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特 集 弁理士の日記念事業について（関東会）

関東会　令和４年度「弁理士の日」記念事業
弁理士の日記念イベント２０２２　～ふれよう楽しもう身近な知財～

関東会　弁理士の日記念イベント実行WG　WG長　亀崎伸宏
１．日　時：令和４年７月１６日（土）１０：００～１７：００
２．会　場：イオンレイクタウン kaze 翼の広場
  　　　　　（埼玉県越谷市レイクタウン４丁目２番地２）
３．イベント内容
３－１．ステージイベント：村木風海氏によるトークショー
　　　　　　　　　　　　　キャラメルマシーンによるマジックショー
　　　　　　　　　　　　　はっぴょん・コバトンとのマスコットグリーティング＆撮影会
　　　　　　　　　　　　　電子紙芝居＆アニメの上映
３－２．常 設 イ ベ ン ト ：オリジナル謎解きゲーム
　　　　　　　　　　　　　パネルによる展示コーナー
　　　　　　　　　　　　　知的財産相談コーナー
４．後　　援：関東経済産業局、埼玉県、（公財）埼玉県産業振興公社、越谷市、
　　　　　　　越谷市教育委員会、越谷商工会議所、埼玉県商工会連合会、
　　　　　　　（一社）埼玉県発明協会

５．はじめに
　「ふれよう楽しもう身近な知財」をテーマに、大人から子どもまでが楽しみつつ、本イベントを
通して、特許や商標といった知財の重要性について理解を深め、弁理士の役割について知っても
らうことを目的として、本イベントを行いました。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、一昨年は開催中止となり、昨年はオンライン
開催となりました。今年はリアル開催に向けて、例年よりも早い時期から弁理士の日記念イベン
ト準備ＷＧを立上げ、途中から弁理士の日記念イベント実行ＷＧに切り替えて準備を進めました。
　当ＷＧにおきましては、埼玉委員会での検討と並行して、弁理士の日記念イベントの内容につ
いて検討を重ねました。
 
６．イベント内容詳細
６－１．司会
　ナレーターの尾形文野氏が担当しました。

特集／弁理士の日記念事業について（関東会、東海会、関西会）
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６－２．村木風海氏によるトークショー
　「地球を守り、火星を拓く若き化学者」である村木風海氏によるトーク＆化学実験パフォーマン
スを行いました。
　村木氏の発明品である二酸化炭素回収装置「ひやっしー」の紹介等を通じて、地球温暖化及び
その対策、並びに弁理士及び知財を学ぶ機会が提供されました。

（参加者：１回目１５５人、２回目１５０人）

 ６－３．キャラメルマシーンによるマジックショー
　コメディーマジシャンコンビのキャラメルマシーンのお二人によるサイエンスマジックショー
を行いました。
　スケッチブックからボウリングのボールが出てくる Kevin James 氏が発明したマジックや、キャ
ラメルマシーンが使用する商標「知育マジック」の紹介等を通じて、弁理士及び知財を学ぶ機会
が提供されました。

（参加者：１回目２０４人、２回目１９４人）

６－４．はっぴょん・コバトンとのマスコットグリーティング＆撮影会
　日本弁理士会のマスコットであるはっぴょん、及び埼玉県の特命宣伝部長のコバトンとのマス
コットグリーティング＆撮影会を行いました。
　はっぴょんを通じて、弁理士の認知度の向上が図られました。

特集／弁理士の日記念事業について（関東会、東海会、関西会）
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（参加者：１回目６３人、２回目７８人）
 
６－５．電子紙芝居＆アニメの上映
　ステージでのイベントの合間に、ステージに設置されているモニターを利用して、「パン職人レ
オ君の物語」及び「発明王ニバンセンジ」を上映しました。これらのコンテンツを通じて、知財
を学ぶ機会が提供されました。

■パン職人レオ君の物語
　第一章　https://youtu.be/NYnJb7x47pY
　第二章　https://youtu.be/stbuAmYk0IM
　第三章　https://youtu.be/LhVcPKCS2_Y
■発明王ニバンセンジ
　#1　https://youtu.be/r0FA2ZONAvQ
　#2　https://youtu.be/Fs3uglhpS3E
　#3　https://youtu.be/7wHTOJ5UF0A
　#4　https://youtu.be/8Kqbwz1aKCI
　#5　https://youtu.be/A18YApe_psI

（参加者：１０５人）

６－６．オリジナル謎解きゲーム
　「はっぴょんからの挑戦状　～謎を解いてお宝をＧＥＴしよう～」と題した冊子によるオリジナ
ル謎解きゲームを行いました。このゲームを通じて、弁理士や知財に関連するキーワードに慣れ
親しむ機会が提供されました。

（参加者：２６３人）

特集／弁理士の日記念事業について（関東会、東海会、関西会）
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６－７．パネルによる展示コーナー

　日本弁理士会の季刊誌パテント・アトーニーの人気連載記事である「ヒット商品を支えた知的
財産権」をパネルにして展示しました。ヒット商品を通じて、知財を学ぶ機会が提供されました。

■ヒット商品はこうして生まれた！
　ヒット商品を支えた知的財産権
　https://www.jpaa.or.jp/info/hit_item/

       （参加者：１４８人）

 
６－８．知的財産相談コーナー
　知的財産や弁理士に関する質問を受け付ける知的財産相談コーナーを設置しました。

（参加者：４人）

７．最後に
　総勢１，３６４名の方にご参加いただき、盛
大なイベントとして無事に終えることができ
ました。本イベントに関係した皆様には深く
感謝申し上げます。本当にありがとうござい
ました。

特集／弁理士の日記念事業について（関東会、東海会、関西会）
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東海会　令和４年度「弁理士の日」記念事業
「弁理士の日記念フェスタ２０２２～わくわく知財タウンへようこそ～」

東海会　知的財産権制度推進委員会　委員長　朝倉美知
１．概要

（１）日時：2022 年 7 月 3 日（日）11:00 ～ 16:30
（２）場所：イオンモール名古屋茶屋（センターコート＆ガーデンコート）
（３）協力：名古屋少年少女発明クラブ（名古屋市）、名古屋税関

２．はじめに
　東海会では、毎年 7 月上旬に、「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
ています。本フェスタは、「弁理士の知名度アップと
知的財産制度の普及を促す」ことを目的に、休日に
たまたま会場となる商業施設に足を運んだ方にアプ
ローチを図るものです。そもそも「弁理士の日記念
フェスタ」というイベントへの参加を目的としてい
ない方へのアプローチとなるため、まずは、こっち
を向いてもらうことが必要になります。本年度は、
小さな「なあに」に興味を持ってもらおう、という
テーマを掲げ、空気砲による渦輪の発生の体験やパ
ラボラ電話の体験、身の回りにある商標を探すこと
で商標について知ってもらうための「商標を探そう」
のイベント、また、これらを題材にしたクイズラリー
等を行いました。

