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日本弁理士会と中小企業診断協会協定締結記念
「士業間連携知財コンサルフォーラム」

知的財産支援センター　副センター長　坂野博行

１．日　　時：平成２６年９月１日（月）１５：００～１７：００
２．場　　所：東海大学校友会館　望星の間、富士の間、三保の間
３．主　　催：日本弁理士会、中小企業診断協会
４．テ ー マ：中小企業への知財コンサルに向けて
５．対 象 者：弁理士、中小企業診断士
６．参加者数：１２３名
７．プログラム：
　　　第１部　基調講演「中小企業の知財戦略とそのコンサルティング」
　　　　　　　　　　　    講　　師　弁護士・弁理士　鮫島　正洋　氏

　　　第２部　分科会（弁理士向け）　
　　　　　　　　「士業家が知るべき真のコンサルティングのノウハウ！」
　　　　　　　　　　　    講　　師　中小企業診断士　青木　公司　氏

　　　　　　　分科会（中小企業診断士向け）
　　　　　　　　「企業活動に対する弁理士の関わり」
　　　　　　　　　　　    講　　師　弁理士　富澤　孝　氏

８．内　　容：
　今般、日本弁理士会と中小企業診断協会とが中小企業支援に向けて協定を締結するに
至り、当該締結を記念して、今回の「士業間連携知財コンサルフォーラム」が開催され
ました。
　本フォーラムは、最初に、一般社団法人中小企業診断協会の福田尚好会長、次いで、日
本弁理士会の古谷史旺会長よりご挨拶を戴いた後、第１部の基調講演が行われ、休息を
挟んで、中小企業診断士向けおよび弁理士向けの第２部の分科会が行われました。
　基調講演は、弁護士・弁理士の鮫島氏による「中小企業の知財戦略とそのコンサルティ
ング」でした。講師は、２００４年から特許庁の地域中小企業知財戦略啓蒙プロジェク
トの委員長として全国の中小企業経営者と首記の問題について研究をしており、この経
験に基づき、企業経営、経営の側から見た知財戦略、どのように中小企業に役立つのか、
特許出願等の必要性について、主に経営の観点から、説明がありました。具体的に、特
許権取得による、１）世界標準を獲得した技術の例、２）自社技術の客観的評価による
社員の士気向上の例、３）マーケットの市場をシフトさせて、中小企業に有利に働く知
財戦略の例、など非常に興味深く、参加者の関心を集めていました。
　最後に、市場参入の前提条件である必須特許を取得するための知財活動（方法論）につ
いて、マーケティング、技術開発、知財取得の３つの観点から、説明がありました。本
講演を通じて、大企業とは多少異なる、中小企業の知財戦略と、そのコンサルティング
について、理解することができたと思います。
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　後半の分科会は、弁理士向けと、中小企業診断士向けに分かれて、中小企業診断士の青
木氏による分科会（弁理士向け）「士業家が知るべき真のコンサルティングのノウハウ！」
と、弁理士の富澤氏による分科会（中小企業診断士向け）「企業活動に対する弁理士の関
わり」の講義が行われました。
　青木氏による分科会（弁理士向け）について、講師は、士業者必須のノウハウに関す
る多数の講師経験、及びコンサルタント業務を行っており、その経験から、クライアン
トの真の満足と成果を得るために相手の懐に入り、相手の潜在的ニーズまで引き出すこ
とにより対策を打つコンサルティングノウハウについて、説明されました。クライアント
において、相談する内容を正確に把握していない、当該内容を正しく伝達できない、な
どの事情があったとしても、クライアントの情報を引き出す力等について、心理学的側
面からも説明されました。
　また、富澤氏による分科会（中小企業診断士向け）について、講師は、企業の生産技術者、
開発部、知財部、知財高裁専門委員等の豊富な業務を行ってきました。これらの多彩な
業務経験に基づき、「企業活動に対する弁理士の関わり」と題して、大企業の知財部員と
弁理士との役割関係、及び知財担当者を持たない中小企業が如何に弁理士を活用するか
について、中小企業診断士に期待されるものは何かを含めて、説明されました。

　今回の基調講演及び分科会は、知財コンサルティングという、書面による通常の業務か
ら少し離れて、異なる角度から日々の業務を見直す機会を与えてくれるものであり、中
小企業診断士の先生、及び弁理士にとっても大変有意義な講義であったと思います。今
後益々連携を深めることにより、中小企業により有意義で、かつ的確な支援を提供でき
るものであると実感しております。

弁護士・弁理士　鮫島　正洋　氏

中小企業診断士　青木　公司　氏 弁理士　富澤　孝　氏
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10月までの支援活動１

