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知的財産支援センター第３事業部の
活動について

知的財産支援センター　第３事業部　部長　榎本　英俊

１．第３事業部の紹介

　平成２６年度は、３名の担当副センター長の下、１８名の部員（運営委員）により活動

を行っております。当事業部の職務としましては、（１）地方自治体支援事業、（２）支援

員向けセミナー資料整理事業、（３）中小企業向け情報収集事業の３事業を中心として行っ

ており、本年度より、（４）知財支援協定の展開についての研究についても行っております。

２．地方自治体支援事業

（１）事業の内容

　日本弁理士会では、平成２６年８月末現在、次図の通り、地方自治体、高等専門学校、

団体との間で、知的財産支援協定を締結しており、各支部と当センターとで連携を図り

ながら、協定先への支援を行っております。

　そのうち、当事業部では、当センターのサポートを必要としている支部（北海道支部、

東北支部、北陸支部、中国支部、四国支部）の各地域に属する協定先自治体に対して支

援活動を行っており、現在、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、福島県、石川県、愛媛県、

高知県、土佐市の合計９地方自治体の支援が当事業部での担当になっております。

　具体的には、知的財産の側面からの地方自治体の地域振興に協力すべく、各地方自治

体が企画する知的財産関係のセミナー事業についての企画運営の協力を行っております。

　そこで、当事業部では、部員に、上記９地方自治体の何れか２自治体を担当して貰い、

上記セミナー事業のサポートをお願いしております。このサポートは、セミナー開催前に

おける地方自治体からの要望に対するアドバイス、セミナー講師（支援員）の選定、セミ

ナー講師と地方自治体との間の調整、セミナー当日の運営の手伝い、演習形式のセミナー

の場合における演習補助講師業務などがあります。セミナー講師は、依頼主である地方

自治体からの要望に沿う講師が基本であり、該当する地域の支部に講師派遣をお願いし、

或いは、当事業部にて、原則、当事業部の部員ではない講師を推薦等により決定してお

ります。

　なお、平成２３年度から、岩手県、宮城県、福島県につきましては、各県の意向を踏

まえた上で、受講者の募集、会場提供、当日の運営等を除き日本弁理士会の負担でボラ

ンティア的に行う復興支援セミナーの申出を行っております。これまで、岩手県と宮城

県にて復興支援セミナーを開催しております。
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（２）当事業部で支援活動を行った各地方自治体のセミナーの紹介と今後の予定

　地方自治体主催のセミナーは、各自治体の知的財産に関する取り組みに応じた企画

内容や方針に沿うように支援活動を行っておりますが、地元の企業関係者向けのセミ

ナーはもとより、地元の自治体職員や公的研究機関の研究者向けなどのセミナーもあ

ります。

①　青森県

　１）昨年度

　青森市にて、知財経営に関するセミナーが１回開催されました。

　２）本年度

　昨年同様のセミナーを今後１回開催する予定です。

②　岩手県

　１）昨年度

　次の通り、盛岡市にてセミナーが２回され、釜石市にて復興支援セミナーが１回開催

されました。

　・地域団体商標に関するセミナー

　・ソフトウェア業として活用したい特許法及び著作権法の実務知識についてのセミナー

    支援協定の締結実績（2014 年 8 月末現在）
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　・文化庁関連の著作権セミナー

　このセミナーは、冒頭、文化庁から著作権の概略についての講演があり、その後、当

会から講師を派遣して３分科会に分かれたセミナーを行いました。（自治体職員等を対象

にしたゆるキャラの創作・保護・活用についてのセミナー、図書館職員等を対象とし

た文化関連業務と著作権のセミナー、企業等を対象にした著作権侵害についてのセミ

ナー）

　・商品開発・パッケージデザイン戦略についての復興支援セミナー（相談会を含む）

　２）本年度

　今後、１１月以降に３回のセミナーを予定しております。具体的には、盛岡市でセミ

ナーを２回開催し、一関市にて復興支援セミナーを１回開催する予定です。盛岡市開催は、

地域団体商標に関するテーマ、営業秘密に関するテーマの予定です。また、復興支援セ

ミナーは、食品開発における知財戦略がテーマとなる予定です。

③　秋田県

　１）昨年度

　セミナーの開催はありませんでした。

　２）本年度

　今後、秋田市でセミナーを開催する予定で、自治体担当者との間でテーマを現在検討

しております。

④　宮城県

　１）昨年度

　次の通り、仙台市にてセミナーが２回開催され、石巻市にて復興支援セミナーが１回

開催されました。

　・国際特許出願の解説（中国・東南アジア）・活用事例・各種対策に関するセミナー

　・キャラクター図柄の著作権と商標利用に関するセミナー

　・復興促進のための知的財産の活用についての復興支援セミナー（相談会を含む）

　２）本年度

　今後、仙台市にてセミナーを３回開催する予定です。テーマは、共同研究から共同出

願に至る契約の基礎知識、侵害対応（演習形式）、新しいタイプの商標に関する戦略活用（相

談会を含む）の予定です。

⑤　福島県

　１）昨年度

　セミナーの開催はありませんでした。

　２）本年度

　数回開催する予定で、県担当者との間で現在調整中です。



知的財産支援活動だより 2014 年 9 月号（No.154）  7  

⑥　石川県

　１）昨年度

　金沢市にて次のテーマのセミナーが４回開催されました。

　・東南アジアにおける知的財産制度

　・ベトナム進出企業に対する知的財産制度概要

　・インドネシア進出企業に対する知的財産制度概要

　　　～インドネシア進出にあたっての留意点～

　・欧米での知的財産権活用成功事例～欧米で知的財産権を確保する意義～

　２）本年度

　平成２６年８月末現在で、次のテーマのセミナー２回が金沢市にて開催されました。

　・新幹線開業に伴う商標対策

　・海外からの偽ブランド流入を防ぐ～模倣品の発生から対策まで～

　今後は、中小企業の知財活用、機密情報（ノウハウ）の流出対策をそれぞれのテーマ

としたセミナーを２回開催する予定です。

⑦　愛媛県

　１）昨年度

　西予市にて、当地キャラクターや地域ブランド等を活かした地域づくりを含む知的財

産の保護・活用の重要性をテーマとしたセミナーが１回開催されました。

　２）本年度

　地域活性化のための知的財産セミナーが新居浜市にて開催されました。

⑧　高知県

　１）昨年度

　次の通り、高知市で１回、高知工科大学で 1 回、高知大学で 1 回、安芸市で１回、そ

れぞれセミナーが開催されました。

　・県職員向け著作権セミナー（高知市）

　・開発者向け研修会（高知工科大学：ＩＰＤＬ研修会及び発明抽出スキルアップ研修会）

　・大学生及び一般人を対象とした知財啓発セミナー（高知大学）

　・商標権セミナー（安芸市）

　２）本年度

　農産物のブランド化をテーマにしましたセミナーが高知県農業技術センターにて行わ

れました。今後は、平成２６年９月に、高知県工業技術センターにおいて、公設試職員

や民間企業実務者を対象とした発明抽出スキルアップセミナーが開催される予定です。

⑨　土佐市

　１）昨年度

　著作権についてのセミナーが１回開催されました。
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　２）本年度

　知的財産全般についてのセミナーが行われました。今後、１０月以降に１回程度のセ

ミナーを開催する予定で、テーマ等については検討中です。

３．支援員向けセミナー資料整備事業

　本事業は、知的財産支援センターから委嘱を受けたセミナー講師（支援員）が作成し

たテキスト等の資料の中で利用可能なものをライブラリー化し、後日、別途委嘱した支

援員が閲覧、利用できるように整備するものです。

　委嘱を受けた支援員は、資料を電子フォーラムからアクセスし、過去、当センターの

事業にて実施したセミナーの中から、講師の許可を受けた講義テキストに限り、閲覧若

しくは利用できるようになっております。

　昨年度までに、利用者である支援員の利便性を向上させるために、様々な改良を行っ

ており、本年度は、更なる改良点を模索するとともに、実際の利用状況を確認しながら、

今後の本事業の方向性について検討することにしております。

４．中小企業向け情報収集事業

　本事業は、ベンチャー企業を含む中小企業における知財の有効活用を支援することを

目的とした情報の収集及び提供を行うものです。対象とする情報は、権利取得や技術開

発等を経済的に支援する地方自治体やその関連機関の公的補助金制度や助成金制度に関

するもので、当事業部で調査収集したこれら情報は、日本弁理士会のホームページにて

公表しております。

　本年度は、平成２６年８月末現在、約２２０の助成事業を掲載しており、「自治体名、

事業名、ＨＰアドレス」がリスト形式で掲載されており、当該ＨＰアドレスを利用者が

クリックすることで、対応する補助金・助成金事業のホームページにアクセスできるよ

うにリンクしております。

　これら情報は、中小ベンチャー企業と日本弁理士会会員が共有することで、中小ベン

チャー企業の支援に役立てるよう、情報の更新、追加のための作業を随時行っております。

セミナーの様子
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　今年度は、これら地方自治体関係の補助金・助成金事業につきまして、パンフレット等、