３．イベントの内容
（１）バルーンアートで遊ぼう
　バルーンアートで遊ぼうは、本イベントの参加者
を呼び込むための作戦イベントとして実施したもの
です。上述のとおり、イオンのような会場でイベン
トを実施する際には、来場者は私たちのイベントを
目的にイオンへ来るというわけではなく、私たちの
イベントが何なのかわからず、通り過ぎてしまう傾
向にあるため、会場の入り口付近でバルーンアートを作成し、来場者にプレゼントすることで、
まずは、本イベントに興味を持ってもらうという作戦です。バルーンアートは子供たちに大変好
評で、また、バルーンアートを手渡すことで、来場者の方と会話が生まれ、イベントの内容の説
明や参加につながるという効果がありました。

特集／弁理士の日記念事業について（関東会、東海会、関西会）

特 集 弁理士の日記念事業について（東海会）
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（２）クイズラリー
　クリズラリーは、会場内にいくつかのクイズ問題
を設置し、参加者の方にクイズに答えてもらうイベ
ントです。参加者の方に会場全体を回っていただけ
るように、各クイズは離れた位置に設置するよう工
夫をしています。また、クイズの問題を他のイベン
トと関連付けることで、クイズをしながら他のイベ
ントにも参加してもらうことを目的としています。
例えば、「空気砲の穴から出る空気のかたまりはどんな形をしているか」、「音が反響するおわん形
の面をなんというか」などをクイズの問題とし、実際に空気砲やパラボラ電話を体験してもらい
ます。参加した子どもたちは、実際に体験した上で、納得して、また自信を持ってクイズの答え
を選択することができ、ゴールポイントでは、皆張り切って回答用紙を差し出してくれました。

（３）空気砲を打ってみよう、パラボラ電話で話そう
　「空気砲を打ってみよう」と「パラボラ電話で話そ
う」は、子どもたちに、小さな「なあに」に興味を
持ってもらい、体験してもらうためのイベントです。
これらのイベントは、クイズラリーの問題とも関連
しており、クイズの答えを探すため、実際に空気砲
を打ったときに、「本当にドーナツ型の空気のかたま
りが出た！」などと、子どもたちが空気のかたまり
に見入ってはしゃぐ姿はとても微笑ましいものです。

「パラボラ電話で話そう」では、会場内での雑音もあ
り、パラボラ電話による音が、なかなかうまく聞こ
えない場面もあり、改善の余地はあると感じました
が、体験イベントは概ね好評であったと感じます。

（４）商標を探そう
　商標を探そうは、参加者の方の服や持ち物に商標
があるかを探してもらい、その商標が登録されてい
るかを特許情報プラットフォームを利用して、参加
者の方と一緒に確認するイベントです。見事、商標
を探すことに成功した参加者の方には、景品として
はっぴょんデザインの井村屋の「えいようかん」や
駄菓子などを進呈します。
　参加者の方には、身近に多くの商標が存在し、自分たちの生活に取り入れられていることを知っ
ていただくことに繋がり、また、特許情報プラットフォームの情報を目にしていただくことで、
商標登録がどのようにされているかを感じていただくことができます。子どもたちも、自分の服
や靴から商標を見つけることができると、なんとなくウキウキするようで、毎年好評のイベント
の一つとなっています。

特集／弁理士の日記念事業について（関東会、東海会、関西会）
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（５）パネル展示「ヒット商品はこうして生まれた」
　パネル展示では、例年「ヒット商品はこうして生
まれた」のパネルを展示しています。身近にあるヒッ
ト商品について展示されていることから、来場者の
方の目にも留まりやすく、ヒット商品の陰には知的
財産が大きく関わっていることを知っていただく良
い機会になっています。本年度は、「閃きの番人」の
漫画の第１話前編をパネルにしたものも展示しました。また、「閃きの番人」の漫画の第１話前編
の小冊子を配布しました。楽しみながら弁理士を知っていただくことができるこの漫画は、東海
の他のイベントでも大変役立っている人気アイテムです。

（６）模倣品展示
　名古屋税関の協力により、実際に税関で押収され
た模倣品等の展示を行いました。来場者の方は、普
段目にすることがない模倣品に興味津々の様子で、
税関職員の方からの説明に耳を傾けており、知的財
産権侵害について知っていただく良い機会になった
と考えます。

（７）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（名古屋市）の協力に
より、6 足歩行ロボ＆プログラミングカーのデモン
ストレーションとプラズマボールに触れてもらう体
験を行いました。6 足歩行ロボは、赤外線レーダー
を搭載しており、赤外線センサーで前方に動くもの
を見つけると、6 本の足で付いてきたり、障害物を
避けて歩いたりすることができるロボットです。昨
年度同様、子供たちには大変な人気で、常に人だか
りができていました。やはり、実際に体験できるイ
ベントは人気が高いと感じます。

（８）ステージイベント
　今年のステージイベントは、TEAM パフォーマン
スラボのサーカスエコロジカルによる実験＆パフォーマンスショーを行いました。サーカスエコ
ロジカルによる実験＆パフォーマンスショーは、楽
しみながら地球環境について学ぶ、ストーリーのあ
る実験パフォーマンスです。目の前で行われる実験
に、参加者の子どもたち、また、大人たちからも大
きな歓声があがりました。また、実験＆パフォーマ
ンスショー後には、地球環境に関する発明の話題な
どを交えた弁理士によるトークタイムを設けました。

特集／弁理士の日記念事業について（関東会、東海会、関西会）
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弁理士によるトークタイムは、弁理士の仕事や特許
について知っていただき、また、弁理士を身近に感
じていただける良い機会になったと考えます。
また、ステージでは、名古屋税関によるクイズ大会
も開催しました。クイズ大会では、多くの子どもた
ちがとても積極的にクイズに参加しており、このよ
うに、クイズを通じて楽しみながら、活動を知って
もらうことは大変重要な試みだと感じました。また、クイズ大会には、弁理士会からは「はっぴょ
ん」、税関からは「カスタム君」がステージに登場し、ステージに花を添えました。ステージ終了
後には、「はっぴょん」が会場内をグリーティングして回り、子供たちとの記念撮影に応じました。

４．まとめ
　本年度のイベントを通じ、私たち弁理士がこんなイベントをしているよ、小さな「なあに」に
興味を持ってほしい、楽しんでほしい、という気持ちで前向きに取り組んでいることが、まず何
より、弁理士や知的財産制度の普及につながることではないかと感じました。私たちのイベントが、
子供たちの小さな興味に火を点け、そして知的財産権を知るきっかけにつながるよう、東海会一
丸となって、今後も活動を続けていきたいと考えます。
　最後に、「弁理士の日記念フェスタ」の開催にご協力いただきました皆様に改めて感謝申し上げ
ます。本当にありがとうございました。

特集／弁理士の日記念事業について（関東会、東海会、関西会）
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関西会　令和４年度「弁理士の日」記念事業
知財ふれあいフェスティバル

関西会　会長　田中達也
１．概要
　令和４年７月２日（土）に、「弁理士の日」（７月１日）を記念して、オンラインイベント「知
財ふれあいフェスティバル」を開催しました。イベントは、「講演会の部」と「イベントの部」の
２部構成で開催しました。「講演会の部」では、「SDGs と知財」と題して、澤井智毅氏（世界知
的所有権機関 WIPO 日本事務所 所長）の基調講演に始まり、野崎篤志氏（株式会社イーパテント 
代表取締役社長）、六田充輝氏（株式会社ダイセル 執行役員）、安部剛夫会員（ダイキン工業株式
会社 知的財産グループ担当課長）にご講演いただきました。「イベントの部」では、「作ってわかる！
電池のヒミツ！」と題し、吉岡亜紀子会員と三方英美会員が講師としてオンライン発明工作教室
を行いました。また、「クイズコーナー」として関西会ホームページに特設ページを設けて、知的
財産、弁理士などに関するクイズを出題しました。参加者数については、以下の通りです。
　　◆講演会の部　345 名
　　◆イベントの部
　　　➢ 発明工作教室　100 名（定員　125 名）
　　　➢ クイズコーナー　111 名（景品応募者）