１．日　　時：平成２６年９月１１日　（木）１３：００～１７：００
　　　　　　　平成２６年９月１２日　（金）　  ９：３０～１４：３０
２．主 催 者：高知県
３．場　　所：高知県工業技術センター
４．テ ー マ：発明抽出スキルアップ研修
５．講　　師：松下　正　会員
６．対　　象：技術者（発明者）、知的財産部門　８名
７．内　　容：
　以下の内容でセミナーを開催しました。
１日目（９月１１日　１３：００～１７：００）
　　（１）新規性・進歩性（講義＆演習）
　　（２）発明把握能力・伝達能力（講義＆演習）
　　（３）特許公報の読み方（講義＆演習）
２日目（９月１２日　９：３０～１４：３０）
　　（４）侵害判断（講義＆演習）
　　（５）改良発明について（講義）

知的財産支援センター第 3 事業部　江間　晴彦
安田　　久

高知県知的財産セミナー「発明抽出スキルアップ研修」
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１．日　　時：平成２６年７月２６日（土）　９：３０～１２：００
２．主 催 者：東京都目黒区立鷹番小学校
３．場　　所：東京都目黒区立鷹番小学校
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：小学校 3 年生～ 6 年生　24 名
６．講　　師：日本弁理士会関東支部会員　田中 康子
　　　　　　　日本弁理士会関東支部知財教育支援委員会　藤田 貴男

７．内　　容：
　猛暑のなか、沢山の小学生が参加してくれました。
　まず、「発明とは」何かを紹介し、クイズなどもしました。授業では、質問すると、回答者
を決めるのに困るぐらい多く小学生が手を挙げてから答えてくれるので、双方向的な授業とな
りました。例えば「エジソンの発明品って何がありますか？」との問いにも、多くの小学生が
答えてくれました。
　次に、工作授業で、片手で持てる皿とカップを実際に発明しました。また、発明品を発表し
ました。
　最後に、「発明したときに相談する弁理士とは」で弁理士の紹介と他人の発明を勝手にマネ
してはいけないことを紹介しました。

関東支部知財教育支援委員会　藤田　貴男

知的財産特別授業　鷹番小学校「夢プラン」
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１．日　　時／テーマ／講師及び対象：
　　（第１回）平成２６年８月２３日（土）　１３：３０～１６：００
　　　「知っていますか？知的財産権～産業財産権の基礎（特許中心）～」
　　　　　　　　講師：本多　正生
　　対　　象：中小企業の従業者、知的財産に関心のある方など４８名
　　（第２回）平成２６年９月６日（土）　１３：３０～１６：００
　　　「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～」
　　　　　　　　講師：丸山　明夫
　　対　　象：中小企業の従業者、知的財産に関心のある方など３９名
　　（第３回）平成２６年９月２０日（土）　１３：３０～１６：００
　　　「知的財産契約の基礎知識～秘密保持、共同出願、ライセンス～」
　　　　　　　　講師：山田　　稔
　　対　　象：中小企業の従業者、知的財産に関心のある方など４３名
２．会　　場：豊橋商工会議所４階４０７会議室　　
３．担当部署：日本弁理士会東海支部　知的財産支援委員会

４．コメント：
（第１回）
　知的財産制度の概要、知的財産権に分類される各種権利（特に、特許権、実用新案権、意匠権、
商標権、著作権、不正競争防止法によって保護される利益に係る権利）の概要を説明しました。
さらに、特許制度の概要、特許法上の発明、特許要件、出願の流れ、Ｈ２６年から実施されて
いる減免制度、Ｈ２７に実施される法改正の内容を説明しました。特許要件（新規性・進歩性）、
特許請求の範囲の記載例についての説明は、聴講する方々の関心が高いように感じました。講
義時間内の質問はありませんでしたが、講義終了後に３件の質問を頂きました。内容はそれぞ
れ権利取得後の無効審判請求、出願前の販売行為、職務発明（相当の対価）についてでした。
特許制度についての関心の高さを実感しました。（本多正生）

（第２回）
　前半では、特許を活用するためには、特許を活用できるように出願書類を作成しておく必要
があることを、簡単な具体例を挙げて説明しました。即ち、簡単な発明を具体的に挙げて、そ
の発明について考えられる請求項を例示し、それらの請求項の欠点や、その欠点のために特許
を活用できなくなる理由、その欠点を無くすためにはどのように請求項を構成すべきか等を、
説明しました。また、活用の種類を、段階を追って説明しました。
　後半では、活用の具体例を、講師が扱った実例を挙げて、具体的に説明しました。
　後半の終了時点で１５分を残していたため、その１５分を、質疑応答に当てました。質問は
６件有り、それぞれについて、回答可能な範囲で回答しました。
　いままで東三河での開催が少なかったせいか、受講者が多く（申し込み者数は定員の６０人
だった）、関心の高さが窺われました。（丸山明夫）