他のツールにて外部にＰＲすることを検討しております。

５．知財支援協定の展開についての研究

　今年度の弁理士法の改正により、弁理士の使命条項が創設されたことに鑑み、当該条

項の「知的財産の利用の促進」に弁理士が寄与するべく、多くの地方自治体への協力を

通じ、地域振興の側面から企業への知財支援を行うために、当センターとしましては、

前述の知的財産支援協定につきまして、締結対象の地方自治体を更に拡大することを目

指しております。

　そこで、当事業部では、知財支援協定の新たな展開のために、既に支援を行っている

地方自治体からの協定締結のメリットにつき、協定未締結の地方自治体にご紹介できる

ように、調査研究を行っております。今後、知的財産支援協定を締結している地方自治

体から、当該自治体での協定締結のメリットに関する情報を収集するとともに、マイナ

ス点を分析しながら今後の地方自治体への支援活動に活かしていく予定です。

日本弁理士会ホームページ（トップページ） 日本弁理士会ホームページ「助成制度調査結果」
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9月までの支援活動１

１．日　　時：平成２６年７月２８日（月）１３：３０～１５：３０
２．主 催 者：高知県　商工労働部　新産業推進課
３．場　　所：農業技術センター
４．講　　師：上岡　將人　会員
５．対　　象：試験研究担当者、普及指導員、営農指導員、生産者、種苗業者、
　　　　　　　市場関係者３０名

６．内　　容：
　高知県の農産物に付加価値をつけて販売促進を図るために、商標制度と種苗制度を活用する
にためのセミナーを開催しました。
　商標制度の概要として、商標法の目的、保護対象、権利の存続期間、権利の範囲について説
明し、商標権を活用することの利点と注意点も説明しました。商標制度の概要では、地域団体
商標制度と、出願状況と、全国の地域団体商標の登録例について説明しました。
　そして、種苗法による品種登録制度の概要について説明し、商標法と種苗法の関係について
説明しました。
これら法制度の説明の後は、商標制度と種苗制度を活用したことにより、農産物のブランド化
に成功した事例について、らー麦、つゆ姫、あまおう、しろりんどう、空飛ぶパンプキンなど
を例に挙げて、農産物のブランド化の成功の秘訣について説明しました。

知的財産支援センター第３事業部　廣江　政典

高知県知的財産セミナー「農産物のブランド化」

セミナーの様子
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１．日　　時：平成２６年７月３０日（水）　１３：３０～１５：３０
２．主 催 者：一般社団法人石川県発明協会
３．場　　所：石川県地場産業振興センター新館４階第１１研修室
４．講　　師：中村　祥二　会員
５．対　　象：企業知財担当者等２５名

６．内　　容：
　平成２７年３月に北陸新幹線開業を控え、「新幹線開業に伴う「商標対策」」をテーマにセミ
ナーを開催しました。具体的には、商標を活用したブランド戦略について、ブランドとは何か、
ブランド戦略の事例研究、効果的にブランドを使うには、効果的にブランドを守るには、とい
う視点で商標制度の活用について説明しました。
　改正法により新たに広がる商標の保護対象やデザインを保護するための意匠権の活用にいた
るまでを具体的事例を紹介しながら説明し、出席者に具体的なブランド保護のイメージを示唆
しました。

知的財産支援センター第３事業部　松田　光代

石川県知的財産セミナー「新幹線開業に伴う「商標対策」
～自社商品・サービスの効果的なＰＲとブランド保護に向けて～」

セミナーの様子
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１．日　　時：平成２６年８月２１日（木）　１３：３０～１５：００
２．主 催 者：一般社団法人石川県発明協会
３．場　　所：石川県地場産業振興センター新館　５階　第１３研修室
４．講　　師：田中　聡　会員
５．対　　象：実務者等９名

６．内　　容：
　「海外からの偽ブランド流入を防ぐ～模倣品発生から対策まで～」とのテーマでセミナーを
開催しました。初めに模倣品とは何かとの簡単な説明後、中国を舞台とした仮想事例を示して
模倣品の発生と拡散の流れ、及びこれらを防止するための知的財産権の活用方法を説明しまし
た。また、本年５月に施行された中国改正商標法の主な改正点について説明しました。
　さらに、海外からの模倣品流入に対する水際対策として、輸入差止めの申立てについて、手
続方法と留意点について説明しました。

知的財産支援センター第３事業部　加藤　裕介

石川県知的財産セミナー
「海外からの偽ブランド流入を防ぐ～模倣品の発生から対策まで～」

セミナーの様子
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１．日　　時：平成２６年８月８日（金）　１５：３５～１６：２５
２．主 催 者：愛媛県
３．場　　所：愛媛県総合科学博物館　第１研修室
４．講　　師：相原　正　会員
５．対　　象：地域づくり活動に取り組んでいる団体や市町職員等９６名

６．内　　容：
　（１）地域ブランドによる地域活性化の成功事例を数多く紹介し、地域活性化における知的
財産の役割・機能を説明しました。
　（２）地域団体商標を含む商標制度や著作権制度についての要点を概説しました。
　（３）商標制度を用いた地域活性化の支援等について講師自身が地域において活動した体験
談や知的財産活用のポイント等について説明しました。

知的財産支援センター第３事業部　笠原　英俊

愛媛県知的財産セミナー「地域活性化のための知的財産講座」

セミナーの様子
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１．日　　時：平成２６年７月１９日（土）　１４：００～１６：００
２．主 催 者：東京都中央区教育委員会
３．場　　所：東京都中央区教育センター
４．テ ー マ：親子で学ぶ知的財産権
５．対 象 者：小学 5 年生
６．参加人数：２５名＋保護者
７．講　　師：日本弁理士会関東支部知財教育支援委員会委員長　伊藤　夏香
　　　　　　　日本弁理士会関東支部知財教育支援委員会　橋場　満枝
　　　　　　　日本弁理士会関東支部知財教育支援委員会　引地　進

８．内　　容：
　東京都中央区在住の小学 5 年生を対象に、発明とはどのようなものかについて、前半と後半
に分けて説明しました。当日は雨が降ったこともあり、参加人数が予定よりも減ってしまいま
したが、その分、コミュニケーションが図りやすかったと思います。
　前半では、紙芝居形式で、弁理士とはどのような仕事か、発明とはどのようなものかを説明
させていただきました。また、生活の中のちょっとした不便を解消する方法について小学生と
一緒に考え、そうした不便を解消した発明品をいくつかご紹介しました。最後に、日本の発明
品か外国の発明品かを当てるクイズを行い、小学生だけでなく保護者にも大変ご好評をいただ
きました。
　後半では、紙皿と工作用紙とビー玉で回転台を発明工作していただきました。最初はなかな
かアイデアが出ず、苦労されておりましたが、何個かアイデアが出されると、それが引き金と
なって、最終的には、たくさんの面白い回転台が出来上がりました。

関東支部知財教育支援委員会　引地　進

「知的財産特別授業」出張！ IP カルチャー教室
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１．日　　時：平成２６年７月２２日（火）
２．主 催 者：世田谷区立深沢小学校
３．場　　所：世田谷区立深沢小学校
４．テ ー マ：発明工作教室「君も今日からエジソン」
５．対 象 者：小学校３～６年生
６．参加人数：２５名
７．講　　師：日本弁理士会関東支部知財教育支援委員会　杉岡　真紀
　　　　　　　日本弁理士会関東支部知財教育支援委員会　美川　公司
　　　　　　　日本弁理士会関東支部知財教育支援委員会　橋場　満枝

８．内　　容：
　対象は、東京都世田谷区立深沢小学校の３年生から６年生の２５名の児童。
　「深沢工房」というサマースクールの「発明工作教室」ということで、希望者を募って行わ
れました。
　小学校３、４年生の元気の良い男子児童が大半で、大変にぎやかな雰囲気の中、授業が始ま
りました。
　前半は、電子紙芝居「君も今日からエジソン」のコンテンツの流れに沿って、①弁理士とは
どのような仕事か、発明とはどのようなものかを説明し、②生活の中のちょっとした不便を解
消する発明品を紹介し、③日本の発明品か外国の発明品かを当てる参加型のクイズを行いまし
た。３番目の参加型クイズは、とても積極的に答えてくれました。
　後半は、紙皿、工作用紙とビー玉で作る「回転台」の発明工作です。
　３、４年生が多いためか、最初は、ぽかんとしてどうして良いか見当もつかない子もいまし
たが、時間が経つにつれて、大人が考えないような面白い回転台のアイディアが続々と出てき
ました。
　印象的だったのは、元気の良い男子児童が、工作が始まると、急に静かになって試行錯誤し
ながら集中して考えている姿です。また、大作を作っていた高学年の児童は、時間内で終わら
ず持ち帰ってからも作りたいとのこと、この「回転台」の発明工作が子供達の創作意欲をかき
たてる奥深いものだとあらためて感じました。

関東支部知財教育支援委員会　橋場　満枝

「知的財産特別授業」世田谷区立深沢小学校　深沢工房　発明工作教室
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１．日　　時：平成２６年７月２７日（日）　９：３０～１７：００
２．主 催 者：明星大学理工学部
３．場　　所：明星大学日野校
４．テ ー マ：小学生向け知財授業（電子紙芝居）、発明工作授業（回転台）
５．対 象 者：小中学生
６．参加人数：75 名＋保護者
７．講　　師：日本弁理士会関東支部東京委員会委員長　　折居　章
　　　　　　　日本弁理士会関東支部東京委員会副委員長　中原　亨
　　　　　　　日本弁理士会関東支部知財教育支援委員会　岩永　勇二
　　　　　　　日本弁理士会関東支部知財教育支援委員会　美川　公司
　　　　　　　日本弁理士会関東支部知財教育支援委員会　高原　千鶴子
　　　　　　　日本弁理士会関東支部知財教育支援委員会　播磨　里江子
　　　　　　　日本弁理士会関東支部知財教育支援委員会　阿出川　豊
　　　　　　　日本弁理士会関東支部知財教育支援委員会　大谷　仁郎