２．講演会の部
　SDGs（Sustainable Development Goals）とは、2015 年 9 月の国連サミットで採択された 2030
年を期限とする先進国を含む国際社会全体の 17 の開発目標のことです。我々には、「誰一人取り
残さない」社会の実現を目指して、経済・社会・環境をめぐるさまざまな課題に対し、すべて
の関係者の取り組みが求められています。2021 年 6 月に発表された「Sustainable Development 
Report 2021」によれば、日本は、18 位にランクインするに至っています。
　世界知的所有権機関（WIPO）は、2013 年に、環境技術の開発と普及を後押しすることを目的
として、環境技術の活用を促進するためのプラットフォームである WIPO GREEN を立ち上げま
した。日本国内においても官民一体となった取り組みが進んでいます。
　一方、SDGs の実現に不可欠な、国内外の技術イノベーションの進捗を知るためには特許情報を
整理し、見える化することが有用です。
　今回の弁理士の日記念講演会では、SDGs に関する公的機関の取り組み、民間企業の取り組み、
SDGs に関する技術イノベーションの進捗などを各方面の専門家の皆様にお話しいただきました。
　基調講演では、WIPO 日本事務所所長の澤井氏に「環境と知財」についてご講演いただきました。
同講演では、WIPO GREEN の取り組みをはじめ、世界の環境に関する動向および施策、日本企
業の取り組みおよび課題についてわかりやすい語り口調でご説明いただきました。
　第１講演では、株式会社イーパテント　代表取締役社長の野崎氏に「SDGs へ取り組む際の特
許情報活用の考え方―シーズドリブンからニーズドリブンへの転換―」についてご講演いただき
ました。同講演では、特許情報から、企業や大学・研究機関の SDGs への取り組みを可視化し、

特集／弁理士の日記念事業について（関東会、東海会、関西会）

特 集 弁理士の日記念事業について（関西会）
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SDGs を自社ビジネスへ活用するための特許情報活用の考え方について解説していただきました。
　第２講演では、株式会社ダイセル　執行役員　事業創出本部長の六田氏に「特許発明者のネッ
トワーク分析とイノベーションマネジメント」についてご講演いただきました。同講演では、特
許情報のうち「発明者」に注目し、それぞれの組織の発明者のネットワーク分析を行い、「イノベー
ションが生まれやすい組織構造」について解説していただきました。
　第３講演では、ダイキン工業株式会社　法務・コンプライアンス・知財センター　知的財産グルー
プ担当課長の安部会員に「SDGs を起点とした企業知財活動の変化点」についてご講演いただきま
した。同講演では、東証ガバナンスコードが改訂され初めて知的財産に関する項目が追加される
など、企業知財活動は大きな変革期を迎えている中、SDGs の推進が企業知財活動にもたらす変化
点や、弁理士業務にもたらす変化点について、企業知財の実務者として日々感じていることにつ
いてご紹介いただきました。

講演会の様子

特集／弁理士の日記念事業について（関東会、東海会、関西会）
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３．イベントの部
　イベントの部では、新型コロナウイルス感染症の流行に伴って、昨年度に続き今年度もオンラ
インで行うことにしました。具体的には、昨年と同様に、イベントとして発明工作教室とクイズ
を行うこととし、発明工作教室等を通じて、創意工夫してモノづくりを行う楽しさや科学技術の
ことを学んでもらうとともに、イベント参加者に科学技術の発展を支える職業として発明等の知
的財産を扱う弁理士がいるということを知ってもらいました。
○発明工作教室：
　昨年度は、“ 磁石 ” を題材にした発明工作を５回（各回定員２０名、合計１００名）開催しました。
今年度は、題材を変えるとともに、参加人数を増やし規模を拡大しました。具体的には、今年度は、
“ 電池 ” を題材にした発明工作を５回（各回定員２５名、合計１２５名）開催しました。
　発明工作教室の講師は、大阪市立科学館でサイエンスショーを行っている吉岡会員と、関西会　
知財普及・支援委員会委員の三方会員とに担当してもらいました。吉岡会員には昨年度に引き続
き担当していただきました。
　発明工作教室の内容は、電極となる金属板（銅板と亜鉛板）と電解液となる酢をしみ込ませた
厚紙とを使って電池を作製し、電池の仕組みを子供たちに学んでもらうというものです。実際に
作製した電池を積み重ねてＬＥＤを光らせてみたり、電子オルゴールを鳴らしてみたりすること
で、自分が作製したものが電池として機能することを確認してもらいます。
　工作に使用する材料は、材料をカットする等して委員で事前に準備し、参加者へ送付しておき
ました。参加者全員が同じ材料を使用して工作に取り組むことができ、画面越しではありますが、
子供たちは、各回とも講師指導のもとスムーズに工作に取り込むことができていたと思います。
なお、発明工作教室には、はっぴょんにも登場してもらい、楽しい雰囲気となるようにしました。
　また、抽選で外れた方々にも同じ工作を楽しんでいただけるように、発明工作教室の様子を撮
影した動画を後日 YouTube にアップしました。
○クイズコーナー：
　特設ホームページにて、知的財産及び弁理士に関するクイズを出題しました。クイズに全問正
解し応募してくれた人の中から抽選で５０名に景品をプレゼントしました。

特集／弁理士の日記念事業について（関東会、東海会、関西会）
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イベントの様子

特集／弁理士の日記念事業について（関東会、東海会、関西会）
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9 月までの支援活動 / 関東会

関 東 会関 東 会

「知的財産特別授業」東京都立八王子桑志高等学校
１．日　時：２０２２年 7 月１２日（火）９：００～１２：００ 
２．会　場：東京都立八王子桑志高等学校 
３．対　象：デザイン分野の高校 3 年生 70 名（2 クラス） 
４．講　師：知財創造教育支援委員会委員　太田努 
　　　　　　東京委員会委員　深澤潔 
５．内　容： 
　デザイン分野の生徒２クラスに対して、1 時限目：知的財産全体の概要（担当：太田）、2 時限目：
意匠・著作権（担当：深澤）について講義を行うとともに、3 時限目：著作権侵害についてのグルー
プワーク（担当：太田・深澤）を行いました。 
知的財産全体の概要については、弁理士業務紹介、知的財産権の種類とそれぞれのポイントを
紹介しました。もしも知的財産権制度がなかったらどうなるか、などを生徒と一緒に考えなが
ら、知的財産に対する捉え方を共有しました。 
　意匠については、意匠権で保護される意匠とはどのようなものか、といったことなどを動画
を利用して紹介しました。著作権については、高校生が創作した詩を題材とした電子紙芝居に
て著作権や著作者人格権の侵害とはどういうものかを紹介した後、特に複製や引用について補
足説明しました。 
　グループワークは実際の著作権侵害事件を題材として、著作権侵害の成否やそのように判断
した理由を、５～６名を１グループとして各グループにて議論及び結果発表してもらいました。 
 