休日パテントセミナー 2014in 豊橋

第１回講義の様子 第２回講義の様子 第３回講義の様子
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（第３回）
　３回目「知的財産契約の基礎知識」を担当いたしました。、当日は、ほぼ満席で、このテー
マへの関心の高さを表していると思われます。
　一方、セミナーの最初に「技術契約書」を①見たことがない、②読んだことがある、③検討
したことがある、④作成したことがある、という質問をしたところ、③④の方は殆どなく、大
勢の方が①又は②でした。そこで、内容をこれらの方々に合わせることを考慮しつつ、説明も
ゆっくりと進行するようにしました。
　セミナーの前段では、「契約とは何か」を解説し、次に「契約書の一般事項」について触れ、
更に「契約書作成の注意点」を説明しました。また、セミナーの中段以降では、技術契約を分類し、
それらの中から「秘密保持契約」⇒「共同開発契約」⇒「共同出願契約」⇒「ライセンス契約」
の流れに沿って各契約の条項と考え方、及びこれらの注意点を説明しました。
　セミナーの最後に質問時間を設けましたが、セミナー終了後も数名の方が個別に質問に来ら
れ、受講者の関心の高さが伺われました。（山田　稔）

東海支部中小企業支援キャラバン隊　隊員　本多　正生
　隊員　丸山　明夫
　隊員　山田　　稔
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１．日　　時：平成２６年９月２０日（土）　１３：３０～１６：００
２．場　　所：名古屋商工会議所　３階第５会議室
３．実 施 者：主催／運営　日本弁理士会東海支部
４．内　　容：知的財産権制度の概要～知的財産権制度のイロハ～
５．対 象 者：一般市民、中小企業者、知財担当者など（６７名）
６．担当部署：日本弁理士会東海支部　知的財産権制度推進委員会
７．講　　師：日本弁理士会東海支部　知的財産権制度推進委員会　委員　神谷　幸雄
　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　委員　久米早江子

８．コメント：
　前半：「知的財産制度全般、特許制度、実用新案制度」について
　前半は、知的財産権制度、及び産業財産権制度について簡単に説明した後、特許制度、実用
新案制度について基本的な事項を説明しました。
　今回は入門編ということで、各法制度の概要について万遍なく説明することを重視しました
が、セミナーでの質問内容やアンケート結果を踏まえると、同じ初級者でも求める内容が様々
であることが分かり、その方々に役立つ情報を提供することの難しさを痛感しました。例えば、
今回のセミナーは土曜日の開催ということもあり、質問をするような熱心な受講者の中には、
自営の方が多いように感じました。こういった方が来場されるという観点で考えれば、実務的
に重要な部分、例えば進歩性の話などに比重を置くなど、より意義のある講義を行うことがで
きたように思います。
　後半：「意匠制度、商標制度」について
　後半は、意匠制度及び商標制度の概要について、広く浅く、基本的な事項を網羅する形で説
明しました。
　今回セミナーは、今後の各種セミナーにつなげるべくその入門編との位置づけであったため、
実務経験者にとってはやや物足りない内容となったかもしれませんが、今後のセミナーにも参
加したいとのお声も頂戴し、本セミナーとしての一定の役割を果たせたのではないかと思いま
す。
　

東海支部知的財産権制度推進委員会　神谷　幸雄
久米早江子

第１回休日パテントセミナー 2014in 名古屋

セミナーの様子
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１．日　　時：平成２６年７月５日（土）　１３：００～１５：００
２．場　　所：大津市ふれあいプラザ ホール
３．テ ー マ：ダンボールで歩くロボットを作ってみよう！　
　　　　　　　　～テオヤンセン機構編～
４．講　　師：島津　聖氏、山本　晃伸氏（矢野紙器株式会社）　
５．参加人数：１０組（大人１２人、子ども１８人）

６．概 要 等：
　弁理士の日記念行事での親子工作教室も、今回で 5 回目になります。
　今年は、オランダの芸術家テオ・ヤンセン（Theo Jansen）氏が考案した歩行ロボットの機
構に挑戦しました。今回の講師は、勤め先である矢野紙器㈱で障害のある方と共にダンボール
を使った遊具、巨大オブジェ等を制作し、日本初のダンボールのテーマパークを、ホテルや
ショッピングセンターで開催するとともに、ダンボールを使った親子の自由工作「ダイナミッ
クダンボール」講座を通じて、親子の創造力をフルに発揮する工作教室を展開しています。今
回は、非常に複雑であり、ユニークな動きを見せるテオヤンセン機構をダンボールで実現すべ
く、講師を依頼した時から、構想に試作を繰り返し完成されたものです。
　部品の 1 点 1 点は簡単でありながら、微妙なバランスが求められる組み立てに、親子ともど
も真剣に取り組み、2 時間後、工作が完成し、作品を動かす姿が見られました。ダンボールにより、
このような複雑な機構が実現できることに、感動し、参加者一同、充実感とともに作品を持ち
帰って頂け、創意・工夫と、技術への関心を感じて頂ける企画となりました。

近畿支部　浅野　能成

弁理士の日記念行事（滋賀）「親子工作教室」
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１．日　　時：平成２６年７月５日（土）　１５：００～１６：３０
２．場　　所：大津市ふれあいプラザ ホール
３．テ ー マ：京阪電車大津線のあゆみと活性化への取り組み
４．講　　師：尼田　賢光　氏
　　　　　　　京阪電気鉄道株式会社　執行役員、大津鉄道部担当
５．参加人数：３５人