８．内　　容：
　午前９時半から各回７０分程度ずつ、合計三回の授業／発明工作教室を行いました。参加者
は、保護者と子供達の組が各回２５組程度、合計７０組程度でした。参加してくれた子供達の
年齢層が小１から中１までと幅広かったので、小学校中学年から高学年を中心層とみて授業／
発明工作を実施しました。
　内容としては、関東支部及び参加講師の紹介のあと、レオ君の電子紙芝居の第１章及び第２
章（第２章は一回目のみ）を上演し、その後、回転台を題材とした発明工作授業を行いました。
電子紙芝居のセリフは参加講師が分担しました。
　更に発明工作授業において、出来上がった作品に対して製作者にネーミングをして頂きまし
た。この際、ネーミングの必要性及び商標について、簡単な説明を行いました。電子紙芝居及
び発明工作授業共に、参加者は、保護者を含めて皆真剣に取り組んで頂き、充実した授業を行
うことができたと考えます。

　　関東支部知財教育支援委員会　美川　公司

「知的財産特別授業」明星大学夏休み科学体験教室
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１．日　　時：平成２６年４月２１日（月）（第１回）、
　　　　　　　　　　　　５月１２日（月）（第２回）、６月９日（月）（第３回）、
　　　　　　　　　　　　６月３０日（月）（第４回）の１３：４５～１４：３０
２．場　　所：愛知県名古屋市立高蔵小学校
３．内　　容：発明工作クラブ
４．対　　象：第４～６学年のうち希望者２５名
５．担当部署：日本弁理士会東海支部　教育機関支援機構
６．講　　師：第１回　寺坂　真貴子、橋本　努、安井　雅俊
　　　　　　　第２回　寺坂　真貴子、橋本　由佳里、永瀬　龍壮
　　　　　　　第３回　寺坂　真貴子、永瀬　龍壮、高田　珠美
　　　　　　　第４回　寺坂　真貴子、加藤　雅博、阪下　典子

うまくとりつけたＬＥＤランプが頬を赤く照らしています。紙のすき間から光がもれて綺麗に
見えます。回転台の中にはビー玉を隙間なく入れることで接地面積を少なくし回転を狙います。
思う通りに作ったらテーブルのようになりました。あとからビー玉固定の画用紙筒（テーブル
の脚）を短くしてビー玉を露出させていました。裏側にコマのように一つビー玉をつけてあり
ました。

日本弁理士会東海支部主催
「愛知県名古屋市立高蔵小学校における発明工作クラブ授業（１学期分）

完成写真

工作の様子
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７．コメント：
　発明工作クラブを実施するに当たり、校長先生との面談で「理科の物質の性質を利用した仕
掛けで、科学法則を説明するのは面白いし、ぜひモデルとして実施して欲しい。子供も喜び、
参加希望が多いにちがいない。一方、工作自体は、子供達には高度すぎるかもしれない。また、
せっかくだから、設計図どおりの工作ではなく、それぞれの個性と独創性を重視した工作をさ
せたい。」との希望がありました。
　相反する要請について考えました末、１学期の４回の授業は、回転台工作を連続工作として
行いました。一応、進みが早い子のために、１回目は回転台（土台）、２回目は畳める背景、
３回目はセロファンやキラキラ折り紙による飾り付け、４回目はＬＥＤ電球と電池を配布して
のライトアップと見とおしを伝え、モチベーションを与えるスライド（「サルのキョウ太くん」）
を毎回、手短かに上映することにしました。
　クラブ活動は２週間に一度、１回４５分の授業であります。その中から、道具の配布と後片
付け、コンセプト説明のスライド上映のために差し引かれる時間があり、設計および工作にと
れるのは実質３０分程度であります。子供達は最初戸惑いが見えたものの、スライド上映、制
作見本などによる解説を経て、ゆっくりと自分なりに形をつけることができていました。
　ただ、１学期４回の授業で達成感を得られなかった子がおられたことは、指導方法が悪かっ
たのではという反省もあります。
　なお、指導に当たりましては、クラブ担任の先生のご協力をいただきスムーズに進行するこ
とができました。
　１１月から再開する２学期のクラブ授業では、１学期の反省を踏まえまして、工作させるこ
とで設計図だけですませたくない自発的創作性と向かい合わせ、次の３学期の最終授業（創作
性を要求されるサラカップル工作、最終回のレオ君物語による弁理士の説明）へ導きたいと思
います。

東海支部教育機関支援機構　機構長　寺坂　真貴子
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１．日　　時：平成２６年５月１０日（土）　１０：００～１２：００
２．場　　所：たかはま夢・未来塾（高浜市神明町２−１８−１３）
３．実 施 者：主催／運営　ＮＰＯ団体　たかはま夢・未来塾
４．内　　容：発明についてのお話、工作
５．対 象 者：小学４年～６年　３２名
６．担当部署：日本弁理士会東海支部教育機関支援機構
７．講　　師：東海支部教育機関支援キャラバン隊　隊員　伊東　正樹

８．コメント：
　最初に、生徒たちには発明や特許とは何かについて簡単に説明し、主婦の発明事例などを示
して身近な工夫で発明ができることや、生徒の皆さんにも発明は可能であることを説明しまし
た。
　続いて、光通信の原理について説明しました。光といえば照明の用途が思い浮かびますが、
通信媒体としても利用できることを理解できる子供は少ないと思います。そこでテレビの赤外
線リモコンなど身近な例を挙げて説明し、光通信機の完成品を実演しました。メロディＩＣを
音源とし、ＬＥＤと光センサーを使って離れた場所でスピーカーから鳴る様子を見せて、通信
のしくみを理解させてから工作を開始しました。
　どの子も、実演を見ると俄然興味が湧いてきたようで、講師の指示に従って楽しそうに取り
組んでいました。　しかし、初めてハンダこてを使う子供が多く、工作が難航することも予想
されましたので、教室では生徒６～７名のグループに別れ、それぞれクラブのサポーターの方々
に個別についていただきました。サポーターが直接、生徒個々の質問に答えたり、遅れている
生徒の手助けなどをしていただき、何とか時間内に殆どの作品を完成させることができました。
その一方で、早く終わった子には、用意した赤外線リモコンを受信機に当てたり、蛍光灯に近
づけたりしてどのような音が聞こえるか実験してもらいました。
　毎年この活動に取り組んでいますが、子供たちからも好評で、クラブ側からは東海支部の支
援には大変感謝している旨のお礼をいただいております。今後も要請があれば協力していきた
いと思います。

東海支部教育機関支援キャラバン隊隊員　伊東　正樹

ＮＰＯ団体　たかはま夢・未来塾「高浜少年少女発明クラブ員に対する知財講義」

講義の様子
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１．日　　時：平成２６年７月３１日（木）　１３：３０～１６：３０
２．場　　所：碧南市ものづくりセンター（愛知県碧南市）
３．内　　容：電子紙芝居「君も今日からエジソン」、「光通信」工作
４．実 施 者：主催　碧南市ものづくりセンター・日本弁理士会東海支部
５．対　　象：碧南市内在住の小学校３年生～４年生　３１名
６．担当部署：日本弁理士会東海支部　教育機関支援機構
７．講　　師：教育機関支援キャラバン隊　花田　久丸、廣江　政典、神戸　真澄、
　　　　　　　古田　広人、福富　俊輔、中山　英明

８．コメント：
　碧南市ものづくりセンターでの出前授業では、碧南市内在住の小学生３１名が参加されまし
た。前半の授業では中山会員が担当し、「弁理士」という存在を知ってもらい、「君も今日から
エジソン」というタイトルで知財講義を行いました。小学校３、４年生の子が多く、内容的に
は少し難しい部分もありましたが、新幹線やカップヌードルの発明が面白かったみたいでとて
も食いつきがよく、時折笑い声も交えながら皆集中して観ていました。エジソンだけが発明者
ではないし、小学生の子どもでも発明者になれるということや、蓄音機や電球といった難しそ
うなものだけが発明品じゃないよということも理解してもらえたと思います。
　一方、特許とは何かを説明するのは非常に難しいと感じました。大人であれば、他人の発明
品を勝手に真似してはいけないといった常識があるのですが、子どもの場合、真似をしてはい
けないよという感覚があまりないと思います。むしろ、子どもは、他人の真似をしながら成長
していくのが普通であって、真似をすること自体は決して悪いことではないけれど、発明を
した人が自分の発明品であることを世の中に広く知ってもらいたいという気持ちがあること、
知ってもらうための手段が特許だよといった感じで説明してみました。
　今回、知財講義を２０分に短縮しましたが、子どもの集中力を考えると、適切な時間であっ
たと思います。早く工作教室をやりたいという気持ちを抑えながら、騒いだりすることもなく、
がんばって静かに聞いてくれました。大人向けの講義とは違った難しさがありましたが、優秀
な子どもたちの協力もあり、何とか無事終えることができました。
　後半の工作では子供達が６つのグループに分かれて、「光通信工作」に挑みました。工作の
講師は花田会員が担当し、その他の会員は、各グループに分かれて個別に指導して頂きました。
今回作成した光通信工作は、送信側端末機と受信側端末機で構成した光通信システムです。こ
の光通信システムでは、送信側端末機でメロディーＩＣに組み込まれたメロディーを発光ダイ
オードの発光信号に変換し、受信側端末機でその発光信号を受光用フォトトランジスタで受信

