デザイン  中部  イノベーション

「自分には関係ない」と思われがちな知財。

けれど、ブランドやデザイン、技術やノウハウなど、ビジネスを支える多くのものごとは、
実は知財なのです。
「巡回特許庁」では、知財活用の事例やポイントを発信。
知財の見方を変え、知財をビジネスの味方につける
キッカケをつくります。

in 中部

参加無料
事前申込制

令和元年10月10日（木）12：15 ▶ 17：30（開場11：45）

ミッドランドホール

主

催： 特許庁、中部経済産業局

後

援：	愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、名古屋市、
（一社）日本知的財産協会、日本弁理士会、

共

催： INPIT（（独）工業所有権情報・研修館）

日本弁護士連合会、弁護士知財ネット、
（独）中小企業基盤整備機構、東海商工会議所連合会、

北陸信越商工会議所連合会、名古屋商工会議所、日本弁理士会東海会、日本弁理士会北陸会、
愛知県商工会連合会、
（公財）あいち産業振興機構、
（一社）愛知県発明協会

知財のミカタ

令和元年度

知財のミカタ〜巡回特許庁〜

in 中部

イベントプログラム

知財は自分には関係ないと思っている方から実務に携わっている方まで全てのみなさまにご参加いただけるように、
様々なプログラムをご用意しました。お好きなプログラムを選んで、知財を味方につけるキッカケを一緒につかみましょう！

12:45

～

13:00
14:30

特許庁審査第一部意匠課

パネルディスカッション

17:00

メインセッション

イノベーションをデザインする知財マネジメント

何でも相談
コーナー

鷲田 祐一 氏

パネリスト：トヨタ自動車株式会社 エグゼクティブアドバイザー 福市 得雄 氏
ソニー株式会社 VP・クリエイティブセンター センター長
株式会社ビズリーチ CDO・デザイン本部本部長

A-1 日本弁理士会併催イベント

「あなたの会社やお店に
眠る知的財産の見つけ方」
～弁理士と一緒に考えてみよう～

日本弁理士会東海会知的財産支援委員会 委員

A-2

～

16:00

井上 和之

モデレータ：一橋大学大学院 経営管理研究科 教授

～
15:45

意匠制度企画室課長補佐

日本が生んだ世界食
インスタントラーメン
～ヒット商品の舞台裏～

新潟食料農業大学 客員教授／元 日清食品ホール
ディングス株式会社 知的財産部部長 加藤 正樹 氏

長谷川 豊 氏

個別セッション

B-1 「未来をひらくビジネス戦略

！」
～知財×標準化戦略のススメ～

日本弁理士会 副会長／
正林国際特許商標事務所 所長・弁理士 正林 真之 氏
株式会社アクロエッジ 代表取締役 中宗 憲一 氏（大阪府）
株式会社田中電気研究所 代表取締役 田中 敏文 氏（東京都）

B-2

13:00

田中 裕一 氏

 タートアップ企業の
ス
知財戦略の組み立て方

株式会社メトセラ 代表取締役 Co-Founder・
Co-CEO 野上 健一 氏

17:30

C-1

お申込みは不要です。
お気軽にお越しください。

14:45

意匠法改正セミナー

～

～

12:15

ミニセッション

知
 らなかったら一大事！？

第三者の抜け駆け出願等の
「悪意の商標出願」対策セミナー

特許庁審査業務部商標課
商標制度企画室長 冨澤 武志

C-2

 フー株式会社による
ヤ
ECサイト上の
模倣品対策セミナー

ヤフー株式会社 弁護士

杉田 萠奈 氏

※プログラムは予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

メインセッション

13：00〜14：30

パネルディスカッション

企業の収益増加、
競争力強化を
目指す方、
デザインや
マーケティングに
興味のある方に
おすすめ！

要申込

定員200名

イノベーションをデザインする
知財マネジメント
対象者

無料

企業経営者、製品開発担当者、知財実務担当者 等

日 本 の 製 造 業 に は 何 が 足 りな い の か ? アップ ル やIKEA の 製 品 が 優 れ た デ ザ インで 世 界 的
な 成 功 を収 める中、日 本 企 業 の 多くが 技 術 偏 重でデザインを軽 視しがちなの は な ぜ なのか。
製品開発におけるデザインの重要性と、企業経営における可能性を事例も踏まえつつ、マーケティング
の視点からディスカッションを行います。

