を上げてくれました。
　授業の導入部で、我々が、チャッピー（バネ入りのリスのぬいぐるみ）に複雑な動きをさせて、

「チャッピー君は、何で、こんな動きをすることができるのかな？」と尋ねると、児童たちは、
スムーズに、「バネが入っているから」という正解を答えてくれました。児童たちの積極的な
発言から、この学校の児童たちは、伸び伸びと育てられていると感じました。
　授業の本編が始まって、司会の古田会員が、「発明って、何か分かる人はいますか？」と尋
ねると、ここでも、スムーズに、「今までに無かったものを作ること」という回答が返って来
ました。また、古田会員の「エジソンの発明には、どんなものがあるでしょうか？」という質
問に対しても、「電球」については、直ぐに、答えてくれましたし、「蓄音機」についても、「レ
コードのようなもの」という回答をしてくれました。児童たちの非常に積極的な発言が目立ち
ました。
　一方、特許権と弁理士の仕事について説明するための寸劇の途中で行った、「苦労して作っ
た博士の発明品と、それを真似した怪人Ｘの模倣品のどちらを買いますか？」という質問に対
しては、「安い模倣品の方が良い」という、播州人の特性が現れた回答をした児童が多かった
です。「流石に、私と同郷の子供たちだなあ」という印象を持ちました。
　それでも、授業の終わりでは、「やっぱり、博士が可哀そう！」という発言をした児童たち
が多くなりました。
　この授業によって、児童たちが、「アイデアは、尊重しないといけない」ということや、「世
の中には、アイデアを守る特許制度がある」ということを、理解してくれたと感じました。

 　 
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　水田愼一

7 月までの支援活動 / 関西会
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「知的財産特別授業」大阪市立三軒家西小学校
１. 日　時：令和４年５月２０日（金）　９：４５～１０：３０
２. 場　所：大阪市立三軒家西小学校 
３. 対　象：６年生 1 クラス３０名
４. 講　師：齊藤整会員、古澤寛会員
５. 内　容：
　大阪市立三軒家西小学校を訪問し、知財授業を行って参りました。三軒家西小学校は、大正
区の北部に位置し、ＪＲ環状線の大正駅から徒歩３分ほどの街なかにあります。近くを流れる
尻無川を挟んで北側には、雄々しい大阪ドームが臨めます。
　授業では、はじめに、司会進行役の齊藤会員が、「発明」と「弁理士」について簡潔に説明
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・問題点を具体的に伝えたうえ
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。皿とその上に
位置するカップとが一体化されたものや、シャンプー液が上に飛び出すシャンプーボトル、自
立型アンブレラなど、様々なアイデアが活発に出されました。肩ブレラと同じような発想のア
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、司会進行役を齊藤会員が担当し、「サラカッ
プル」を発明したエフ博士役を古澤会員が担当し、「サラカップル」を模倣して安価に販売す
る怪人Ｘ役は、同校の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、エフ博士から本物を買
うとの意見が多数でしたが、怪人Ｘから安く買うという意見も少数ながらありました。
　今回の授業を通して、生活・社会をより良くする営みとして、発明など知的財産を創り出す
ことや、それを価値ある財産として守ることの大切さに、児童たちには触れてもらえたのでは
ないかと思います。