碧南市ものづくりセンターとの共催「知的財産出前授業」

講義の様子 工作の様子
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して紙カップの底に貼り付けた小型スピーカで音楽再生する仕組みになっています。工作の
手順としては、前者の送信側端末機と後者の受信側端末機を作成する２つの工程からなります。
いずれの工程でもハンダ付け作業がメインとなりますが、当日参加した児童の多くは工作クラ
ブでハンダ付けの経験がありました。しかしながらこの光通信工作では電子素子３点を一緒に
してハンダ付けする工程があり、多くの児童が苦戦したようです。結局は無事に組み立てて光
通信により小型スピーカを鳴らすことが出来た児童もいましたが、多くは時間切れとなりまし
た。その為、講師が居残って完成させました。なお光通信工作のセットの中には素子不良のも
のもあったため、それ等のセットについては名古屋へ持ち帰り花田会員が完成させた後、翌日
に碧南市ものづくりセンターへお送りいたしました。今回の光通信工作は多少レベルが高過ぎ
たかもしれませんが、子供達が将来いつの日にか知的財産出前授業のことを思い出してもらえ
たら幸いです。

　　東海支部教育機関支援機構運営委員　中山　英明、花田　久丸



22  知的財産支援活動だより 2014 年 9 月号（No.154）

１．日　　時：平成２６年８月５日（火）　９：４０～１２：００
２．場　　所：愛知県総合教育センター（愛知郡東郷町諸輪上鉾６８）
３．実 施 者：主催／運営　愛知県総合教育センター
４．内　　容：「知的財産権について」の講義
５．対 象 者：教員４１名（農業科４名・商業科１７名・工業科２０名）
６．担当部署：日本弁理士会東海支部　教育機関支援機構
７．講　　師：日本弁理士会東海支部　教育機関支援キャラバン隊　太田　直矢

８．コメント：
　平成２５年度から実施されている高等学校学習指導要領に従い、１０年経験者研修の対象と
なる教員の皆様に知的財産権の講義を行いました。今回は、産業財産権法（特許法、実用新案法、
意匠法、商標法）と種苗法に関して、各法律の概要（目的、保護対象、手続、各法制度の特徴など）
と、産業財産権と商品開発の関係などを説明しました。
　本講義では、講義時間の関係から各法域ごとの詳しい説明はできなかったのですが、商品開
発上重要となる項目（各法の保護対象や各法制度の特徴）を中心に解説しました。例えば特許
法では、保護対象となる発明、書面主義、審査主義、登録主義を説明しました。また実用新案
法と意匠法と商標法では、特許法との違いを踏まえつつ、保護対象、権利範囲、権利行使など
について説明しました。そして種苗法につきましてもその概略を説明しました。また今回は、
知的財産の講義を初めて受ける方が多かったため、興味を持って頂けるように新聞などで話題
となった事例や具体例を踏まえてわかりやすく説明するよう努めました。
　そして講義の合間や講義後に、「日本の法制度と外国の法制度の違い」、「料金はどの程度必
要なのか」、「特許請求の範囲の書き方」などのさまざまな質問を受けました。このことから知
的財産権に高い関心を教員の皆様が持っていらっしゃることが実感できました。　

東海支部　副支部長　太田　直矢

愛知県総合教育センター「教職員向け知財講座」

講義の様子
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１．日　　時：平成２６年６月２０日（金）　１６：２０～１７：２０
２．場　　所：大阪府立泉陽高等学校　
３．名　　称：「知的財産特別授業」
４．内　　容：講義形式
５．対　　象：２学年１５名
６．担当部署：日本弁理士会近畿支部　知財普及・支援委員会

７．コメント：
　大阪府立泉陽高等学校は、与謝野晶子や橋田壽賀子が卒業した堺女学校を前身とする由緒あ
る高校で、女優の沢口靖子も、ここの高校出身です。
　今回の知財授業は、高２対象のキャリアセミナーにおいて、職業人の話を聞く講座の一つと
して行われました。他の職業人としては、裁判官や、マスコミ関係者等が呼ばれたそうです。
今回の知財授業の受講生達は、弁理士の職業に何らかの興味を持った生徒達です。
　私は、まず、入浴剤に関するコンテンツを用いて、知的財産権と弁理士という職業について
講義を行いました。このコンテンツは、中学生（特に中学１年生）には、かなり難しい内容の
ものですが、さすがに高校２年生になると、理解して聞いてくれていました。
　この講義の後、私は、「１３歳のハローワーク公式サイト」を参照して、弁理士という職業
の概略について、説明しました。そして、私の場合を例にして、特許事務所に勤める弁理士の
仕事の内容について説明を行いました。具体的には、スライドに沿って、「特許事務所におけ
る特許出願の流れ」、「ある週の私の予定表」、「ある月に私がした仕事」、「私の勤めている事務
所の人員構成」、「（私が手掛けて）米国特許になった発明の事例」等の説明を行いました。
　その後、私は、これから、弁理士を含む自分の将来の職業を具体的に考えていかなければな
らない生徒達に参考にしてもらうために、「私が弁理士になるまで」、「私が弁理士になった理
由」、「（職業上の）喜びや、やりがい」、「体験談や苦労話」、「高校生に対するアドバイス」、「弁
理士の仕事をするに当たり、高校で養っておきたい資質」について話しました。そして、最後に、

「私は、弁理士が天職であると思っている」という趣旨の話と、「私は、たまたま弁理士になっ
たが、別に弁理士でなくても、自分に向いている仕事を探して、それを一生懸命やって下さい。」
という趣旨の話をしました。
　今日の講座を受講した生徒達が、将来の職業を考える上で、私の話を少しでも参考にしてく
れたら嬉しく思います。

近畿支部知財授業担当　水田　慎一

「知的財産特別授業」大阪府立泉陽高等学校

興味津々の生徒達に講義を行う講師（水田　慎一会員）
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１．日　　時：平成２６年６月３０日（月）　１２：３５～１３：１５、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３：２５～１４：０５　
２．場　　所：兵庫県立姫路工業高等学校
３．名　　称：「知的財産特別授業」
４．内　　容：『特許紛争事件の攻防』ほか
５．対　　象：３学年４７名（電子機械科３７名、デザイン科・機械科１０名）
６．担当部署：日本弁理士会近畿支部　知財普及・支援委員会

７．コメント：
　今回は姫路城の傍に位置する兵庫県立姫路工業高等学校を訪問しました。姫路工業高等学校
は、「高校生ものづくりコンテスト」等の創作系コンテストで表彰者を毎年多数輩出する創造
性豊かな学校です。それゆえ知的財産に対する関心も深いようで、知的財産特別授業にも大き
な興味を持って参加してくれていたようでした。また、創立から７０年以上も経つ伝統校らし
く、生徒ひとり１人が本当に礼儀正しくて、そのきびきびとした立ち振る舞いは私にまで伝染
しました。そういったわけで、講師陣のテンションは自然と高まり、最高の雰囲気の中で授業
をすることができたと思います。
　１コマ目は、ベテラン五郎丸会員の流暢な司会のもと「おにぎりパック」を題材にした特許
紛争事件の攻防に関する寸劇を４人で行いました。今回は会場が適度に狭かったため、プロジェ
クタから映し出す映像を生徒が見やすく、また各講師に１つずつマイクが用意されていたため、
講師の声が生徒に届きやすく、良い環境で授業をできたと思います。生徒はとても熱心に授業
を聞いてくれましたが、松永会員の人を引き付ける笑顔とジェスチャーがそれに一役買ってい
たのは間違いないでしょう。生徒に多くのことを学んでもらえた実感が得られたため、大きな
充実感が得られました。
　２コマ目は、淡路会員がパテント・デザインコンテストに応募予定のデザイン科・機械科３
年生１０名のみを対象に、特許制度および意匠制度についての授業をされました。私も生徒に
混じって授業を受けさせていただきましたが、インパクトのある映像を効果的に使うなど、難
しい話をできるだけ退屈させないで聞かせる工夫が随所に盛り込まれており、印象に残る内容
の授業でした。
　さて、今回の知財授業では、授業の内容をよく理解してもらうためには、コンテンツの内容
だけでなく、映像の見やすさや声の聞き取りやすさのような授業環境も重要だと気付きました。
授業環境は出張先の学校に依存するところが多いので、我々側でできることは少ないでしょう
が、映像や声が生徒により伝わる方法を検討すれば、授業はさらに良いものになるのかも知れ
ません。
　最後に、質疑応答の時間に、一般承継に関する質問と、特許権の利用関係に関する質問が生
徒から出ました。私以外の講師の方は涼しい顔をされていましたが、私は頭が一瞬真っ白になっ
てしまいました。仕事に忙殺される毎日の中で、普段仕事で使わない知識がだいぶ錆びついて
いたようです。知的財産法全般突然何を聞かれても正確かつ手短に応答できるよう、もう一度
知識の整理を行う必要があるなと身が引き締まる思いでした。