モデレータ：一橋大学大学院 経営管理研究科 教授 鷲田 祐一 氏
パネリスト：トヨタ自動車株式会社 エグゼクティブアドバイザー 福市 得雄 氏
ソニー株式会社 VP・クリエイティブセンター センター長 長谷川 豊 氏
株式会社ビズリーチ CDO・デザイン本部本部長 田中 裕一 氏

鷲田 祐一 氏

福市 得雄 氏

長谷川 豊 氏

田中 裕一 氏

個別セッション

14:45〜15：45

企業経営者の方、
知財実務担当者
の方、
知財に
ご関心のある方
におすすめ！

A-1

14：45〜17：00

国内外で
事業展開を考えて
いて、
知財に
ご関心のある方に
おすすめ！

16:00〜17：00
企業経営者の方、
知財実務担当者
の方、
知財に
ご関心のある方
におすすめ！

スタートアップ
企業の方、
知財実務担当者
の方におすすめ！

日本弁理士会併催イベント

「あなたの会社やお店に眠る知的財産の見つけ方」～弁理士と一緒に考えてみよう～
対象者

企業経営者、知財実務担当者、知財初心者 等

知財権ミックス戦略とは、特許による
「革新的イメージ付加効果」、商標による
「ブランドイメージ醸成効果」、意匠による
「新
デザインの視覚効果」等をミックスし、製品を多面的に保護していく知財戦略のこと。例えば、ブランドを育てつつ、技術
の革新的イメージを付加するためには、特許だけでなく商標や意匠を複合的に活用するのが効果的です。実務に詳しい
日本弁理士会東海会に所属する弁理士が「ヒット商品から学ぶ！成功の秘訣」を、ポスターセッション形式でお伝えします。

B-1

定員80名

委員

「未来をひらくビジネス戦略！」～知財×標準化戦略のススメ～
対象者

企業経営者、知財実務担当者 等

ビジネス戦略において、
「製品・技術に係る知財戦略」に「製品・技術の性能を規格化する標準化戦略」を組み合わせることで、市場の獲得・拡
大が期待できます。前半は知財戦略家として多方面で活躍されている正林真之氏からビジネス戦略における知財と標準の新たな融合について、
後半は知財×標準化戦略を実践している中小企業経営者の生の声をお届けします。

前半：日本弁理士会 副会長／正林国際特許商標事務所 所長・弁理士
後半：株式会社アクロエッジ 代表取締役 中宗 憲一 氏（大阪府）
株式会社田中電気研究所 代表取締役 田中 敏文 氏（東京都）

C-1

正林 真之 氏

定員80名

知らなかったら一大事！？第三者の抜け駆け出願等の「悪意の商標出願」対策セミナー
対象者

企業経営者、知財実務担当者（海外展開に興味のある方も） 等

あなたのビジネスプランに商標の取得は入っていますか？海外での第三者の抜け駆け出願等の悪意の商標出願が世界的な問題となっていますが、
これは決して他人事ではありません。日本及び海外で起きた実例とともに、悪意の商標出願への対抗策となる日本の制度及び、①海外への出願
費用や②抜け駆け出願対応費用等の中小企業向けの補助金事業をわかりやすくご紹介します。

特許庁審査業務部商標課

A-2

商標制度企画室長

冨澤 武志

定員80名

日本が生んだ世界食インスタントラーメン ～ヒット商品の舞台裏～
対象者

企業経営者、知財実務担当者 等

世界に誇る「メイド・イン・ジャパンの技術」として、戦後の大発明ともいわれているインスタントラーメン。その産業界の成り立ちや発展の歴史、
とりわけ知的財産の重要性と戦略論について、
「ヒット商品の舞台裏」を分かりやすく解説します。