■ご依頼者様のコメント 
　今回、７０名の生徒に知的財産特別授業を３時間もやっていただきありがとうございました。
先生方の経歴を分かり易く紹介していただいたうえ弁理士の仕事について分かり易く説明して
いただいたおかげで「知的財産権」という生徒にとっては難しく受け止めていたのでは思って
いましたが、まるで話のキャッチボールみたいになって生徒も積極的に挙手をして参加できた
と感激しました。また、豊富な教材を用意していただき生徒も大変喜んでいました。電子紙芝
居では新採の教員も参加させて頂き、生徒の人気者になり、他校の新採教員に比べ、幸せ者で
在職でき、感謝いたします。また、ヒット商品はこうして生まれたの冊子と電子メモ帳のお土
産も大変感謝いたします。生徒は大変喜んでいます。今後ともよろしくお願いいたします。 
 
■担当講師の感想 
　視聴覚設備が整った教室での授業でした。３時間の長丁場でしたが、所々で挿入したクイズ
や動画などの効果か、多くの生徒が最後まで取り組んでくれました。電子紙芝居では学校の先
生や生徒の一部にセリフの一部をお願いしたところ快くお引き受けいただきました。講師から
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の問いかけやグループワークにおいて的外れな回答・議論はなく、生徒たちは的確な対応がで
きていました。単に講義を聴くだけでなくグループワークを含めて学校の先生や生徒たちも授
業へ参加いただけたことで、知的財産により興味を持ってもらえるようになったのではないか
と思いました。

知財創造教育支援委員会委員　太田努
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「知的財産特別授業」栃木県立足利工業高等学校
１．日　時：２０２２年 7 月１４日（木）　１３: ２５～１４: １０
２．会　場：栃木県立足利工業高等学校
３．対　象：産業デザイン科　２年生  計３８名
４．講　師：知財創造教育支援委員会　岩崎孝治 
　　　　　　栃木委員会　高原千鶴子
５．内　容：
１．授業の概要
　足利工業高校は、2015 年に創立 120 周年を迎えた工業高校で、①充実したキャリア教育、②
多資格取得への挑戦等の特色ある教育活動を行っている学校でした。また、特許庁・意匠登録
第１号の「雲井織」が所蔵されていました。
　授業は、意匠・商標・著作権・肖像権・パブリシティ権等の概要、併せて、栃木県の企業が創作し、

「とちぎデザイン大賞」を受賞した、意匠・商標「スマイルストロー」「アトピー患者向け子ど
もパジャマ」「フロントガード」「足ぽかシート」等について説明しました。また、栃木県のい
ちご「とちおとめとスカイベリー」の異なった知財戦略についても紹介をしました。
　
２．生徒のコメント　（感想文の抜粋）　
　知的財産権について学ぶ貴重な機会を下さりありがとうございました。著作権について深く
知ることができて産業デザイン科として、これから先社会に出る人間として、とても大切な授
業を受けることができました。また、商標には、名前やロゴだけではなく、ちょっとしたメロ
ディーもあると知り驚きました。権利や法については難しく、なかなかゆっくり理解ができる
タイミングが無かったため、今回の授業にとても感謝しています。

３．担当の先生のコメント
　講師の先生のご説明がとてもわかりやすく、生徒、教員ともに知的財産権について理解を深
めることができました。
　生徒は情報や家庭科、社会でも学んでいたようですが、教科書だけではわかりづらかった、
意匠の保護の成功例・失敗例などの比較、商標についてはクイズをしながら知ることができ、
とても楽しかったと話しておりました。また、著作物に関しての公開や複製について、生徒が
気をつけるべき点がわかりました。また、本校は今年度文化祭のため、著作物に関しての公開
や複製について生徒が気をつけるべき点がわかりました。

４．講師の感想
　産業デザイン科は、女生徒が３分の２を占めている科で、絵画を描いたり、デザインをしたり、
卓上機織り機を使って反物を織ったりする授業で、工業高校というより、美術学校の
様な明るい雰囲気の学校でした。講義中、眠ったり、私語をしたりする生徒さんは見当たらず、
皆、興味を持って講師の話に耳を傾けてくれたので講師冥利に尽きました。

9 月までの支援活動 / 関東会
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６　授業風景
  

７　意匠登録第１号「雲井織」
　「雲井織（くもいおり）」は、栃木県足利市家富町（現）の機屋・須永由兵衛（すながよしべえ）
氏が案出した「織物の縞」に関する意匠で、明治２２年に意匠登録第１号になった、綿縮織物
の一種で、青色と茶色の縦縞が交互に入り、絣（かすり）染めされた縦縞の途中に小星紋（小
さい玉状のループ紋様）が入っていることを特徴としています。さらっとした手触りで吸湿性
のある布地に仕上げられています。

栃木委員会　高原千鶴子

9 月までの支援活動 / 関東会
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「知的財産支援フォーラム２０２２in 長野」
１. 日　時：令和４年７月２２日（金）１４：００～１７：００
２. 会　場：ホテルメトロポリタン長野２Ｆ「千曲」
３. 対　象：個人事業主、企業経営者、企業担当者など４５名
４. 講　師 : 齋藤通義 氏（公益財団法人長野県産業振興機構　企画連携部兼次世代産業部 次長）
　　　　　　國井久美子 氏（国立大学法人 信州大学 学術研究・産学官連携推進機構 准教授
　　　　　　・弁理士）
　　　　　　河合徹会員（日本弁理士会東海会　長野県委員会　委員長・弁理士）
５．内　容：

（第１部）セミナー「長野県産業振興機構の活用の仕方～市場ニーズの分析から製品の企画・開
発、販路開拓までをトータルに支援するワンストップサービスの提供～」１４：１０～１５：
１０
　講　師　齋藤通義 氏（公益財団法人長野県産業振興機構　企画連携部兼次世代産業部　次長）

（第２部）セミナー「産学連携を活用した先端技術開発・新事業立上～「スタートアップ創出元年」
の波を信州大学とエンジョイしませんか～」１５：２０～１６：１０
　講　師　國井久美子 氏（国立大学法人 信州大学 学術研究・産学官連携推進機構 准教授・弁
理士）

（第３部）パネルディスカッション「円滑な連携と、知的財産の有効活用を図るために～ご聴
講者からの質問を交えて討論します～」１６：２０～１６：５５
　パネリスト　講師　齋藤通義 氏・國井久美子 氏
コーディネーター　河合徹（日本弁理士会東海会　長野県委員会　委員長・弁理士）