近畿支部知財授業担当　小林　義周

「知的財産特別授業」兵庫県立姫路工業高等学校

興味津々の生徒達に講義を行う講師陣
（左写真左から　五郎丸　正巳、小林　義周、松永　英幸、淡路　俊作　各会員）
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１．日　　時：平成２６年６月３０日（月）　９：００～１１：５０、１２：００～１５：１５
２．場　　所：奈良県立王寺工業高等学校　
３．名　　称：「知的財産特別授業」
４．内　　容：「弁理士　田島小五郎」など
５．対　　象：１学年２クラス７４名
６．担当部署：日本弁理士会近畿支部　知財普及・支援委員会
　　　　　　　　（担当者：大西　正夫会員、光明寺　大道会員、古田　昌稔会員）

７．コメント：
　今回私たちが訪問した奈良県立王寺工業高等学校は、某ＴＶ番組でも紹介されたことのある
ことからご存知のように、十数年間就職率１００％を誇る有名校です。本校は挨拶が素晴らし
いことでも良く知られています。通学路でも校内でも、私たちとすれ違う全ての生徒が足を止
めて大きな声で「おはようございます」「こんにちは」と挨拶をしてくれます。企業の人事担
当者が採用したくなるのも納得です。
　肝心の授業は、各クラス３時限ずつ使ってみっちりと行いました。１時限目には、簡単な導
入説明をした後、「弁理士田島小五郎」「君も今日からエジソン」のコンテンツを使用した授業
を行いました。２時限目にはカップヌードルの内部の構造を説明した後、グループに分かれて
紙タワーの工作を行ってもらいました。残りの時間で「弁理士加賀見鏡一郎（意匠編）」のコ
ンテンツを使用した授業を行いました。３時限目には、特許庁の電子図書館を使った特許、意匠、
商標検索の仕方を学習しました。その後、「きき湯」「プルトップ缶」のコンテンツを使用して、
知的財産が実際の製品開発にどのように関わっているのかを学習しました。
　紙タワーの工作では、６人１組のグループに女子生徒が１人くらいの割合でいるのですが、
その女子生徒が全体のまとめ役になっている様子が見受けられ、非常に興味深く感じました。
座学のみの授業だと眠くなりがちですが、工作や検索を組み込んだことで、上手く生徒たちの
学習意欲を引き出せたのではないかと思います。
　これだけまとまった授業を行なえば、生徒たちの記憶にも少しは残り、将来役に立つ日が来
るのではないかと期待しながら学校を後にしました。

近畿支部知財授業担当　古田　昌稔

「知的財産特別授業」奈良県立王寺工業高等学校

興味津々の生徒達に講義を行う講師陣
（左写真左から　光明寺　大道、古田　昌稔　各会員）
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１．日　　時：平成２６年７月１４日（月）　１０：５５～１１：４０
２．場　　所：五條市立五條小学校　
３．名　　称：「知的財産特別授業」
４．内　　容：発明工作授業（回転台）
５．対　　象：６学年２クラス３９名
６．担当部署：日本弁理士会近畿支部　知財普及・支援委員会
　　　　　　　　（担当者：西本　泰造会員、松山　徳子会員）

７．コメント：
　奈良県五條市は県南部に位置し、かつては林業の町吉野の玄関口として繁栄していましたが、
近年はご多聞にもれず人口減少に悩まされています。校長先生に伺った話では、最盛期１, ７００
名を超えた在校生の数も今では約１０分の１にまで落ち込んでいるそうです。
　学年ごとのクラス数も１学年１クラスがやっととのことでした。今回の授業は唯一２クラス
ある６年生が対象の３９名です。まずは、司会の松山会員から、弁理士とは、知的財産権とは、
の説明があり、回転台の工作教室が始まりました。生徒は４人１組ごとの机で、仲よく相談し
ながら、工夫して工作に取り組んでいました。総じて純朴、私語も少なく熱心に興味を持って
授業に取り組んでくれていた様子でした。特に挨拶をきっちりすること、授業後の清掃も皆で
分担してテキパキとしてくれること、大変良い印象を持ちました。五條小学校の知財授業は今
回が初めてとのこと。是非、もう一度授業をしたいな、との思いを強くしました。

近畿支部知財授業担当　西本　泰造

「知的財産特別授業」奈良県五條市立五條小学校

発想力豊な児童達と工作授業を行う講師と担任教諭
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支援活動予定表（10月から）2

開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名
毎週火・金曜日 常設特許無料相談会 日本弁理士会北海道支部 支部所属弁理士

毎月3回 特許アドバイザー
（要予約・個人面談方式） 中小企業基盤整備機構

中村 直樹
佐川 慎悟
熊野 彩

東北支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

14.10.27 青森県庁内無料相談会 青森県庁 三浦 誠一
14.11.17 青森県庁内無料相談会 青森県庁 鈴木 壯兵衛
14.12.22 青森県庁内無料相談会 青森県庁 三浦 誠一
15.01.26 青森県庁内無料相談会 青森県庁 鈴木 壯兵衛
15.02.23 青森県庁内無料相談会 青森県庁 鈴木 壯兵衛
15.03.16 青森県庁内無料相談会 青森県庁 三浦 誠一
14.10.15 岩手県発明協会との共催による無料相談会 北上商工会議所 村雨 圭介
14.12.17 岩手県発明協会との共催による無料相談会 二戸地区合同庁舎 船越 巧子
15.01.21 岩手県発明協会との共催による無料相談会 花巻商工会議所 船越 巧子
14.11.19 岩手県発明協会との共催による無料相談会 大船渡商工会議所 丸岡 裕作

宮城 毎週火曜日
（13:00～16:00） 常設特許無料相談室 日本弁理士会東北支部 支部所属弁理士

14.10.16 秋田県発明協会との共催による無料相談会 大館市商工会議所 齋藤 昭彦
14.11.27 秋田県発明協会との共催による無料相談会 由利本荘市役所 熊谷 繁
14.12.11 秋田県発明協会との共催による無料相談会 能代商工会議所 齋藤 博子
15.03.05 秋田県発明協会との共催による無料相談会 大館市商工会議所 佐々 紘造
15.03.19 秋田県発明協会との共催による無料相談会 由利本荘市役所 齋藤 昭彦

北陸支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

14.10.14 常設特許無料相談室 日本弁理士会北陸支部 支部所属弁理士
14.10.28 常設特許無料相談室 日本弁理士会北陸支部 支部所属弁理士

関東支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

15.01.08 士業専門家による無料相談会 創業・ベンチャー支援センター埼玉 西脇 民雄
15.02.12 士業専門家による無料相談会 創業・ベンチャー支援センター埼玉 赤塚 正樹
15.03.12 士業専門家による無料相談会 創業・ベンチャー支援センター埼玉 寺田 雅弘

14.04.01～15.03.31 法人推進化スペシャリスト 農林振興センター 伊賀 誠司
寺田 雅弘

15.01.08 弁理士による特許無料相談会 東葛テクノプラザ1階相談室 藤松 知久
15.02.12 弁理士による特許無料相談会 東葛テクノプラザ1階相談室 日向 麻里
15.03.12 弁理士による特許無料相談会 東葛テクノプラザ1階相談室 高松 武生
月～金
(10:00～12:00、
14:00～16:00)

常設特許無料相談室 弁理士会館１階 相談室 支部所属弁理士

15.01.15 特許に関する相談 東京商工会議所　中小企業相談センター 星野裕司
15.02.05 特許に関する相談 東京商工会議所　中小企業相談センター 加藤 勉
15.02.19 特許に関する相談 東京商工会議所　中小企業相談センター 岩見 晶啓
15.03.05 特許に関する相談 東京商工会議所　中小企業相談センター 保坂 俊
15.03.19 特許に関する相談 東京商工会議所　中小企業相談センター 小森 剛彦
15.03.17 多摩地域　無料知的財産相談 たましん事業支援センター 横川 邦明
14.10.18 豊島区事業と暮らしの相談会 豊島区立勤労福祉会館６Ｆ 未定
14.10.14 多摩地域　無料知的財産相談 たましん事業支援センター 保坂俊
14.11.18 多摩地域　無料知的財産相談 たましん事業支援センター 中原亨
14.12.16 多摩地域　無料知的財産相談 たましん事業支援センター 小森剛彦
15.01.20 多摩地域　無料知的財産相談 たましん事業支援センター 井上真一郎
15.02.17 多摩地域　無料知的財産相談 たましん事業支援センター 田辺良徳
15.01.13 弁理士による特許無料相談会 富士吉田商工会議所2階会議室 浅川 哲
15.01.14 弁理士による特許無料相談会 北杜市商工会1階会議室 志村 正樹
15.01.14 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 土橋 博司
15.01.28 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 小林 哲男
15.02.10 弁理士による特許無料相談会 富士吉田商工会議所2階会議室 土橋 博司
15.02.12 弁理士による特許無料相談会 北杜市商工会1階会議室 志村 正樹

北海道支部

北海道

岩手

秋田

青森

石川

埼玉

千葉

東京

山梨

相　談 日本弁理士会が各支部で実施している「常設特許無料相談室」については、最終頁をご参照ください。

支援活動予定表　相談
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15.02.12 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 志村 正樹
15.02.25 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 浅川 哲
15.03.10 弁理士による特許無料相談会 富士吉田商工会議所2階会議室 浅川 哲
15.03.11 弁理士による特許無料相談会 北杜市商工会1階会議室 志村 正樹
15.03.11 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 土橋 博司
15.03.25 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 小林 哲男