新潟食料農業大学 客員教授／元 日清食品ホールディングス株式会社 知的財産部部長

B-2

定員80名

加藤 正樹 氏

スタートアップ企業の知財戦略の組み立て方
対象者

特許庁の支援制度と支援制度の活用方法に興味のある方 等

心不全向けの再生医療等製品を研究・開発する再生医療スタートアップである株式会社メトセラは、2016年3月に創業し、これまでに3件の特許を出願
しています。同社は、創業前から専門家を起用して戦略を立案しているほか、特許庁の知財アクセラレーションプログラムの支援を経て海外での出願も
進めています。機動的に知財戦略を進める野上氏がそのノウハウや支援制度と専門家をフル活用した具体的事例を講演します。

株式会社メトセラ 代表取締役 Co-Founder・Co-CEO

ECサイトで
事業展開をしている
又は考えていて、
知財にご関心の
ある方におすすめ！

要申込

定員80名

日本弁理士会東海会知的財産支援委員会

自社の強みを
活かし、
新たな
市場開拓に
挑もうとされて
いる／挑まれて
いる企業経営者
の方におすすめ！

無料

C-2

定員80名

野上 健一 氏

ヤフー株式会社によるECサイト上の模倣品対策セミナー
対象者

企業経営者、知財実務担当者 等

ECサイト上の模倣品対策を行うために効果的かつ必要な知識を得ていただくことを目的としたセミナーです。
ECサイト上の模倣被害の現状、模倣トラブルを予防するために必要な対策、模倣品を発見した時の効果的な対応方法などをECサイト運営者の立
場からわかりやすくご紹介します。

ヤフー株式会社 弁護士

杉田 萠奈 氏

ミニセッション
12：15〜12：45

無料

何でも相談コーナー
13：00〜17：30

要申込

意匠法改正セミナー 定員80名

近年、デザインを活用して、イノベーション力

やブランド力を向上させる企業が増えていま

す。こうした企業活動の成果である画像デザ
イン、建築物の内・外装デザイン、一貫した

コンセプトに基づく群のデザインなどをきちんと保護できるように、意匠法が改正
意匠制度企画室課長補佐

申込不要

秘密厳守

● 新しい技術を開発したけれど、これで特許はとれるの？意匠は？
● 商品・サービスのネーミングを相談したい！
● 経営上の悩み（販路開拓、資金繰り、経営革新、創業支援）を相談したい！
● 営業秘密の管理ってどういうこと？
● 海外進出を考えているけれど、知財で気を付けるべき点は？
● ビジネス戦略に“標準化” が有効って本当？

され、5月17日に公布されましたので、簡単にご紹介します。
特許庁審査第一部意匠課

無料

井上 和之

こんな疑問やお悩みに、INPIT 愛知県知財総合支援窓口の支援担当者や愛知県よろず支援拠点の
コーディネーター、標準化アドバイザー、特許庁職員などがお答えします。お気軽にご相談ください！

※相談は先着順で受け付けます。 ※相談時間は 30分程度です。※秘密厳守
※個別セッション終了後も相談を受け付けます。

イベント参加方法

イベント参加のお申し込みは、インターネット、Eメール、FAX により
下記運営事務局へお申し込みください。
URL

https://www.junkai-jpo2019.go.jp/

FAX

03-6812-8649

E-mail

junkai1@junkai-jpo2019.go.jp

「令和元年度 知財のミカタ～巡回特許庁～」運営事務局
（株式会社日経イベント・プロ内）
TEL : 03-6812-8673（9:30 ～ 17:30、土・日・祝日は除く）