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　古澤寛

7 月までの支援活動 / 関西会
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「知的財産特別授業」大阪市立小林小学校
１．日　時：令和４年６月７日（火）　１０：４０～１２：２０
２．場　所：大阪市立小林小学校
３．対　象：６年生１クラス２８名
４．講　師：藤本好信会員、赤岡和夫会員
５．内　容：
　今回、私たちが訪問した大阪市立小林小学校は、周りを木津川、尻無川などに囲まれた、Ｊ
Ｒ環状線および大阪メトロ長堀鶴見緑地線の大正駅から３ｋｍ弱のところにある臨海部の小学
校でした。
　最初の挨拶で、赤岡会員が「弁理士のことを知っているお友達はいますか？」と質問をした
ところ、手を挙げた子どもたちはいませんでした。やはり、まだまだ知財制度や弁理士制度の
普及活動を続ける必要があるのだなと感じました。
　工作授業では、児童の皆さんに、工作室の６つのテーブルに４，５人ずつ分かれて座っても
らいました。工作材料として、児童一人一人にビー玉を２０個、工作用紙を２枚、ステンレス
製のお皿を１つ配りました。また、それぞれのテーブルには、セロハンテープ台を１つ置いて
もらいました。さらに、各テーブルに小型の回転台を１つずつ配り、「このセロハンテープは
皆さんで共用して使います。そういう時は、回転台にセロハンテープを乗せれば、どちらの方
向からでも使うことができて便利ですよね。」と説明をしました。そして、「今日は皆さんに、
この回転台を作ってもらおうと思います。使えるものは、皆さんにお配りした工作材料とセロ
ハンテープ、そしてハサミだけです。回転台を作るときに解決しないといけない問題点はこれ
から説明します。皆さん、問題点を解決できるように工夫して、上手く回るものを作ってくだ
さい。」と説明をし、今日の目標を伝えました。
　問題点を説明した後、工作開始の号令を掛けると、すぐに作り始める子、はじめは何をした
ら良いのかよく分からない子がいました。しかし、問題解決のために工夫をした子の作品を紹
介し、子どもたちに向けて、「ここは上手くいっているね。でも、ここがもう少しかな？どう
改良すればもっと良くなるかな？」と問い掛けると、子どもたちの創作意欲が刺激されたよう
で、それをヒントに次々と新しい工夫が生まれるようになりました。工作授業は２時限分の時
間があったので、終わりの方には立派に問題点を解決し、作品を完成させた児童もいました。
　授業が終わりの時間となり、「完成できてないお友達は、是非家に持って帰って完成してく
ださい。」とお願いした後、児童たちは皆で協力して片付けをし、進んで掃除をしてくれました。
とても素直で行儀の良い子どもたちばかりで、将来が楽しみだなと感心してしまいました。

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　藤本好信

7 月までの支援活動 / 関西会
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支援活動一覧表（8 月から）2
2.　支援活動一覧表（８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。

 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）

岩手

22.08.17 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 野崎俊剛

22.09.14 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 村雨圭介

22.10.12 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 丸岡裕作

22.11.09 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 東田潔

22.12.14 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 村雨圭介

23.01.18 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 野崎俊剛

23.02.08 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

23.03.08 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 丸岡裕作

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 22.09.15 めぶき FG ものづくり企業フォーラム
2022 つくば国際会議場 茨城委員会委員

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 ～
22.03.31

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

毎月第 1 水曜日 
13:00 ～ 16:00

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 

若田充史

毎月第 4 火曜日 
13:00 ～ 16:00

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

毎月第1・第3水曜日 
13:00～16:00

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 
山川啓 
浅井淳

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
22.08.03 常設知的財産相談室 北陸会事務所 宮田誠心

22.08.24 常設知的財産相談室 北陸会事務所 木森有平
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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

毎月第 3 火曜日 
13:00 ～ 16:00

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
偶数月第 2 火曜日 
13:00 ～ 16:00

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 相田悟 

高橋昌義

毎月第1・第3木曜日 
13:00～16:00

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

田久保泰夫 
加藤義博 
日向麻里 
浅井淳 
加藤義博 
高松武生 
高橋洋平

毎月第 1 火曜日 
13:00 ～ 16:00

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

東京

毎週月～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

毎月第 2 木曜日
9:30 ～ 12:30 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

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 

22.04.01 ～
23.03.31 令和4年度台東区商工相談 台東区中小企業振興センター

竹澤誠 
吉田信彦 
澁川喜和夫 
藤岡茂

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
保坂俊 
本谷孝夫

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

本谷孝夫 
三原秀子

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 深澤潔 

本谷孝夫
22.09.03 第3回暮らしと事業の無料相談会IN杉並 杉並区立産業商工会館　展示場 東京委員会委員

委員
22.09.17 第27回「暮らしと事業のよろず相談会」 新宿駅西口広場イベントコーナー 東京委員会委員

22.09.23 第8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
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

22.11.26 第11回事業と暮らしの無料相談会
(武蔵野三鷹) 武蔵野スイングホール 東京委員会委員

委員

神奈川
毎月第2・第4金曜日  
13:00～16:00

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

青木充 
鈴木健治 
後藤仁志 
山口康明 
西山恵三 
三宅康雅 
高原千鶴子 
藤巻正憲  
金子正彦  
大野玲恵

毎月第 2 木曜日 
13:30 ～ 16:30 令和4年度知財相談窓口（IDEC） (公財)人横浜企業経営支援財団相

談窓口 青木充 

山梨 毎月第 2 火曜日 
13:00 ～ 16:00

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 
堀内正優 
深澤潔 
望月義時
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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）　 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 ) 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）
※状況により相談方式の変更あり