６．概 要 等：
　京阪電車大津線は、京津線が大正元年８月１５日に、石山坂本線が大正２年３月１日にそれ
ぞれ開業し、今年で１０２周年を迎えました。最近では、平成９年１０月１２日の京都市地下
鉄東西線開業に伴い、京津線の京津三条～御陵間を廃止し、京津線電車が東西線に直通運転を
実施しています。
　今回の講演会では、１００年を超える京阪電車大津線の歩みを振り返り、東西線開業後の乗
客の減少を食い止めるためのユニークな取り組みについて紹介しました。
　過去の歴史については、鉄道敷設を許可する書面を「特許状」ということに驚き、また、名
古屋まで延伸する計画があったことを知りました。東西線開業後については、ワンマン化と京
阪石坂線の運転間隔を半分とすることで利便性を大幅に向上させたこと、併せて、様々な企画
列車やラッピング電車を通じての活性化について紹介しました。特に、ラッピング電車につい
ては、「ちはやふる」や「中二病でも恋がしたい！」等、人気コミック・アニメという著作権
を上手に利用し、収益を上げている例について紹介しました。
　身近な鉄道が様々なアイデアに支えられていることを知ることができ、有意義な講演会とな
りました。

近畿支部　浅野　能成

弁理士の日記念行事（滋賀）「講演会」
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１．日　　時：平成２６年６月２８日（土）１３：００～１６：３０
２．会　　場：松下ＩＭＰホール
３．テ ー マ：３Ｄプリンタ技術の新潮流 ～温故知新で知財とともに次世代ビジネスに挑む～
４．講演概要：［基調講演１］３Ｄプリンタの発明経緯と普及の背景
　　　　　　　　　小玉　秀男　氏（弁理士）
　　　　　　　［基調講演２］３Ｄプリンタの技術開発動向と知的財産戦略
　　　　　　　　　菅田　正夫　氏（知財コンサルタント＆アナリスト）
　　　　　　　［一般講演］３Ｄプリンタがある社会の展望　～法律家の視点を交えて～
　　　　　　　　　水野　祐　氏（弁護士、ファブラボ・ジャパン・ネットワーク）
　　　　　　　［パネルディスカッション］
　　　　　　　　　コーディネータ：生越　由美 氏（東京理科大学専門職大学院教授、弁理士）
　 　 　 　 　 　 パ ネ リ ス ト：小玉　秀男　氏、菅田　正夫　氏、水野　祐　氏（順不同）
５．聴講者数：４３９名