コメント
　フォーラム開催に際し、日本弁理士会東海会三浦会長及び長野県産業労働部産業技術課倉島
課長より開会のあいさつがありました。
　第１部では、「長野県産業振興機構の活用の仕方～市場ニーズの分析から製品の企画・開発、
販路開拓までをトータルに支援するワンストップサービスの提供～」と題して、公益財団法人
長野県産業振興機構 企画連携部兼次世代産業部 次長 齋藤通義様にご講演頂きました。講演で
は、長野県産業振興機構様の支援事例として、医療現場におけるニーズの掘り起こしから、製
品の企画、開発、知財の獲得、製品の評価、販売に至るまでのトータル支援の例を紹介して頂
きました。今年度４月１日発足した機構の支援体制について、分かりやすく、かつ、余すこと
なく、伝わる内容でした。参加した県内企業の皆様にとって、大変に、有意義な内容でした。
　第２部では、「産学連携を活用した先端技術開発・新事業立上～スタートアップ創出元年の
波を信州大学とエンジョイしませんか～」と題して、立大学法人信州大学 学術研究・産学官連
携推進機構 准教授 國井 久美子様にご講演頂きました。國井様は、弁理士であり、日本弁理士
会東海会長野県委員のメンバーです。講演では、イノベーションとは何かと題して、企業家に
よる５つのイノベーション、持続的イノベーション、および破壊的イノベーションの概念につ

東 海 会東 海 会
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いてお話を頂きました。また、企業が大学と連結することによる企業側のメリットや、企業と
大学との連携よるオープンイノベーションの可能性などについて、ご講演を頂きました。日頃
の企業活動や弁理士活動とは異なる視点からの講演内容には、多くの気づきや示唆がありまし
た。熱のある講演が、参加した県内企業の皆様および弁理士から大変に好評でした。
　第３部では、講演者のお二方を迎え、「円滑な連携と、知的財産の有効活用を図るために」
と題して、パネルディスカッションが行われました。長野県産業振興機構様と信州大学様のそ
れぞれに対して、企業側では何を準備して、どのようなタイミングで、連携を持ち掛ければよ
いか、などがディスカッションのテーマとして投げかけられました。会場からは、企業側では、
連携を維持し牽引できる強力なーダーが必要ではないか、などの意見が出されました。会場か
らは多くの質問が出て、充実した内容となりました。
　政府が「スタートアップ創出元年」を宣言し、日本弁理士会東海会としてもスタートアップ
支援事業に力を入れているこのタイミングで、産学官の連携によるイノベーション創出に関す
るフォーラムを行うことができたことに、大きな意義があったと思います。ウイズコロナ時代、
アフターコロナ時代に向かって、本フォーラムが長野県の地域発産業の発展の一助になってく
れれば幸いです。

日本弁理士会東海会会長挨拶

 

長野県産業労働部産業技術課課長挨拶

9 月までの支援活動 / 東海会
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第１部セミナー

第２部セミナー

第３部パネルディスカッション

東海会長野県委員会　委員長　河合徹

9 月までの支援活動 / 東海会
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「知的財産出前授業」碧南市ものづくりセンター
１．日　時：令和４年８月３日（水）１３：３０～１６：００
２．場　所：碧南市ものづくりセンター（愛知県碧南市）
３．対　象：碧南市内在住の小学校３年生～６年生　１６名
４．講　師：教育機関支援キャラバン隊　
　　　　　　隊員　塩谷尚人、榊原靖、榊原毅、久米早江子、神戸真澄
５．内　容：
　前半の授業では、身近な発明について実物を見せて紹介することにより、「発明とはどのよ
うなものか」について考えさせました。具体的には、カップラーメンの事例、トッポの事例、
クレラップの事例を見せて、どのようなところに工夫（発明）があるかについて考えてもらい
ました。クレラップの事例においては、２～３人程度のグループに分かれてもらい、一般的な
食品用ラップと比較することにより、どのような工夫が、どれだけされているかについて考え
てもらいました。
　また、授業の後半では、特許とはどのようなものか、特許をとるにはどのようにすればよい
かについて簡単に説明しました。このなかで、特許の申請には、書類を作る必要があり、その
仕事を代わりに行うのが、弁理士という仕事である旨を簡単に伝えました。また、身近な商品
にどれだけたくさんの特許発明がされているかについて、クレラップの事例にて紹介しました。
　授業の最後には、小学生でも特許が取れることについて、弁理士１２０周年の記念動画を見
せながら紹介しました。（塩谷尚人）

　後半の授業では、子供たちが個別に「ホバークラフト」を作成する工作を実施しました。本
年ではグループ分けを行わずに、個別に「ホバークラフト」を作成してもらいました。
　ホバークラフトは、発泡トレーで形成されているどんぶり状のカップにモータを取り付け、
そのモータの回転軸の回転によりプロペラが回り、プロペラから送り出された空気が床にあた
ります。この送り出された空気により発泡トレーのカップの縁が持ち上がります。その状態が
続くので、発泡トレーのカップは床から少し浮いた状態になります。このホバークラフトを
ちょっと押してあげればスムーズに動きます。
　この工作は、主に（１）発泡トレーのカップに空気穴やモータ取付け用の穴をあける工程、（２）
紙コップからプロペラを作成する工程、（３）発泡トレーのカップのモータ取付け用の穴に２
つの輪ゴムでモータを取り付ける工程、（４）モータに電池ボックスを接続する工程からなり
ます。（１）～（４）の工程のうち、（３）の工程の２つの輪ゴムでモータを取り付ける作業は、
手先を器用に動かさないといけないため、子供たちはやや苦戦しているようでしたが、講師陣
の手助けもあり、ホバークラフトを全員完成させることができました。
　完成後、子供たちは、ものづくりセンター４階の広い部屋に移動して、ホバークラフトを実
際に動かしてもらいました。動かしたホバークラフトが、あまりスムーズに動かない、振動音
が大きい、などの問題があった場合は、プロペラの形状を変えたり、発泡トレーのカップの空
気穴の大きさを調整したりする等、問題がなくなるように子供たちに工夫をしてもらいました。
また、ホバークラフトが完成して、時間があまった場合は、ホバークラフトの外観をマスキン

9 月までの支援活動 / 東海会
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グテープでデコレーションする作業をしてもらいました。
　今回の工作授業を含む発明出前授業が、子供たちのこれからの糧になれば幸いです。（榊原靖）

授業の風景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工作の風景

　　　　　　　　　工作の風景

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東海会　教育機関支援機構
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運営委員　塩谷尚人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運営委員　榊原靖

9 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」( 株 ) サイエンス・クリエイト　Startup Garage 主催
１．日　時：令和４年８月１０日（水）１４：００～１５：４５
２．場　所：Startup Garage 内（相談者①：Zoom、相談者②③：対面）
３．内　容：
　●相談者① （30 分）
　相談：自ら撮った写真を写真加工アプリで加工した場合、加工後のデザインを使用した商品
を販売しても問題ないか？
　回答：アプリの利用規約による。商用利用を認めている場合は可能だが、規約内の禁止事項
に商用利用禁止が明示されている場合は NG。規約内に商用利用についての言及がない場合は、
念の為、アプリ側に相談した方が良い。なお、加工後のデザインの著作権は、アプリ側に留保
されている場合が多いので注意。
　●相談者②（30 分）
　相談：他人が製作した家具を自ら３Ｄデータ化し、それをオンライン上に公開する場合の意
匠法上の留意点を教えて欲しい。
　回答：意匠権については、自らが製造しなくても製造できるデータとして流布した場合は、
間接侵害の可能性がある点について説明しました。また、一品物の家具のような場合、著作権
についても留意しなければいけない点について説明しました。
　●相談者③（45 分）
　相談：考えたネーミングについて自ら商標登録出願をしたいが、登録できるかどうかと、出
願時の注意点について教えて欲しい（前回西川会員のときにも相談された方です）。
　回答：考えられたネーミングについて簡易調査をし、登録可能性について説明しました。また、
方式等も理解が乏しかったので、様式等を案内しておきました。