九州会事務所 九州会所属弁理士

2.　支援活動一覧表（８月から）／相談
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 講　演

東北会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

岩手 ６月～８月
（調整中） 令和４年度いわて知的財産権セミナー 岩手県釜石市内（岩手県沿岸広域

振興局内） 東田潔

秋田 22.11.19 大館少年少女発明クラブでの知財授業 大館郷土博物館 齋藤昭彦
野崎俊剛

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）

茨城
22.08.06
22.08.07
22.08.20
22.08.21

ひたちなか少年少女発明クラブ 岩永勇二
荻弥生

栃木 22.07.14 または
22.09.01 知的財産特別授業 栃木県立足利工業高等学校 高原千鶴

岩崎孝治
千葉 23.01.12 知的財産特別授業 東海大学付属市原望洋高等学校 高橋洋平

金子正彦

東京

22.08.14
22.09.11 発明工作授業 江戸川区子ども未来館

伊藤夏香
竹澤誠
バーナード正子 
佐々木克哉 

22.08.19 知的財産特別授業 タイドーム明石
根岸宏子
藁科えりか
太田努 

22.08.28 まちだキッズアントレプレナープログラ
ム  発明教室

町田新産業創造センター１階イベ
ントスペース

三原秀子 
徳本浩一 
遠田利明

22.09.04 発明工作授業 こども創造キャンパスひなた村 高原千鶴子
上田精一

22.12.12 ～
22.12.22 の
いずれか 1 日

知的財産特別授業 東京都立工芸高等学校 鈴木康介 
岩崎孝治

神奈川

22.07.06 ～
22.08.03

令和４年度かわさき知的財産スクール
（後援） 川崎産業振興会館

22.07.29　または　
22.08.02 発明工作授業 横浜市十日市場地域ケアプラザ 岩永勇二

22.08.08 または
22.08.17 知的財産特別授業 神奈川県立柏陽高等学校 川嶋聡

22.08.18 ～
22.08.31 
のいずれか 1 日

発明工作授業 横浜市泉区民文化センター 美川公司  
太田努

22.08.20 発明工作授業 横浜市市民活動支援センター「み
どりーむ」 遠田利明

2.　支援活動一覧表（８月から）／講演

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
22.08.08 商標法・意匠法セミナー 札幌弁護士会館 岩崎孝治

22.08.09 特許法セミナー 札幌弁護士会館 太田清子
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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
22.10.21 静岡県立富士宮北高等学校における知財

授業「知財活用について」 静岡県立富士宮北高等学校 静岡県委員会委
員

22.11.25 静岡県立富士宮北高等学校における知財
授業「知財活用について」 静岡県立富士宮北高等学校 静岡県委員会委

員

愛知

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

22.08.03 碧南市ものづくりセンターにおける知的
財産授業 碧南ものづくりセンター 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
22.09.24 休日パテントセミナー in 名古屋 名古屋商工会議所 福嶋亨 

野崎洋平

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－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 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－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 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－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 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

22.10.22 休日パテントセミナー in 名古屋 名古屋商工会議所 3F 第 5 会議室 森加泰 
立石克彦

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 伊藤正典

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 伊藤正典

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

22.11.19 休日パテントセミナー in 名古屋 名古屋商工会議所 3F 第 5 会議室 前田祥吾
二宮佳亮

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 教育機関支援機
構運営委員

2.　支援活動一覧表（８月から）／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）

神奈川

22.08.25 
22.10.27 
22.12.22 
23.02.16

図書館で学ぶ知的財産講座 神奈川県立川崎図書館カンファレ
ンスルーム

金子正彦 
石塚良一 
山口康明 
佐藤高信 
西山恵三 
鈴木健治 
高木康志 
岩永勇二

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
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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

22.12.15
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 教育機関支援機
構運営委員

22.12.15 中小企業のための知財経営サロン in 春日
井 春日井商工会議所 知的財産支援委

員会
22.12.17 休日パテントセミナー in 名古屋 名古屋商工会議所 3F 第 5 会議室 岡田康一

柴田浩貴

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 教育機関支援機
構運営委員

23.01.14 休日パテントセミナー in 名古屋 名古屋商工会議所 3F 第 5 会議室 今井邦博
朝倉美知

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

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
22.10.28 知的財産特別授業 滋賀県立瀬田工業高等学校 岸本忠昭

道坂伸一
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
大阪 22.10.25 知的財産特別授業 泉南市立新家小学校 飯田淳也

向林伸啓

2.　支援活動一覧表（８月から）／講演
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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）