弁理士の日記念講演会（大阪）

会場の様子 稲岡支部長の挨拶 大西委員による司会進行

小玉氏の講演 菅田氏の講演 水野氏の講演

パネルディスカッションの様子 コーディネータの生越氏 パネルディスカッションの様子

北村副会長の挨拶 ３Ｄプリンタ展示物 会　　場
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６．内　　容：
　本年度の弁理士の日の記念講演会は、「３Ｄプリンタ技術の新潮流」をテーマとして開催し
ました。３Ｄプリンタは、例えば、安価な多種少量生産や短期間での試作、また、パーソナル
な造形を可能にするなど、ものづくりを大きく変える可能性を秘め、製造業のビジネスモデル
や社会のライフスタイルを刷新する可能性が取りざたされています。そこで、講演会の講師に、
３Ｄプリンタおよび知的財産に関する第一人者の方々をお招きし、基調講演（第１部）、一般
講演およびパネルディスカッション（第２部）の構成で開催しました。その結果、講演会には
４００名を超える多くの聴講者がお越しになりました。
　講演会は、最初に日本弁理士会近畿支部の稲岡耕作支部長より開会の挨拶があり、続いて、
第１部の基調講演を行い、休憩を挟んで、第２部の一般講演およびパネルディスカッションを
行いました。
　第１部の基調講演１では、３Ｄプリンタの世界最初の発明者でいらっしゃり、現在は弁理士とし
て活躍されている小玉秀男氏より、ご自身による３Ｄプリンタの発明経緯、普及活動を研究者の視
点および現在の弁理士の視点を交えて解説して頂きました。特に、新たな発明を想到するためには、
問題意識の持続、好奇心、楽観、および契機が重要であることや、発明された技術を普及させる
ためには、研究者自身が、その有用性をプレゼンテーションすることも大切であることなど、後進
の研究者、開発者に向けた心強いメッセージが含まれていたと思います。また、開発された技術の
グローバルな実用化にあたっては、外国特許の取得や、派生技術も網羅した特許取得が大切であ
り、その際の弁理士の役割が、いかに重要であるかを実体験を基に改めて強調されました。研究開
発者や知的財産業務に携わる方々にとって、大変参考になるお話だったと思います。
　第１部の基調講演２では、キャノン株式会社で技術開発、知的財産法務等に携わられた後、知
財コンサルタント、アナリストとして活躍されている菅田正夫氏より、モノづくりを変革しつつあ
る３Ｄプリンタの技術開発の動向、さらに技術開発の成果物である知的財産を企業戦略視点から読
み解いた知見を解説して頂きました。特に、３Ｄプリンタ自体の技術からビジネスモデルに亘るまで、
長期的視点に立った技術開発、知的財産戦略の重要性がマクロな分析も含めて解説され、知的財
産業務に携わる方に限らず、広く一般の方にも興味深い内容だったと思います。
　第２部の一般講演では、弁護士の水野祐氏より、３Ｄプリンタなどのデジタル工作機械を取
り巻く社会の現況と可能性について紹介して頂きました。また、３Ｄプリンタなどが普及した
後の社会の展望や具体的なイメージについて、アニメーションを交えて非常に解りやすくお話
し頂きました。さらに、知的財産の保護と利用のあり方についても、法律家の視点からの考察
を交えて解説して頂きました。
　第２部のパネルディスカッションでは、東京理科大学専門職大学院教授で、弁理士でもいらっ
しゃる生越由美氏をコーディネータとし、３名の講演者との間で、上記３つの講演を踏まえ、来場
者からの質問も交えて、「３Ｄプリンタ」という新しい技術の保護の困難性、ビジネスへの活かし方、
今後の法的保護の課題などについて活発な討論が行われました。特に、３Ｄプリンタが普及した
社会を想定した場合には、オープン戦略／クローズ戦略の使い分けが改めて重要になる可能性や、
発明の保護、活用や技術の普及における弁理士の役割の重要性とともに、弁理士への期待なども
指摘されました。これからも誕生し続ける新しい技術を睨んだ開発戦略、技術評価のあり方や知的
財産戦略などを考えるのに際して、大変参考になったのではないかと思います。
　本講演会の最後、日本弁理士会副会長の北村修一郎氏より閉会の挨拶があり、盛況のうちに
本講演会を終了することができました。
　また、講演会場のロビーでは、実際に３Ｄプリンタで作製されたサンプルの展示も行われ、
来場者は、自由に手に取りながら、その精巧さや複雑な形状が作成可能なことなどを実感して
いらっしゃる様子でした。
　本年度の講演会は、新たな展開を呈しつつある３Ｄプリンタの発明経緯から将来への展望に
かけたテーマに焦点をあてて開催しましたので、技術開発から知的財産戦略まで幅広く考える
良い機会を提供することができたのではないかと思います。また、長時間の講演会にもかかわ
らず、聴講者が最後まで熱心に講演に聞き入っていた様子からも、本講演会の内容は有意義な
ものとなり得たのではないかと考えます。

知財普及・支援委員会委員　三宅　康雅
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１．日　　時：平成２６年７月５日（土）　１４：００～１６：００
２．場　　所：株式会社アシックス　本社及びスポーツミュージアム
３．運　　営：兵庫地区会運営委員
　　　　　　　（是枝洋介、明田佳久、上川豊、河上哲也、染矢啓、長谷部政男、藤井康雄、山本泰）
４．概　　要：①　㈱アシックスにおける知的財産の取り組み
　　　　　　　②　アシックススポーツミュージアム見学
５．講　　師：中井美香氏（株式会社アシックス）
６．参加人数：３５名

７．内　　容：
　まず、第一部として、株式会社アシックスにおける知的財産の取り組みについて、株式会社
アシックスの本社会議室で開催しました。特許、意匠、商標についての取り組みを、知的財産
部商標・意匠チームマネジャー兼ブランド保護チーム担当マネジャーの中井美香氏が説明しま
した。㈱アシックスでは、スポーツシューズが売り上げの大部分を占めており、それに関連す
る特許出願や意匠登録出願が多い。例えば、シューズの意匠登録出願では、デザインが少し変
われば、それを保護する必要があるので、過去には本意匠に対する類似意匠を１００以上出願
したことがあることを説明しました。また、㈱アシックスの商標「asics」が付された商品を参
考資料として用い、参加者に対して商標「asics」の使用に関する説明が行われました。
　次に、第二部として、隣接する建物のアシックススポーツミュージアムに移動して、２つの
グループに分かれ、案内係の説明を受けながら、１階の一流アスリートのパフォーマンスを体
感できるコーナーと２階の㈱アシックスの歴代の商品や有名選手のシューズ等を展示している
コーナーとを交替で見学しました。

近畿支部　明田　佳久

弁理士の日記念行事（兵庫）「講演会」

講演会風景写真
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１．日　　時：平成２６年６月２９日（日）　１４：００～１５：００（終了後、相談会）
２．場　　所：奈良県産業会館会議室１
３．テ ー マ：中小企業のための知的財産活用による社内活性化法 
４．講　　師：久保 浩三　氏（奈良先端科学技術大学院大学 教授、弁理士）
５．受 講 者：５名（相談会１名）
６．内　　容：
　奈良先端科学技術大学院大学の教授である久保浩三会員（弁理士）をお招きし、「中小企業
のための知的財産活用による社内活性化法」と題して講演をしました。
　講演は、はじめに、知的財産権と知的資産が説明され、次に、中小企業が知的経営で元気に
なるための社内活性化法として、知的財産経営報告書の利用、ノウハウの共有による企業の発
展、創作の奨励として何をすべきかについて、講演しました。
　実務経験、調査結果も踏まえて、具体例を挙げ、講義しました。
　講演後、相談会を実施しました。１名の方の相談がありました。