コメント　
　既に事業をスタートしている方々からの相談でした。
　まだビジネスが軌道に乗っていない状況なので知財予算の捻出は困難そうでしたが、知財の
重要性についてはご理解されているようで、この窓口を利用したとのことです。
　このような支援の必要性を実感した次第です。

東三河地区委員会　委員　石原五郎

9 月までの支援活動 / 東海会
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「リアルな最新事例で学ぶ！強い経営・次の一手」
１. 日　時：令和４年７月２８日（木）　１３：３０　～　１６：４０
２. 場　所：ＴＫＰ ガーデンシティ広島駅前大橋ホール６Ａ
　　　　　　（広島県広島市南区京橋町１－７）
３. 出席者：１８名
４. 講　師：舘佳耶
５. 内　容：
　本セミナーは、独立行政法人工業所有権情報・研修館制作のケーススタディ研修教材を用い
て、グループワーク形式で行われました。ケーススタディ研修教材には、企業にヒアリングを
行って集めた事例をアレンジした知財ビジネスストーリーが１７本記載されており、本セミ
ナーではそのうち３本を取り上げました。
　参加者には４～５人ずつのグループを形成してもらい、まず各自ストーリーを読み込んでか
ら、グループで議論を行い、結論をシートにまとめて発表を行っていただきました。各班の発
表後、講師による解説を行いました。
　各班とも和やかで発言しやすい雰囲気のなか、活発な議論がなされました。発表のレベルも
高く、例えば、商品のデザインを頻繁に変えるのではなく優れたデザインを長く使用すること
によって、意匠が商標的な側面も持つようになり、よりブランド力を高めることができる等、
実際のビジネスに根差した意見も数多く出ました。出席者の方々にとって、非常に楽しく有意
義なセミナーとなったように思います。

舘佳耶

9 月までの支援活動 / 中国会

中 国 会中 国 会
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9 月までの支援活動 / 九州会

九 州 会九 州 会

「熊本県商業教育研究会での講演」
１．日　時：令和 4 年 7 月２８日　１１：１５～１２：１５
２．場　所：熊本城ホール（熊本市中央区桜町３－４０）３階会議室
３．対　象：熊本県内の商業高校の教諭（当日参加者１０４名）
４．講　師：中嶋和昭
５．内　容：「知的財産の基本的枠組みについて」

　近年、商業高校において、企業とのタイアップによる商品開発等の商業活動が行われており、
知財と商業活動との係わり及び知財の重要性について認識が高まりつつあるようです。そこで、
本年度の商業教育研究会において、知財の基本的枠組みについての後援依頼を受け、標記のと
おり講演を行いました。講演の内容としては、知財と知財権の概要（人のひらめきや営業努力
の成果としての価値のある情報としての知的財産、知的財産の保護法制と知的財産権）、特許権、
商標権、著作権を中心に、身近な製品や生活で遭遇する事例を交えつつ、各制度の概略につい
て説明しました。特許制度については、食品（切り餅、インスタントラーメン）等における侵
害例、権利の活用例の簡単な紹介を行いました。商標制度については、登録要件、権利範囲等
を説明し、ネットショッピングや SNS の普及により、侵害発見が容易になったことに伴い、思
いがけなく権利行使を受けるリスクも想定されるため、商品のネーミング時に調査を行うこと
の必要性等を説明しました。著作権制度については、権利の内容、学校教育の現場における著
作物の利用と権利の及ばない範囲との関係等について説明しました。

中嶋和昭
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支援活動一覧表（10 月から）2
2.　支援活動一覧表（10 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）

青森

22.10.12 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 青森商工会議所 坪淳一

22.11.09 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 青森商工会議所 三浦誠一

22.12.14 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 青森商工会議所 坪淳一

23.01.11 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 青森商工会議所 角田世治

23.02.08 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 青森商工会議所 三浦誠一

23.03.08 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 青森商工会議所 角田世治

岩手

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
22.10.18 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 気仙沼商工会議所 藤田正広

22.11.16 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 気仙沼商工会議所 梅森嘉匡

22.12.14 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 気仙沼商工会議所 藤田正広

秋田

22.10.24 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 大曲商工会議所 熊谷繁

22.11.21 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 大曲商工会議所 齋藤博子

22.12.12 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 大曲商工会議所 齋藤昭彦

山形

22.11.16 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 山形商工会議所 黒沼吉行

23.01.18 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 山形商工会議所 佐藤司

23.03.15 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 山形商工会議所 黒沼吉行

福島
22.11.30 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 会津若松商工会議所 鈴木俊二

23.01.25 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 会津若松商工会議所 水野博文
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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 22.10.26 常設知的財産相談室 北陸会事務所 水野友文

2.　支援活動一覧表（10 月から）／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）

埼玉
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

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

千葉

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 千葉委員会委員

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 千葉委員会委員

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 千葉委員会委員

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 千葉委員会委員

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 千葉委員会委員

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 千葉委員会委員

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 千葉委員会委員

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 
9:00～12:30 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 東京委員会委員

毎月第2木曜日 
13:00～16:00 2022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 東京委員会委員

毎月第3火曜日 
13:00～16:00

2022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 東京委員会委員

毎月第4金曜日 
14:00～16:00

2022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 東京委員会委員

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

22.10.01 第 32 回豊島区と共催・１０士業＋公証
人合同事業と暮らしの無料相談会 IKE Biz　としま産業振興プラザ 東京委員会委員

22.10.19～
22.10.21 産業交流展2022 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
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

22.10.29 第20回板橋区と共催・11士業合同事業
と暮らしの無料相談会 板橋区立ハイライフプラザ 2 階 東京委員会委員

22.11.10～
22.11.11

第26回いたばし産業見本市　製造と加工
技術展2022(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 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

神奈川

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）横浜企業経営支援財団相談

窓口 青木充

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

神奈川委員会委
員

22.11.17～
22.11.18 第15回川崎国際環境技術展 カルッツかわさき 神奈川委員会委

員
22.02.01～
22.02.03

第44回工業技術見本市「テクニカルショ
ウヨコハマ2023」

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 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 山梨委員会委員
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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

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 ) 四国会事務所 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 )

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

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 ) 八幡浜商工会議所 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 ) 四国中央商工会議所 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（10 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）

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

京都地区会所属
弁理士

大阪
月～金
(10:00 ～ 12:00、
14:00 ～ 16:00)

常設知的財産相談室 
（要予約・個人面談方式）
※電話相談とウェブ相談のみ開催

関西会事務所 関西会所属弁理
士

奈良
月～金
(10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00)

知的財産無料相談 
（要予約・個人面談方式）
※電話相談のみ開催

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

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
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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）