岡山 調整中 知的財産授業 津山工業高等専門学校 舩曵崇章

広島 調整中 知的財産セミナー 広島県発明協会 舘佳耶

山口 調整中 知的財産授業 大島商船高等専門学校 保坂幸男

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）

高知 8 月下旬 知的財産セミナー ( デジタル×知財 ) Zoom オンライン 上羽秀敏

2.　支援活動一覧表（８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

22.08.10 令和４年度知的財産実務者育成セミナー
第 3 回 福岡県中小企業振興センター 山下滋之

22.08.25 令和４年度知的財産実務者育成セミナー
第 4 回 福岡県中小企業振興センター 山野有希子

22.10.06 令和４年度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 布施哲也

22.10.20 令和４年度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 山野有希子

22.11.02 令和４年度知的財産実務者育成セミナー
第 9 回 福岡県中小企業振興センター 小木智彦

支援センター
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

香川 22.9.30 高専生向け知的財産セミナー（概要編） 香川高等専門学校　高松キャンパ
ス 村上武栄



20　2022 年 7 月号（№ 229）

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 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

22.09. ～ 22.12 千葉工業大学寄附講座 千葉工業大学

浅井淳 
相田悟 
堀宏光 
角田朗 
山川啓

22.10.03 ～
22.11.11 千葉県児童生徒・教職員科学作品展（後援）千葉県総合教育センター

22.10.05 千葉県児童生徒・教職員科学作品展審査会 千葉県総合教育センター 吉田信彦

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

22.05.09 ～
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 22.08.02 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

山梨
22.08.15 ～
22.09.30

令和４年度やまなしイノベーション創出事
業費補助金審査 堀内正優

2022.07 
2022.09

令和4年度中小企業等外国出願支援事業
審査委員会 (公財)やまなし産業支援機構 久保雅裕

 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 22.12.03 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

2.　支援活動一覧表（８月から）／その他

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

22.07.19 ～
22.08.31 サイエンスパーク・オンライン ウェブ開催

22.08.04 サイエンスパーク・体験教室 札幌エルプラザ 北海道会所属弁
理士

22.08.30 令和 4 年度地方発明表彰（選考会） ホテル札幌ガーデンパレス 大窪智行

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）

山形
22.08.24 令和４年度地方発明表彰地方選考委員会 ホテルメトロポリタン山形 佐藤司

22.11.16 令和４年度地方発明表彰式 ホテルメトロポリタン山形 黒沼吉行

福島
22.09.21 第 74 回郡山市発明工夫展審査会 郡山市役所 鈴木俊二

22.10.25 第 74 回郡山市発明工夫展表彰式 郡山市役所 鈴木俊二
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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 22.10.22 第 46 回　京都府内小・中・高校創造性
コンクール 表彰式 京都リサーチパーク 宮澤岳史

大阪 22.11.06 第 51 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

兵庫
22.10.19 令和 4 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 小林恵

22.10.30 令和 4 年度兵庫県学生児童発明くふう展　
表彰式 兵庫県立工業技術センター　 楠屋宏行

奈良 22.08.27 夏休み工作教室 奈良県立図書情報館
光明寺大道
奈良地区会運営
委員

和歌山
22.10.25 第 54 回私たちのくふう展 審査会 フォルテワジマ 久保田静男

22.10.29 第 54 回私たちのくふう展　表彰式 フォルテワジマ 久保田静男

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）

佐賀 22.08.26 令和４年度地方発明表彰
九州ブロック（佐賀） グランデはがくれ 下井功介

2.　支援活動一覧表（８月から）／その他
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支援活動一覧表（7月分）3
3.　支援活動一覧表（７月分）／相談

 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）

岩手 22.07.20 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 東田潔

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

公益社団法人埼玉県農林公社・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

22.07.05 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 

22.07.06 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 

22.07.06
22.07.20

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 
22.07.07
22.07.21

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 田久保泰夫

加藤義博

22.07.19 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 

22.07.26 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 加藤義博 

東京

毎週月～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

22.04.01 ～
22.03.31 令和4年度台東区商工相談 台東区中小企業振興センター

竹澤誠
吉田信彦
澁川喜和夫
藤岡茂

22.07.14 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 濱田修 

22.07.14 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 斎藤理絵 

22.07.19 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 森山朗 

22.07.22 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 高原千鶴子 

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 22.07.13 常設知的財産相談室 北陸会事務所 宮本一浩
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3.　支援活動一覧表（７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

22.07.08
22.07.22

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

藤巻正憲
砂場哲郎

22.07.14 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 

22.07.23 14士業合同相談会（神奈川県弁護士会） 神奈川県弁護士会館 樋口正樹
荒井滋人

山梨 22.07.12 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 望月義時 
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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