東海支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

愛知 月～金
（13:00～16:00） 常設特許無料相談室 日本弁理士会東海支部 支部所属弁理士

近畿支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

滋賀 毎週金曜日
(13:30～16:30) 知財総合支援窓口 一般社団法人滋賀県発明協会

岸本 忠昭
楠本 高義
森 　厚夫
大島 一宏

隔週水曜日 産業財産権相談会 一般社団法人京都発明協会 京都地区会所属
弁理士

予約制 専門相談会 京都商工会議所 京都地区会所属
弁理士

毎週火曜日
（10:00～12:00） 無料相談 オフィスワン四条烏丸ビル　会議室 京都地区会所属

弁理士

毎週木曜日
（13:00～16:30） 知財総合支援窓口 一般社団法人京都発明協会

森脇 正志
奥村 公敏
清水 尚人
山本 真一

月～金
(10:00～12:00、
14:00～16:00)

常設特許無料相談室
（要予約・個人面談方式） 日本弁理士会近畿支部 支部所属弁理士

毎週1回
（13:00～16:00） 知財総合支援窓口 一般社団法人大阪発明協会

井内 龍二
盛田 昌宏
北原 宏修
福島 三雄

毎月第２火曜日 無料相談 豊中商工会議所 大島 一宏
14.12.02 第10回 専門家による合同市民無料相談会 大阪市立大淀コミュニティセンター 未定

兵庫 毎週木曜日
（13:00～16:00） 知財総合支援窓口 一般社団法人兵庫県発明協会

小根田一郎
是枝 洋介
鴨 みどり
沖本 周子

奈良 毎週木曜日
（13:00～16:00） 知財総合支援窓口 一般社団法人奈良県発明協会

西本 泰造
小野 敦史
戸田 俊材
足立　 彰

和歌山 毎週水曜日
（13:30～16:30） 知財総合支援窓口 一般社団法人和歌山県発明協会

齋藤 　進
辻　 忠行
阿野 清孝
岡田 充浩

中国支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

10月　毎週水曜日
（13:00～15:00） 常設特許相談室 日本弁理士会中国支部 支部所属弁理士

14.10.03 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 大石 憲一
14.10.10 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 専徳院 博
14.10.17 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 田中 咲江
14.10.24 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 田村 善光
11月　毎週水曜日
（13:00～15:00） 常設特許相談室 日本弁理士会中国支部 支部所属弁理士

12月　毎週水曜日
（13:00～15:00） 常設特許相談室 日本弁理士会中国支部 支部所属弁理士

四国支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

徳島 毎月第1水曜日 常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 工業技術センター 支部所属弁理士

香川 第2.4水曜日
13:00～16:00

常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 日本弁理士会四国支部 支部所属弁理士

愛媛 毎月第2木曜日 常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 愛媛県商工会連合会 支部所属弁理士

広島

京都

大阪

山梨

支援活動予定表　相談
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奇数月第3木曜日 常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 八幡浜商工会議所 支部所属弁理士

奇数月第1月曜日 常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 四国中央商工会議所 支部所属弁理士

高知 毎月第3木曜日 常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 高知県発明協会 支部所属弁理士

九州支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

福岡

14.04～15.03
毎週木曜日
(10:00～12:00、
13:00～15:00)

常設特許無料相談室 日本弁理士会九州支部 支部所属弁理士

愛媛

支援活動予定表　相談　講演

講　演

開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

14.10.09
「共同研究から出願までの産学連携基礎知識
セミナー」～よりよい共同研究を推し進める
ために～

宮城県庁みやぎ広報室 木下 忠

14.11.20 侵害対応に関する基礎知識（仮題） 未定 岩崎 孝治
14.11.04 中小企業の知財活用（仮題） 石川県地場産業振興センター新館 開口 宗昭
未定 機密情報（ノウハウ）流出対策（仮題） 未定 田中 聡

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 14.10.07 知的財産権を学ぶ 北海道立消費生活センター 熊野 彩

北陸支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福井 14.10.22 知的財産セミナーin福井 ホテルフジタ福井 田中 聡

東海支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

14.10.03
弁理士による週末パテントセミナーin静岡
（静岡会場）「知的資産経営とは～知的資産
の定義と活用について～」

ペガサート 森 俊晴

14.10.17 富士宮市との知財支援協定に基づく「特許
法、商標法改正セミナー」 富士宮市役所 村松 亮子

14.10.17
弁理士による週末パテントセミナーin静岡
（静岡会場）「インターネットを巡る法的問
題～営業秘密管理、著作権を中心に～」

ペガサート 宮田 逸江

14.10.31
弁理士による週末パテントセミナーin静岡
（浜松会場）「知的資産経営とは～知的資産
の定義と活用について～」

アクトシティ浜松研修交流センター 森 俊晴

14.11.07
弁理士による週末パテントセミナーin静岡
（静岡会場）「特許の実務と特許検索の実例
～切り餅事件を題材に～」

ペガサート 長谷川 和家

14.11.21
弁理士による週末パテントセミナーin静岡
（浜松会場）「インターネットを巡る法的問
題～営業秘密管理、著作権を中心に～」

アクトシティ浜松研修交流センター 宮田 逸江

14.11.28
弁理士による週末パテントセミナーin静岡
（浜松会場）「特許の実務と特許検索の実例
～切り餅事件を題材に～」

アクトシティ浜松研修交流センター 長谷川 和家

三重 14.11.05

日本弁理士会と独立行政法人　国立高等専門
学校機構との「知的財産教育の充実及び知的
財産活用のための協力に関する協定」に基づ
く鈴鹿工業高等専門学校での知財授業

鈴鹿工業高等専門学校

高田 珠美
藤谷 修
榊原 靖
北　裕介
山内 健吾
菊谷 純
阪下 典子

近畿支部
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 14.11.09
パテントセミナー2014
EPOにおける補正の制限及びそれを考慮した
明細書ドラフト戦略

コラボしが２１ 稲積朋子

静岡

知的財産支援センター 第3事業部

北海道支部

宮城

石川
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支援活動予定表　講演

滋賀 14.11.09
パテントセミナー2014
特許庁で１０年間特許の審査をしてきたプロ
が教える賢い特許のとり方

コラボしが２１ 奥村一正

14.12.06
パテントセミナー2014
寸劇で学ぶ特許の基礎　～特許権の取得から
特許権侵害を巡る攻防まで～

京都商工会議所

立川伸子
佐々木達也
柳瀬智之
淡路俊作

14.12.06 パテントセミナー2014
特許翻訳入門 京都商工会議所 田中達也

14.11.11 知的財産特別授業 向日市立第６向陽小学校 松永 英幸
14.12.19 知的財産特別授業 舞鶴市立明倫小学校 大野義也

14.10.22～23 大阪勧業展2014 マイドームおおさか

柳野嘉秀
石橋広通
森定勇二
冨田隆之
中田洋二
藤田勝利
山本  泰
関  共生
山崎理恵
奥村一正

14.11.15 パテントセミナー2014
間接侵害を巡る最新の実務 ＴＫＰガーデンシティ大阪梅田 岩坪哲

14.11.29
パテントセミナー2014
効果的な意匠権の取得方法
～関連意匠と部分意匠の戦略的利用方法～

ＴＫＰガーデンシティ大阪梅田 松井宏記

14.12.20 パテントセミナー2014
新しいタイプの商標 ＴＫＰガーデンシティ大阪梅田 齊藤整

14.11.01

パテントセミナー2014
特許法・意匠法・商標法・弁理士法の改正点
について　～特許法と商標法、具体的にどう
変わるの？～

東洋ビル 五郎丸正巳

14.12.13 パテントセミナー2014　外国特許入門 日本弁理士会近畿支部室 山田淳一

14.10.11 パテントセミナー2014
特許・実用新案入門 日本弁理士会近畿支部室 古田昌稔

14.10.25 パテントセミナー2014　調査入門 日本弁理士会近畿支部室 中山聡

14.11.22 パテントセミナー2014
意匠・商標入門　～権利取得までの道のり～ 日本弁理士会近畿支部室 川本篤

14.10.07 知的財産特別授業 東海大学付属仰星高等学校中等部 光明寺 大道
15.01.13 知的財産特別授業 堺市立東百舌鳥小学校 未定

14.10.23 知的財産特別授業 太子町立磯長小学校 柳瀬 智之
淡路 俊作

15.03.14 知的財産特別授業 島本町立図書館 赤岡 和夫
後 利彦

15.02.28 知的財産特別授業 東大阪市少年少女発明クラブ 未定

14.10.18
パテントセミナー2014
身近なトピックから知財の活用について考え
てみよう

神戸市産業振興センター 多田裕司

14.10.18
パテントセミナー2014
著作権でレッドカードもらわずに、業務をサ
クサク進めるには？

神戸市産業振興センター 松下正

14.11.08 パテントセミナー2014
米国特許制度と英文明細書入門 姫路商工会議所 水田慎一

14.11.14 知的財産特別授業 養父市立建屋小学校 柳瀬 智之

奈良 14.10.04 パテントセミナー2014
事業における知財の留意点と活用方法 エルトピア奈良 小野敦史

和歌山 14.11.08 パテントセミナー2014
地域起こしにおけるブランドの活用 和歌山商工会議所 杉本勝徳

九州支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

14.10.02 平成26年度知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 丹生 哲治
14.10.16 平成26年度知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 溝口 督生
14.10.30 平成26年度知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 溝口 督生
14.11.13 平成26年度知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 久保山 隆
14.11.27 平成26年度知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 大坪 勤