近畿支部奈良地区会　光明寺　大道

弁理士の日記念行事（奈良）「知的財産セミナー・相談会」

１．日　　時：平成２６年６月２８日（土）　１０：００～１６：００
２．場　　所：フォルテワジマ 
３．相談担当：玉置　健、岡田充浩

４．概　　要：
　午後に１名の相談がありました。相談者は、チラシが会社に届いて今回の相談会があること
を知った方です。
　ビジネスモデルに関する特許申請に関する相談です。
　弁理士２名が１時間余り対応して助言をし、長く相談時間を取っていただいたと喜んでくれ
ていました。

和歌山地区会　玉置　健

弁理士の日記念行事（和歌山）「無料知的財産相談会」

会場風景
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支援活動予定表（11月から）2
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。

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

14.11.06～07 無料相談会 アクセスサッポロ 支部所属弁理士

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

14.11.17 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
14.11.19 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
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

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

14.11.27 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

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

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
15.03.17 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
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
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

東京

山梨

秋田

埼玉

千葉

北海道支部

北海道

青森

岩手

支援活動予定表　相談
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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

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

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
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

11月　毎週水曜日
（13:00～15:00） 常設特許無料相談室 日本弁理士会中国支部室 支部所属弁理士

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

14.11.14 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
14.11.21 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
14.11.28 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

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

14.11.14 知財総合支援窓口 徳島県発明協会 豊栖康司
14.11.28 知財総合支援窓口 徳島県発明協会 木谷弘行
14.12.19 知財総合支援窓口 徳島県発明協会 豊栖康司
14.12.26 知財総合支援窓口 徳島県発明協会 木谷弘行

広島

徳島

山梨

京都

大阪

支援活動予定表　相談
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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

14.11.17 知財総合支援窓口 香川県発明協会 岡本茂樹
14.12.01 知財総合支援窓口 香川県発明協会 中井博
14.12.15 知財総合支援窓口 香川県発明協会 岡本茂樹
14.12.22 知財総合支援窓口 香川県発明協会 中井博
14.12.18 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

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

香川

愛媛

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 14.11.07 復興支援セミナー
「食品開発と知財戦略（仮題）」 一関市図書館 橋本 京子

14.11.20 侵害対応に関する基礎知識（仮題） 未定 岩崎 孝治

15.02.27 新しいタイプの商標の戦略的活用セミナー
（仮題） 宮城県庁みやぎ広報室 岩崎 良子

14.11.04 中小企業の知財活用 石川県地場産業振興センター新館 開口 宗昭
14.12.15 機密情報（ノウハウ）流出対策 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）

14.11.17 知的財産フォーラムin札幌 ホテル札幌ガーデンパレス

菊池康久氏
（サッポロホー
ルディングス株
式会社）
池田 光司氏
（池田食品株式
会社）
山本 勝博氏
（中札内村農業
協同組合）
寺内 伊久郎氏
（北海道大学産
学連携本部）
小林 基子

14.12.05 高等専門学校へのエンターテイメントセミ
ナー 函館工業高等専門学校 富田 尊彦

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

秋田 14.12.03 高等専門学校へのエンターテイメントセミ
ナーについて 秋田工業高等専門学校 角谷 浩

山形 14.11.05 高等専門学校へのエンターテイメントセミ
ナーについて 鶴岡工業高等専門学校 齋藤 昭彦

福島 14.11.19 高等専門学校へのエンターテイメントセミ
ナー 福島工業高等専門学校 佐藤 辰彦

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）

富山 14.12.19 高等専門学校へのエンターテイメントセミ
ナー 富山高等専門学校 藤井 俊一

北海道

知的財産支援センター 第3事業部

北海道支部

宮城

石川

講　演

支援活動予定表　相談　講演
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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）