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

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）
※状況により相談方式の変更あり

九州会事務所 九州会所属弁理士

3.　支援活動一覧表（７月分）／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）

京都府北部：舞鶴商工会議所
京都府中部：担当弁理士の事務所
又はオフィス ‐ ワン四条烏丸
京都府南部：京田辺市商工会館

京都地区会所属
弁理士

大阪
月～金 
(10:00 ～ 12:00、
14:00 ～ 16:00）

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 関西会事務所 関西会所属弁理

士

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（７月分）／講演

 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）

栃木 22.07.14 または
22.09.01 知的財産特別授業 栃木県立足利工業高等学校 高原千鶴子

岩崎孝治

東京

22.07.08 BOB セミナー たましん事業支援センター
[ Ｗｉｎセンター ]

森山朗
他東京委員会委
員

22.07.10 発明工作授業 江戸川区子ども未来館 小屋迫利恵
伴久仁彦

22.07.12 知的財産特別授業 東京都立八王子桑志高等学校 深澤潔
太田努

22.07.22または
22.07.25 発明工作授業 世田谷区立深沢小学校 播磨里江子

原田潤子

22.07.29 知的財産セミナー 中小機構 BusiNest セミナールー
ム（東大和市） 大牧稔

神奈川 22.07.29または
22.08.02 発明工作授業 横浜市十日市場地域ケアプラザ 岩永勇二 

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

22.07.05
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 教育機関支援機
構運営委員

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 教育機関支援機
構運営委員

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

22.07.29 知財ザックバラン隊事業「知財トークイ
ベント in 名古屋工業大学」 名古屋工業大学 知的財産支援委

員会
22.07.22 知財支援フォーラム in 長野 ホテルメトロポリタン長野 前田大輔

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 22.07.16 八戸市少年少女発明クラブでの知財授業 八戸市視聴覚センター 三浦誠一
坪淳一

岩手 6月～8月
（調整中） 令和４年度いわて知的財産権セミナー 岩手県釜石市内（岩手県沿岸広域

振興局内） 東田潔
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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）

高知 22.07.01 知的財産セミナー ( 著作権 ) Zoom オンライン 城田晴栄

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

22.07.01 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
竹内美保

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

22.07.14 令和４年度知的財産実務者育成セミナー
第 1 回 福岡県中小企業振興センター 羽立幸司

22.07.27 中小企業のリアルな事例から学ぶ経営の
ための知財戦略セミナー 博多駅周辺の会議室 坪内寛

22.07.28 令和４年度知的財産実務者育成セミナー
第 2 回 福岡県中小企業振興センター 山下滋之

支援センター
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 22.07.11 高専生向け知的財産セミナー（オリジナ
ル編） 舞鶴工業高等専門学校 大西正夫

岡山 22.07.22 高専生向け知的財産セミナー（概要編） 津山工業高等専門学校 舩曵崇章

山口 22.07.06 高専生向け知的財産セミナー（概要編） 大島商船高等専門学校 保坂幸男

3.　支援活動一覧表（７月分）／講演

経営センター
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 22.07.11

頑張る宿泊、観光、飲食、商店街応援セ
ミナー
～マスコットキャラクター、ネーミング、
ロゴマークの作り方 ( 商標権 ･ 意匠権 )
と発信～

オンライン 中川裕幸

福島 22.07.11、13 知的財産特別授業 福島県立郡山商業高等学校 鈴木俊二
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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 22.07.04 令和4年度栃木県中小企業等外国出願支
援事業助成金審査委員会

とちぎ産業交流センター 2 階 
第 4 会議室 森本敏明 

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

千葉 22.07.15 千葉工業大学 千葉工業大学津田沼キャンパス 八木田智
高橋昌義 

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

22.05.09 ～
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

神奈川

22.07.05
22.07.12
22.07.19
22.07.26

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 

22.07.06 ～
22.08.03

令和４年度かわさき知的財産スクール（後
援） 川崎産業振興会館

22.07.28 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

栗田由貴子
大野玲恵

山梨 22.07
22.09

令和4年度中小企業等外国出願支援事業
審査委員会 ( 公財 ) やまなし産業支援機構 久保雅裕 

 その他

3.　支援活動一覧表（7 月分）／その他

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 22.07.19 ～
22.08.31 サイエンスパーク・オンライン ウェブ開催

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(イベント）「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

兵庫 22.07.09
弁理士の日記念事業「ひんやり！涼しさ
の科学　くふうしてもっと涼しくなろ
う！」

オンライン
吉岡亜紀子
兵庫地区会運営
委員
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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！