青森 22.10.09 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

宮城

調整中 知財マネジメントセミナー 稲穂健一

調整中
宮城県との協定に基づくセミナー「SNS・
DX 時代に必要な著作権に関する知財セ
ミナー」

オンライン講義（Zoom) 坪淳一

調整中
宮城県との協定に基づくセミナー「中小
企業向け研究機関との契約に関する知財
セミナー」

オンライン講義（Zoom) 梅森嘉匡

調整中
宮城県との協定に基づくセミナー「特許
事務所の探し方、依頼の仕方に関するセ
ミナー」

オンライン講義（Zoom) 伊藤夏香

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）

埼玉
22.10.29、11.05、
12.03 の
いずれか 1 日

さいたま市少年少女発明クラブ さいたま市少年少女発明クラブ 赤塚正樹
雨宮三千代

千葉
22.10.08
または 22.10.09 千葉市科学フェスタ2022 きぼーる 千葉委員会委員

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

22.10 （公財）台東区産業振興事業団知財セミナー 台東区中小企業振興センター（オ
ンライン） 斎藤理絵 

22.10.07 知的財産セミナー 2022（10/7 東京） オンライン

徳本浩一 
日本政策金融公
庫多摩創業支 
援センター上席
所長代理　今西
荘介氏

22.10.21 町田市内事業者向け知財セミナー Zoom によるオンライン形式
深澤潔
㈱オンザウェイ　
照屋直亮氏

22.10.21 特許動向調査委員会特許セミナー 光産業技術振興協会Ａ会議室  又
はオンライン会議 張華威 

22.11.19 第24回産業ときめきフェア
inEDOGAWA タワーホール船堀

金子彩子
斉藤進
山下滋之

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

23.02.05 または
23.02.11 台東区少年少女発明クラブ 台東区少年少女発明クラブ

伊藤夏香
金子彩子
丸山輝

神奈川

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

後藤仁志  
薮田豊 、他

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

山口康明  
佐藤高信  
西山恵三  
鈴木健治  
高木康志  
岩永勇二

22.12.17 発明工作授業 横浜市立平沼小学校
美川公司  
金子正彦  
丸山輝

2.　支援活動一覧表（10 月から）／講演
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2.　支援活動一覧表（10 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）

静岡

22.10.07 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 神谷直慈

22.10.14 週末パテントセミナー in 静岡 ペガサート７階プレゼンルーム 静岡県委員会委
員

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 東山裕樹

22.10.21 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

静岡県委員会委
員

22.11.04 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

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 東山裕樹

愛知

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 木村圭一 
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 菊谷純

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 菊谷純

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

22.12.15 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 阿出川豊

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 杉田一直

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 藤田早百合

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
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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
22.10.28 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
22.10.19 知的財産特別授業 木津川市立南加茂台小学校 大西正夫

大濱徹
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（10 月から）／講演

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
22.10.22 知的財産授業 西大寺公民館 伊藤俊一郎

福森隆志

未定 知的財産授業 津山工業高等専門学校 宮崎悟

広島
22.11.26 知的財産授業 呉市海事歴史科学館 末次渉

川角栄二

未定 知的財産授業 呉工業高等専門学校 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

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

22.11.19 くるめ少年少女発明クラブ 知的財産授業 えーるピア久留米 松原正美
隅田俊隆

大分
23.02.18 きつき少年少女発明クラブ 知的財産授業 杵築市役所　山香庁舎 松本秀治

宇野智也
23.02.05 別府少年少女発明クラブ 知的財産授業 大分県別府市鶴見小学校 ･ 幼稚園 松本秀治

宇野智也
宮崎 23.01.07 宮崎少年少女発明クラブ 知的財産授業 宮崎科学技術館 小木智彦

園田康弘

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 22.10 知的財産セミナー ハイブリッド（会場 & オンライン）橋本京子

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
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 名市大側

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

三重 22.11.11 知財広め隊事業「週末パテントセミナー
in 津」 アスト津 外部講師
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 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 22.10.19 令和 4 年度地方発明表彰 ( 表彰式） アートホテル旭川 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）

青森 22.10.29 第６４回青森県発明くふう展 イトーヨ－カドー青森店 安保亜衣子

岩手 22.10.22 第５８回岩手県発明くふう展 岩手県工業技術センター 野崎俊剛

宮城
22.10.25 第３５回みやぎ発明くふう展 東北電力グリーンプラザ 藤田正広

22.12.20 第３５回みやぎ発明くふう展 ホテル白萩 藤田正広

秋田
22.10.25 第７１回秋田県発明展 道の駅あきた港ポートタワー・セ

リオン 齋藤昭彦

22.10.30 第７１回秋田県発明展 道の駅あきた港ポートタワー・セ
リオン 齋藤昭彦

山形

22.10.12 第５７回山形県発明くふう展 ナセ BA よねざわ市民ギャラリー 佐藤司

22.10.16 第５７回山形県発明くふう展 米沢市市民文化会館 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

22.10.25 第７４回郡山市発明工夫展表彰式 郡山市役所 鈴木俊二

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

22.11.01 第６８回福島県発明展 郡山市労働福祉会館 鈴木俊二

22.11.06 第６８回福島県発明展 郡山市労働福祉会館 鈴木俊二

2.　支援活動一覧表（10 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）

新潟
22.10.18 第８６回新潟県発明工夫展 

第７１回新潟県模型展 新潟県立新潟自然科学館 高橋知之

22.10.22 第８６回新潟県発明工夫展 
第７１回新潟県模型展　表彰式 新潟県立新潟自然科学館 高橋知之

富山
22.10.21 第６０回富山県発明とくふう展 富山市民プラザ 倉谷達則

22.11.21 第 60 回富山県発明とくふう展　表彰式 富山県民会館 倉谷達則

石川
22.10.12 第５８回石川県発明くふう展 

（第３８回石川県科学の夢絵画展併催） 石川県地場産業振興センター 木森有平

22.10.29 第５８回石川県発明くふう展　表彰式 
（第３８回石川県科学の夢絵画展併催） 石川県地場産業振興センター 松田光代

福井
22.10.06 第３４回福井県発明くふう展 

第３１回福井県未来の科学の夢絵画展 福井県工業技術センター 岡倉誠

22.11.04 第３４回福井県発明くふう展　表彰式 
第３１回福井県未来の科学の夢絵画展 エルパ 岡倉誠
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2.　支援活動一覧表（10 月から）／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）

長野　
22.10.22 長野県発明くふう展 長野市ビックハット 河合徹

22.10 長野県発明くふう展 長野県発明協会 河合徹

岐阜　

22.10.19 2022 岐阜県発明くふう展（学生の部） マーサ 21 岡本茂樹

22.10.22 2022 岐阜県発明くふう展（一般の部・
女性の部） マーサ 21 神谷英昭

22.10.23 2022 岐阜県発明くふう展（学生の部） マーサ 21 井上敬也

22.10.24 2022 岐阜県発明くふう展（一般の部・
女性の部） マーサ 21 村瀬裕昭

静岡　

22.10.18 静岡県学生児童発明くふう展 静岡県産業経済会館 長谷川和家

22.10.28 週末パテントセミナー in 静岡 ペガサート７階プレゼンルーム 坂野史子

22.11.13 静岡県学生児童発明くふう展 静岡県庁 田口滋子

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

22.11.25 令和４年度中部地方発明表彰（愛知） ANA クラウンプラザホテルグラン
コート名古屋 三浦高広

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）

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

22.10.04 第 51 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

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

22.10.12
22.10.13 大阪勧業展 2022 マイドームおおさか 知財普及・支援

委員会委員

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
22.10.14 第 79 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 小野敦史