福岡

京都

大阪

兵庫
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北陸支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 開催形式 会　場 講師（弁理士、他）

14.10.21 第78回新潟県発明工夫展・第63回新潟県模
型展審査会 その他 新潟県立自然科学館 松浦 康次

14.10.25 第78回新潟県発明工夫展・第63回新潟県模
型展表彰式 その他 新潟県立自然科学館 黒田 勇治

14.10.17 第52回富山県発明くふう展審査会 その他 富山市民プラザ 小林 陽一
14.11.19 第52回富山県発明くふう展表彰式 その他 富山商工会議所 小林 陽一

14.10.15 第50回石川県発明くふう展審査会 その他 石川県地場産業振興センター本館
木森 有平
宮本 一浩
松田 光代

14.10.25 第50回石川県発明くふう展表彰式 その他 石川県地場産業振興センター新館 海野 徹
福井 14.10.16 第27回福井県発明くふう展表彰式 その他 福井県産業会館 増田 恵美

関東支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 開催形式 会　場 講師（弁理士、他）

14.07.24～15.03.31 川崎市中小企業外国出願支援事業 その他 川崎市内
木下 茂
坂野 博行
和泉 順一

14.05.01～15.03.31 横浜市知的財産活用促進事業助成金交付審査
会 その他 横浜市経済局会議室等 神原 貞昭

14.06～15.03.31 横浜市中小企業外国出願支援事業 その他 横浜市内

高原 千鶴子
坂田 ゆかり
三田 康成
高木 康志
渡部 仁
松嶋 芳弘
岩永 勇二
坂野 博行
神原 貞昭

東海支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 開催形式 会　場 講師（弁理士、他）

14.10.22 ２０１４岐阜県発明くふう展（学生の部） その他 マーサ２１ 宇野 健一

14.10.23 ２０１４岐阜県発明くふう展（一般の部・女
性の部）審査会 その他 マーサ２１ 神谷 英昭

14.10.26 2014岐阜県発明くふう展（学生の部）表彰
式 その他 マーサ２１ 三浦 高広

14.10.27 2014岐阜県発明くふう展（一般の部・女性
の部）表彰式 その他 マーサ２１ 三浦 高広

14.11.21 中部地方発明表彰表彰式 その他 岐阜グランドホテル 橋本 清
14.10.21 静岡県学生児童発明くふう展審査会 その他 静岡県産業経済会館 石垣 達彦
14.11.09 静岡県学生児童発明くふう展表彰式 その他 静岡市こどもクリエイティブタウン 石垣　達彦

三重 14.10.16 平成２６年度三重県発明くふう展（学生）審
査会 その他 イオン津南ショッピングセンター 坂岡 範穗

近畿支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 開催形式 会　場 講師（弁理士、他）

14.10.06 講師派遣　「特許に関する公証人役場の活用
方法について」 講師派遣 公益社団法人京都工業会 河原 哲郎

14.10.19 第38回京都府内小・中・高校創造性コン
クール　表彰式 表彰式 京都リサーチパーク 高良 尚志

未定 第34回優秀発明賞　表彰式 表彰式 未定 稲岡 耕作

14.10.07 第44回大阪府生徒児童発明くふう展　審査
会 審査会 ＡＴＣエイジレスセンター 平田 緑

14.11.03 第44回大阪府生徒児童発明くふう展　表彰
式 表彰式 ＡＴＣエイジレスセンター 稲岡 耕作

14.10.23 平成26年度兵庫県学生児童発明くふう展 審
査会 審査会 バンドー神戸青少年科学館 未定

14.11.03 平成26年度兵庫県学生児童発明くふう展
表彰式 表彰式 バンドー神戸青少年科学館 奥村 茂樹

14.11.19 第71回 奈良県児童・生徒発明くふう展　表
紙式 表彰式 奈良県産業振興総合センター 稲岡 耕作

14.10.16 第71回 奈良県児童・生徒発明くふう展　審
査会 審査会 奈良県産業振興総合センター 小野 敦司

15.01.21 第13 回奈良県アイデアくふう作品展 審査会 奈良市美術館 未定
15.01.25 第13 回奈良県アイデアくふう作品展 表彰式 奈良市美術館 未定

新潟

富山

神奈川

石川

奈良

兵庫

岐阜

静岡

京都

大阪

その他

支援活動予定表　その他
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支援活動予定表　その他

14.10.16 第29 回和歌山市市民発明くふうコンクール 審査会 和歌山市民会館 未定
14.10.19 第29 回和歌山市市民発明くふうコンクール 表彰式 和歌山市民会館 未定
14.10.28 第47回私たちのくふう展　審査会 審査会 フォルテワジマ 岡田 充浩
14.11.01 第47回私たちのくふう展　表彰式 表彰式 フォルテワジマ 稲岡 耕作

四国支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 開催形式 会　場 講師（弁理士、他）

香川 14.11.01 第71回香川の発明くふう展 その他 香川大学 中井 博

九州支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 開催形式 会　場 講師（弁理士、他）

14.10.15 第57回福岡県児童生徒発明くふう展 その他 福岡市立少年科学文化会館3階 丹生 哲治
14.10.26 第57回福岡県児童生徒発明くふう展 その他 福岡市立少年科学文化会館1階 丹生 哲治
14.11.12 第49回熊本県発明工夫展 その他 崇城大学ギャラリー 高宮 章
14.11.20 第49回熊本県発明工夫展 その他 メルパルク熊本 高宮 章

14.10.28 第73回大分県発明くふう展 その他 大分県産業科学技術センター1階多目
的ホール 井上 元廣

14.11.15 第73回大分県発明くふう展 その他 iichiko総合文化センター1階アトリウ
ムプラザ 井上 元廣

14.10.16 第73回宮崎県学校発明くふう展 その他 宮崎科学技術館 小木 智彦
14.11.15 第73回宮崎県学校発明くふう展 その他 ひまわり荘 小木 智彦

宮崎

福岡

熊本

大分

和歌山
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開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名
毎週火・金曜日 常設特許無料相談会 日本弁理士会北海道支部 支部所属弁理士

毎月3回 特許アドバイザー
（要予約・個人面談方式） 中小企業基盤整備機構

中村 直樹
佐川 慎悟
熊野 彩

東北支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名
青森 14.09.29 青森県庁内無料相談会 青森県庁 鈴木 壯兵衛

岩手 14.09.17 岩手県発明協会との共催による無料相談会 （公財）釜石・大槌地域産業育成セ
ンター 丸岡 裕作

宮城 毎週火曜日
（13:00～16:00） 常設特許無料相談室 日本弁理士会東北支部 支部所属弁理士

秋田 14.09.25 秋田県発明協会との共催による無料相談会 湯沢市役所 佐々 紘造

北陸支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名
石川 14.09.24 常設特許無料相談室 日本弁理士会北陸支部 支部所属弁理士

関東支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名
埼玉 14.09.11 士業専門家による無料相談会 創業・ベンチャー支援センター埼玉 亀崎 伸宏
千葉 14.09.11 弁理士による特許無料相談会 東葛テクノプラザ1階相談室 高橋 洋平

月～金
(10:00～12:00、
14:00～16:00)

常設特許無料相談室 弁理士会館１階 相談室 支部所属弁理士

14.09.04 特許に関する相談 東京商工会議所　中小企業相談センター 池田直文
14.09.18 特許に関する相談 東京商工会議所　中小企業相談センター 下村和夫
14.09.16 多摩地域　無料知的財産相談 たましん事業支援センター 水野耕生
14.09.27 板橋区事業と暮らしの相談会 板橋区立文化会館グリーンホール
14.09.09 弁理士による特許無料相談会 富士吉田商工会議所2階会議室 浅川 哲
14.09.10 弁理士による特許無料相談会 北杜市商工会1階会議室 志村 正樹
14.09.10 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 土橋 博司
14.09.24 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 小林 哲男

東海支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

愛知 月～金
（13:00～16:00） 常設特許無料相談室 日本弁理士会東海支部 支部所属弁理士

近畿支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

滋賀 毎週金曜日
(13:30～16:30) 知財総合支援窓口 一般社団法人滋賀県発明協会

岸本 忠昭
楠本 高義
森 　厚夫
大島 一宏

隔週水曜日 産業財産権相談会 一般社団法人京都発明協会 京都地区会所属
弁理士

予約制 専門相談会 京都商工会議所 京都地区会所属
弁理士

毎週火曜日
（10:00～12:00） 無料相談 オフィスワン四条烏丸ビル　会議室 京都地区会所属

弁理士

毎週木曜日
（13:00～16:30） 知財総合支援窓口 一般社団法人京都発明協会

森脇 正志
奥村 公敏
清水 尚人
山本 真一

月～金
(10:00～12:00、
14:00～16:00)

常設特許無料相談室
（要予約・個人面談方式） 日本弁理士会近畿支部 支部所属弁理士

毎週1回
（13:00～16:00） 知財総合支援窓口 一般社団法人大阪発明協会

井内 龍二
盛田 昌宏
北原 宏修
福島 三雄

毎月第2火曜日 無料相談 豊中商工会議所 大島 一宏
14.09.01 無料相談 高槻商工会議所 小野 敦司

北海道支部

北海道

山梨

東京

大阪

京都

支援活動一覧表　相談

支援活動一覧表9月分3
相　談 日本弁理士会が各支部で実施している「常設特許無料相談室」については、最終頁をご参照ください。
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兵庫 毎週木曜日
（13:00～16:00） 知財総合支援窓口 一般社団法人兵庫県発明協会