群馬 14.11.07 高等専門学校へのエンターテイメントセミ
ナー 群馬工業高等専門学校 中村 希望

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）

岐阜 14.11.15
休日パテントセミナーin名古屋
「アジア各国の特許制度～中国、東南アジア
の制度を俯瞰的に～」

テクノプラザ 西尾 務
吉田 哲基

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

15.02.13 高等専門学校へのエンターテイメントセミ
ナー 沼津工業高等専門学校 花田 久丸

14.11.01 休日パテントセミナーin名古屋「特許裁判例
の紹介～特許紛争最前線～」 名古屋商工会議所 奥村 徹

鈴木 和政

14.11.18 知的財産仲裁センターシンポジウム「知財の
紛争解決は勝訴を目指すだけじゃない!!」 名古屋商工会議所

丸島 儀一
森 泰比古
中山 千里
外部講師

14.11.22 休日パテントセミナーin名古屋「意匠制度入
門～ゼロから始める意匠～」 名古屋商工会議所 吉田 元治

池田 俊達

14.12.06 休日パテントセミナーin名古屋「商標の使い
方～あなたのブランド守りませんか～」 名古屋商工会議所 水野 祐啓

木村 群司

14.12.20 休日パテントセミナーin名古屋「外国での権
利取得～特許権、商標権の取得を中心に～」 名古屋商工会議所 小早川 俊一郎

河崎 大輔

15.01.17
休日パテントセミナーin名古屋
「アジア各国の特許制度～中国、東南アジア
の制度を俯瞰的に～」

名古屋商工会議所 佐藤 大輔
木村 誠司

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

14.12.18 高等専門学校へのエンターテイメントセミ
ナー 鈴鹿工業高等専門学校 阿出川 豊

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）

14.11.09
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

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

静岡

愛知

三重

京都

滋賀

支援活動予定表　講演
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その他

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

14.11.15 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

14.12.13 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

14.11.22
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

15.01.13 知的財産特別授業 堺市立東百舌鳥小学校 未定
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

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

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

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

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

山口 15.01.19 高等専門学校へのエンターテイメントセミ
ナー 大島商船高等専門学校 木村 正彦

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

14.12.02 高等専門学校へのエンターテイメントセミ
ナー 弓削商船高等専門学校 壬生優子

14.12.04 知的財産特別授業 松山工業高校 大西正夫
壬生優子

14.12.09 知的財産特別授業 東温高校
湯口文丸
須永浩子
安藤直代

14.12.15 知的財産特別授業 八幡浜工業高校 大西正夫
壬生優子

15.02.17 知的財産特別授業 大洲高校 日向麻里
相原正

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）

14.11.13 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

15.01.26 高等専門学校へのエンターテイメントセミ
ナー 北九州工業高等専門学校 山口浩一

福岡

愛媛

兵庫

大阪

支援活動予定表　講演　その他

東北支部
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）

青森 14.11.01 第５６回青森県発明くふう展及び2014子ど
もの「科学の夢」絵画展 表彰式 イトーヨーカ堂青森店 三浦 誠一

宮城 14.12.11 第２７回みやぎ発明くふう展及び第１８階み
やぎ未来の科学の夢絵画展 表彰式 ホテル白萩 梅森 嘉匡

秋田 14.11.06 第６３回秋田県発明くふう展 審査会 イオンモール秋田 齋藤 昭彦

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）

富山 14.11.19 第52回富山県発明くふう展表彰式 表彰式 富山商工会議所 小林 陽一
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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 審査会 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 審査会 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 審査会 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）

岐阜 14.11.21 中部地方発明表彰表彰式 表彰式 岐阜グランドホテル 橋本 清
静岡 14.11.09 静岡県学生児童発明くふう展表彰式 表彰式 静岡市こどもクリエイティブタウン 石垣 達彦
愛知 14.12.06 あいち少年少女創意くふう展２０１４表彰式 表彰式 産業技術記念館 尾崎 隆弘

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）

14.11.03 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

未定 第34回優秀発明賞　表彰式 表彰式 未定 稲岡　耕作

兵庫 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

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 田嶋 諭
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 松村 直都

和歌山 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 表彰式 香川大学 中井博
愛媛 14.12.03 知的財産セミナー 講師派遣 東京第1ホテル松山 相原正

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）

14.11.12 第49回熊本県発明工夫展 審査会 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 表彰式 メルパルク熊本 高宮 章

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

宮崎 14.11.15 第73回宮崎県学校発明くふう展 表彰式 ひまわり荘 小木 智彦

神奈川

奈良

熊本

大阪

支援活動予定表　その他
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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 14.10.27 青森県庁内無料相談会 青森県庁 三浦 誠一
岩手 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

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 14.10.16 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

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

14.10.09 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 岡崎 廣志

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

千葉 14.10.09 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 伊藤 信和
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

14.10.02 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 清水敬一

14.10.16 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 清水敬一

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
鈴木康介
野中剛
高橋徳明

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
14.10.08 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
14.10.08 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
14.10.14 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
14.10.22 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

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

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

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

東京

山梨

京都

北海道支部

北海道

石川

埼玉

支援活動一覧表10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。

支援活動一覧表　相談
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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
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

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

14.10.07 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺　義博
14.10.09 知財総合支援窓口 松江商工会議所 河野 生吾
14.10.10 知財総合支援窓口 島根県発明協会 河野 生吾
14.10.14 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺 義博
14.10.20 知財総合支援窓口 出雲商工会議所 永田 貴久
14.10.21 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺 義博
14.10.21 知財総合支援窓口 浜田商工会議所 永田 貴久
14.10.29 知財総合支援窓口 太田商工会議所 河野 誠
14.10.31 知財総合支援窓口 島根県発明協会 河野 誠
14.10.07 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 須田 英一
14.10.14 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 伊藤 俊一郎