22.11.16 第 79 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 小野敦史

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

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
22.09～22.12 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

22.10.05 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

22.09～23.02 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 

22.10～23.01 東京農工大学　農学部 東京農工大学　府中キャンパス2号
館11番教室 

徳本浩一
深澤潔
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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
22.10.13 第６５回福岡県児童生徒発明くふう展 審

査会 福岡市科学館 古賀真二

22.10.30 第６５回福岡県児童生徒発明くふう展 表
彰式 福岡県中小企業振興センター 古賀真二

長崎
22.10.06 第７０回長崎県発明くふう展 審査会 長崎県産業振興財団 遠藤聡子

22.12.07 第７０回長崎県発明くふう展 表彰式 長崎県庁
（調整中） 羽立幸司

熊本
22.10.26 第５７回熊本県発明工夫展 審査会 旧 熊本市立松尾西小学校 宇野智也

22.11.07 第５７回熊本県発明工夫展 表彰式 熊本県庁 宇野智也

大分
22.10.17 第８１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

22.10.23 第８１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
22.10.13 第８１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

22.11.19 第８１回宮崎県学校発明くふう展 表彰式 宮崎県庁 園田康弘

鹿児島 22.10.14 第７０回鹿児島県発明くふう展審査会 鹿児島県産業会館 吉田淳

2.　支援活動一覧表（10 月から）／その他
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支援活動一覧表（9 月分）3
3.　支援活動一覧表（9 月分）／相談

 相　談

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 22.09.14 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 青森商工会議所 角田世治

岩手 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

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

22.09.14 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 気仙沼商工会議所 梅森嘉匡

秋田 22.09.26 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 大曲商工会議所 齋藤昭彦

山形 22.09.21 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 山形商工会議所 佐藤司

福島 22.09.28 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 会津若松商工会議所 水野博文

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
22.09.07 常設知的財産相談室 北陸会事務所 村田健誠

22.09.28 常設知的財産相談室 北陸会事務所 海野徹

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

22.０9.28 北洋銀行知財ビジネスマッチング 北洋銀行大通センタービル 北海道会所属弁理
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
伊吹欽也
関山健一
佐藤さおり
花田泰秀

群馬 22.09.08 ～
22.09.09 群馬ものづくりフェア2022 Ｇメッセ群馬　展示ホール 群馬委員会委員

埼玉
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

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

千葉

22.09.01
22.09.15

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 加藤義博 

22.09.06 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 

22.09.07 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

22.09.07
22.09.21

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

22.09.20 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 

22.09.27 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 八木田智 
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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

3.　支援活動一覧表（9 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）

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

京都地区会所属
弁理士

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

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式）
※電話相談とウェブ相談のみ開催

関西会事務所 関西会所属弁理
士

奈良
月～金

（10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00）

知的財産無料相談 
（要予約・個人面談方式）　 
※電話相談のみ開催

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

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

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 ～
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

22.09 品川産業支援交流施設SHIP弁理士相談会 品川産業支援交流施設 SHIP 会議
室 松本慎一郎 

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

22.09.08 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 

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 

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

木村薫
篠原淳司
黒瀬泰之
折居章
留場恒光

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 三原秀子 

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

22.09.30 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 本谷孝夫 

神奈川
22.09.08 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

22.09.09
22.09.22

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

後藤仁志
青木充

山梨 22.09.13 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 
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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 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（9 月分）／相談／講演

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 ) 四国会事務所 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 )

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

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 ) 八幡浜商工会議所 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 ) 四国中央商工会議所 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
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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）

栃木 22.09.02
22.09.16

令和 4(2022) 年度知的財産実務担当者
研修会

宇都宮大学陽東キャンパス 総合メ
ディア基盤センター　またはオン
ライン

亀崎伸宏
高原千鶴子

群馬 22.09.08 群馬ものづくりフェア 2022　併催セミ
ナー Ｇメッセ群馬

島崎俊英
前原久美
羽鳥慎也

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

調整中 知財マネジメントセミナー 稲穂健一

調整中
宮城県との協定に基づくセミナー「SNS・
DX 時代に必要な著作権に関する知財セ
ミナー」

オンライン講義（Zoom) 坪淳一

調整中
宮城県との協定に基づくセミナー「中小
企業向け研究機関との契約に関する知財
セミナー」

オンライン講義（Zoom) 梅森嘉匡

調整中
宮城県との協定に基づくセミナー「特許
事務所の探し方、依頼の仕方に関するセ
ミナー」

オンライン講義（Zoom) 伊藤夏香

秋田 22.09.10 秋田市少年少女発明クラブでの知財授業 秋田市東部市民サービスセンター 佐々百合子
佐々健太郎

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
22.09.06
22.09.13 道内教育機関における知財人材育成事業 岩見沢農業高校 金子真紀

22.09.08
22.09.15 道内教育機関における知財人材育成事業 三笠高校 江部陽子

3.　支援活動一覧表（9 月分）／講演
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3.　支援活動一覧表（9 月分）／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

22.09.04 町田市少年少女発明クラブ 町田市少年少女発明クラブ 高原千鶴子
上田精一

22.09.11 発明工作授業 江戸川区子ども未来館 バーナード正子
佐々木克哉

22.09.17 （一社）婦人発明家協会 オンライン（インターネット回線　
ＺＯＯＭ） 斎藤理絵 

22.09.29 発明工作授業 世田谷区立中里小学校 小屋迫利恵
原田潤子

22.09.29 知的財産セミナー2022（9/29東京） クリエイトホール 11F 吉田芳春
久保雅裕

神奈川
22.09.22 知的財産特別授業 横浜市立もえぎ野中学校 美川公司

22.09.22 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

後藤仁志
岡田健太郎

東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

岐阜　 22.09.09 週末パテントセミナー in 岐阜 みんなの森 ぎふメディアコスモス
㈱津田工業津田義
久 
山口晃志郎 
森徳久

静岡　 22.09.30 週末パテントセミナー in 静岡 ペガサート７階プレゼンルーム 神谷直慈

愛知　

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

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 22.09.22 佐賀県農林産物品種流出対策チーム（佐
賀県品種 G メン）研修会 佐賀市内 中嶋和昭

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
22.09.09 知的財産特別授業 吹田市立古江台小学校 古澤寛

小林義周

22.09.09
知的財産権に関するセミナー in MOBIO-
Cafe（第 4 回）「商標（ネーミング）の
活かし方と落とし穴」

クリエイション・コア東大阪、オ
ンライン

泉谷透
謝博超

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  22.09.30 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

3.　支援活動一覧表（9 月分）／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）

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

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

22.09 ～ 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 

22.10 ～ 23.01 東京農工大学　農学部 東京農工大学　府中キャンパス 2
号館 11 番教室 

徳本浩一
深澤潔

山梨
22.08 ～ 22.09 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 

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（9 月分）／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 22.09.27 第６４回青森県発明くふう展 青森県共同ビル 安保亜衣子

岩手 22.09.29 第５８回岩手県発明くふう展 岩手県工業技術センター 野崎俊剛

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

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）

三重　 22.09.29 令和４年度三重県発明くふう展（学生） 津リージョンプラザ 和気光
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☎ 
URL： https://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：https://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：https://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！