小根田一郎
是枝 洋介
鴨 みどり
沖本 周子

奈良 毎週木曜日
（13:00～16:00） 知財総合支援窓口 一般社団法人奈良県発明協会

西本 泰造
小野 敦史
戸田 俊材
足立　 彰

和歌山 毎週水曜日
（13:30～16:30） 知財総合支援窓口 一般社団法人和歌山県発明協会

齋藤 　進
辻　 忠行
阿野 清孝
岡田 充浩

中国支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

14.09.02 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺　義博
14.09.10 知財総合支援窓口 益田商工会議所 田辺　義博
14.09.11 知財総合支援窓口 松江商工会議所 河野 生吾
14.09.12 知財総合支援窓口 島根県発明協会 河野　生吾
14.09.16 知財総合支援窓口 出雲商工会議所 永田　貴久
14.09.16 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺　義博
14.09.17 知財総合支援窓口 江津商工会議所 永田　貴久
14.09.25 知財総合支援窓口 島根県発明協会 河野　誠
14.09.30 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺　義博
14.09.02 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 須田 英一
14.09.09 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 伊藤 俊一郎
14.09.16 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 笠原 英俊
14.09.16 無料相談会 児島商工会議所 森廣 三郎

14.09.18 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 加瀬野 忠吉
（弁護士）

14.09.30 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 森 寿夫
9月毎週水曜日
（13:00～15:00） 常設特許相談室 日本弁理士会中国支部 支部所属弁理士

14.09.05 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 大石 憲一
14.09.12 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 専徳院 博
14.09.19 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 田中 咲江
14.09.26 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 田村 善光
 14.09.03
 (13:00～16:00) 知財総合支援窓口 （財）やまぐち産業振興財団 木村 正彦

 14.09.10
 (13:00～16:00) 知財総合支援窓口 （財）やまぐち産業振興財団 河合 典子

 14.09.17
 (13:00～16:00) 知財総合支援窓口 （財）やまぐち産業振興財団 井上 浩

 14.09.24
 (13:00～16:00) 知財総合支援窓口 （財）やまぐち産業振興財団 今中 崇之

四国支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

毎月第1水曜日 常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 工業技術センター 支部所属弁理士

14.09.05 知財総合支援窓口 徳島県発明協会 木谷 弘行
14.09.19 知財総合支援窓口 徳島県発明協会 豊栖 康司

14.09.22 弁理士会四国支部と四国高専機構の連携に関
する意見交換会 徳島大学 中井 博、

出口 祥啓
第2.4水曜日
13:00～16:00

常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 日本弁理士会四国支部 支部所属弁理士

14.09.01 知財総合支援窓口 香川県発明協会 中井 博
14.09.22 知財総合支援窓口 香川県発明協会 岡本 茂樹
14.09.29 知財総合支援窓口 香川県発明協会 中井 博
14.09.18 知的財産相談会 香川県発明協会 山内 康伸

毎月第2木曜日 常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 愛媛県商工会連合会 支部所属弁理士

奇数月第3木曜日 常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 八幡浜商工会議所 支部所属弁理士

奇数月第1月曜日 常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 四国中央商工会議所 支部所属弁理士

14.09.03 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 相原 正
14.09.10 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 眞田 恵子
14.09.17 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 田中 幹人
14.09.24 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 壬生 優子

高知 毎月第3木曜日 常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 高知県発明協会 支部所属弁理士

愛媛

島根

岡山

広島

山口

徳島

香川

支援活動一覧表　相談
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講　演

支援活動一覧表　相談　講演　その他

開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

14.09.11
14.09.12 発明抽出スキルアップ研修 高知県工業技術センター 松下 正

14.09.11
14.09.12 発明抽出スキルアップ研修 高知県工業技術センター 松下 正

関東支部
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 14.09.19 知的財産特別授業 神奈川県横浜市立峯小学校
美川 公司
貝塚 亮平
金森 靖宏

東海支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

14.09.06
休日パテントセミナー２０１４in豊橋「特許
を活用しましょう！～特許を取得する目的と
その活用方法～」

豊橋商工会議所 丸山 明夫

14.09.09
愛知県立知立高等学校における知財授業「デ
ザインパテントコンテスト応募に向けて 作
品講評 」

愛知県立知立高等学校 神野 健太

14.09.10
愛知県立知立高等学校における知財授業「デ
ザインパテントコンテスト応募に向けて 作
品講評 」

愛知県立知立高等学校 神野 健太

14.09.20
休日パテントセミナー２０１４in豊橋「知的
財産契約の基礎知識～秘密保持、共同出願、
ライセンス～」

豊橋商工会議所 山田 稔

近畿支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

14.09.10 知的財産権に関するセミナー（第1回）
ニセモノを封じ込める6つの魔法

ものづくりビジネスセンター大阪
（MOBIO) 田中  聡

14.09.27
パテントセミナー2014
日米欧中の進歩性
～各国の審査基準と中間処理上の指針～

ＴＫＰガーデンシティ大阪梅田 佃誠玄

14.09.19 知的財産特別授業 大阪市立四貫島小学校 淡路 俊作
三宅 康雅

九州支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

14.09.04 平成26年度知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 山口 浩一
14.09.18 平成26年度知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 山口 浩一

福岡

知的財産支援センター 第3事業部

高知

愛知

大阪

その他
北陸支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 開催形式 会　場 講師（弁理士、他）

福井 14.09.25 第27回福井県発明くふう展審査会 その他 福井県立こども歴史文化館 増田 恵美

関東支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 開催形式 会　場 講師（弁理士、他）

東京 14.09.05 セミナー その他 新宿区立高田馬場創業支援センター

大貫敏史
尾関眞里子
岩田克子
渡辺和徳

四国支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 開催形式 会　場 講師（弁理士、他）

香川 14.09.30 第70回香川の発明くふう展 その他 香川産業頭脳化センター 中井 博

九州支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

福岡

14.04～15.03
毎週木曜日
(10:00～12:00、
13:00～15:00)

常設特許無料相談室 日本弁理士会九州支部 支部所属弁理士
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近畿支部
パテントセミナー 2014 のご案内
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近畿支部
パテントセミナー 2014 のご案内
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お問い合わせは、日本弁理士会　第３事業部　広報・支援室まで
　　　　　　　　　電 話　（０３）３５１９−２７０９
　　　　　　　　　FAX　（０３）３５１９−２７０６
　　　　　　　　　H  P　http://www.jpaa.or.jp/?p=63

常設特許無料相談室
（すべて事前予約制です。詳しくは下記ホームページをご覧ください。）

北海道
〒 060-0807　北海道札幌市北区北七条西 4-1-2
　　　　　　KDX札幌ビル 3階　日本弁理士会北海道支部内
TEL.011-736-9331　毎週火曜日・金曜日／ 14：00 〜 16：00
http://jpaa-hokkaido.jp/
　東　北
〒 980-0014　宮城県仙台市青葉区本町 3-4-18　
　　　　　　太陽生命仙台本町ビル 5階　日本弁理士会東北支部内
TEL.022-215-5477　毎週火曜日／ 13：00 〜 16：00
http://www.jpaa-tohoku.jp/
　北　陸
〒 920-8203　石川県金沢市鞍月 2-2　石川県繊維会館 2階　
　　　　　　日本弁理士会北陸支部内
TEL.076-266-0617　※相談日はホームページをご覧ください。
http://www.jpaa-hokuriku.jp/
　関　東
〒 100-0013　東京都千代田区霞が関 3-4-2　弁理士会館 1階
TEL.03-3519-2707　月〜金曜日／ 10：00 〜 12：00、14：00 〜 16：00
http://www.jpaa-kanto.jp/
　東　海
〒 460-0008　愛知県名古屋市中区栄 2-10-19　名古屋商工会議所ビル 8階
　　　　　　日本弁理士会東海支部内
TEL.052-211-3110　月〜金曜日／ 13：00 〜 16：00
http://www.jpaa-tokai.jp/
　近　畿
〒 530-0001　大阪府大阪市北区梅田 3-3-20　
　　　　　　明治安田生命大阪梅田ビル 25 階　日本弁理士会近畿支部内
TEL.06-6453-8200　月〜金曜日／ 10：00 〜 12：00、14：00 〜 16：00
http://www.kjpaa.jp/
　中　国
〒 730-0016　広島県広島市中区幟町 13-14　新広島ビルディング 4階
　　　　　　日本弁理士会中国支部内　
TEL.082-224-3944　毎週水曜日／ 13：00 〜 15：00
http://www.jpaa.or.jp/chugoku/
　四　国
〒 760-0019　香川県高松市サンポート 2-1　高松シンボルタワー・
　　　　　　サンポートビジネススクエア 2階　日本弁理士会四国支部内
TEL.087-822-9310　※相談日はホームページをご覧ください。
http://jpaa-shikoku.jp/
　九　州	
〒 812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前 2-1-1
　　　　　　福岡朝日ビル 8階　日本弁理士会九州支部内
TEL.092-415-1139　毎週木曜日／ 10：00 〜 12：00、13：00 〜 15：00
http://www.jpaa-kyusyu.jp/