14.10.16 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 加瀬野忠吉
（弁護士）

14.10.21 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 笠原 英俊
14.10.28 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 森 寿夫
14.10.10 無料相談会 玉島商工会議所 森廣三郎
14.10.21 無料相談会 児島商工会議所 森廣三郎
10月　毎週水曜日
（13:00～15:00） 常設特許無料相談室 日本弁理士会中国支部室 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
14.10.01
 (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

14.10.08
(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

14.10.15
(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

14.10.22
(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

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

14.10.03 知財総合支援窓口 徳島県発明協会 木谷 弘行
14.10.17 知財総合支援窓口 徳島県発明協会 豊栖 康司
14.10.31 知財総合支援窓口 徳島県発明協会 木谷 弘行
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

14.10.20 知財総合支援窓口 香川県発明協会 岡本 茂樹
14.10.27 知財総合支援窓口 香川県発明協会 中井 博
14.10.16 知的財産相談会 香川県発明協会 白川 孝治

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

山口

徳島

香川

大阪

島根

岡山

広島

京都

支援活動一覧表　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

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）

宮城 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

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

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）

山梨 14.10.29 知的財産特別授業 山梨県立韮崎高等学校 志村 正樹

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）

岐阜 14.10.18 休日パテントセミナーin名古屋「特許裁判例
の紹介～特許紛争最前線～」 テクノプラザ 奥村 徹

鈴木 和政

静岡 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
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

14.10.17 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

14.10.31
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

14.10.04 休日パテントセミナーin名古屋「特許権取得
の必要性～発明から特許出願まで～」 名古屋商工会議所 久保 壮央

和田 直斗

14.10.18
休日パテントセミナーin名古屋「活きた権利
取得のための実務～中間対応、早期審査の活
用等～」

名古屋商工会議所 木崎 誠司
岡田 伸一郎

14.10.23 中小企業者のための知財サロン 日本弁理士会東海支部 知的財産支援委
員会

15.01.17
休日パテントセミナーin名古屋「アジア各国
の特許制度～中国、東南アジアの制度を俯瞰
的に～」

名古屋商工会議所 佐藤 大輔
木村 誠司

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）

大阪 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

知的財産支援センター 第3事業部

北海道支部

静岡

愛知

支援活動一覧表　相談　講演
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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

14.10.07 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

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

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

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

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

愛媛 14.10.31 知的財産特別授業 宇和島水産高校
千原 清誠
池田 直文
眞田 恵子

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

福岡

兵庫

大阪

その他
東北支部

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）

14.10.03 第５０回岩手県発明くふう展 審査会 岩手県工業技術センター 船越 巧子
14.10.25 第５０回岩手県発明くふう展 表彰式 岩手県工業技術センター 丸岡 裕作

宮城 14.10.28 第２７回みやぎ発明くふう展及び第１８階み
やぎ未来の科学の夢絵画展 審査会 東北電力グリーンプラザ 梅森 嘉匡

14.10.07 第４９回山形県発明くふう展 審査会 村山市民会館 黒沼 吉行
14.10.12 第４９回山形県発明くふう展 表彰式 村山市民会館 黒沼 吉行

福島 14.10.21 第６０回福島県発明展 審査会 福島県立テクノアカデミー浜 水野 博文

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 審査会 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 表彰式 新潟県立自然科学館 黒田 勇治

富山 14.10.17 第52回富山県発明くふう展審査会 審査会 富山市民プラザ 小林　陽一

14.10.15 第50回石川県発明くふう展審査会 審査会 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 表彰式 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 表彰式 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 審査会 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 審査会 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 審査会 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

岩手

山形

新潟

石川

神奈川

支援活動一覧表　講演　その他
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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）

14.10.08 長野県発明くふう展審査会 審査会 長野県発明協会 岡村 隆志
14.10.25 長野県発明くふう展表彰式 表彰式 長野市ビックハット 岡村 隆志
14.10.22 ２０１４岐阜県発明くふう展（学生の部） 審査会 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 審査会 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 表彰式 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 表彰式 マーサ２１ 三浦 高広

静岡 14.10.21 静岡県学生児童発明くふう展審査会 審査会 静岡県産業経済会館 石垣 達彦
愛知 14.10.31 あいち少年少女創意くふう展２０１４審査会 審査会 産業技術記念館 寺坂 真貴子

三重 14.10.16 平成２６年度三重県発明くふう展（学生）
審査会 審査会 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

大阪 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

兵庫 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 藤井 康雄

奈良 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 敦史

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
14.10.16 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 向林 伸啓
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 山根 広昭

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 14.10.10 日本知的財産仲裁センター
「5周年記念セミナー」 イベント 高松シンボルタワー小ホール

山内 康伸
豊栖 康司
相原 正
中井 博
滝口 耕司

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 審査会 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 表彰式 福岡市立少年科学文化会館1階 丹生哲治

大分 14.10.28 第73回大分県発明くふう展 審査会 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

宮崎 14.10.16 第73回宮崎県学校発明くふう展 審査会 宮崎科学技術館 小木智彦

和歌山

福岡

長野

岐阜

京都

支援活動一覧表　その他
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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/