会場アクセス
会

場

アクセス

ミッドランドホール

愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
ミッドランドスクエア オフィスタワー 5階

名古屋駅（徒歩5分）、地下鉄名古屋駅（徒歩1分）、名鉄名古屋駅・近鉄名古屋駅（徒歩3分）
から地下街より雨に濡れずにお越しいただけます。

出張面接（中部地域集中実施期間）

無料

要申込

期間：令和元年10月10日（木）▶ 令和元年11月6日（水）

場所：中部全域（愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県）

上記期間中に、出願人や代理人等の近隣地域に審査官が伺って面接を行う「出張面接」を中部全域で集中的に実施します。
「面接」では、特許

庁に出願した案件（特許は審査請求した案件のみ）について出願人や代理人等が直接審査官に出願内容を伝え、審査官の見解を直接確認する

ことができます。
「出張面接」の詳細や、お申し込み等については、以下のお問い合わせ先にお気軽にご相談ください。
特許出張面接に関するお問い合わせ先 調整課地域イノベーション促進室
TEL：03-3581-1101 内線3104 FAX：03-3580-8122

E-mail：PA2103@jpo.go.jp

TEL：03-3581-1101 内線2907 FAX：03-5570-1588

E-mail：PA1530@jpo.go.jp

意匠出張面接に関するお問い合わせ先 意匠課企画調査班

お申し込みはこちら！

特許の出張面接はホームページ
からもお申込みできます

特許出張面接

https://ip-forum2019nagoya.inpit.go.jp/

主催

Connected IndustriesやSociety 5.0 など産業構造が大きく変わる時代において、ビジネス活動を支える知的財産戦略も変革が求められています。そこで、

知的財産戦略に関する有識者及び企業責任者による講演・ディスカッションを通じて、今、企業に求められている知的財産戦略とは何かを明らかにしていきます。

令和元年度

知財のミカタ〜巡回特許庁〜
日
会

時：令和元年10月10日（木）12：15〜17：30
場：ミッドランドホール（愛知県名古屋市中村区名駅４丁目７番１号）

in 中部

このたび特許庁及び中部経済産業局では、10月10日（木）に名古屋市にて「知財のミカタ～巡回特許庁 in 中部～」を開催いたします。
知的財産制度や特許庁の支援策をより活用していただくため、様々なプログラムをご用意いたしました。
各セッションは事前申込が必要です。皆様のご参加お待ちしております。

申込方法

…

知財のミカタ

① インターネット… … https://www.junkai-jpo2019.go.jp/ に

専用サイト
申込はこちらから！

アクセスし、申込フォームにご記入の上、送信してください。

②Eメール… ………… junkai1@junkai-jpo2019.go.jp 宛てに受講希望セッション、会社名、
お名前、
ふりがな、
ご住所、電話番号、FAX番号、Eメールアドレスをご記入の上、
メール送信してください。

③ FAX… …………… 以下のFAX申込書にご記入の上、03-6812-8649 に送信してください。

※10月7日（月）17時まで申込を受け付けます。
以降は事務局までお問い合わせください。
※定員に達し次第、締め切らせていただきますのでご了承ください。
※ご記入いただいた個人情報は、
本催事の主催者である特許庁が管理し、
運営は（株）日経イベント・プロに委託しています。
本件及び特許庁、
経済産業局・内閣府沖縄総
合事務局の施策案内以外では使用いたしません。
また、
併催イベントを実施する日本弁理士会が申込情報を把握するため、
必要な個人情報（氏名、
電話、
メールアドレ
ス等）が日本弁理士会へ提供されます。
日本弁理士会は個人情報保護方針に基づき、
提供を受けた個人情報を適切に管理します。
https://www.jpaa.or.jp/privacy/
※開催日が近づきましたら参加証をお送りいたします。

FAX申込書

FAX. 03-6812-8649

※ご希望のイベントに  をいれてください。


ご希望のセッションに  を入れてください。
同じ時間帯のセッションは同時にご選択いただけません。

ミニセッション

メインセッション

個別セッション

何でも
相談コーナー
（申込不要）

12：15～12：45
13：00～14：30
14：45～15：45

16：00～17：00

13：00～17：30

□ 意匠法改正セミナー

□【パネルディスカッション】イノベーションをデザインする知財マネジメント

□【A-1】	日本弁理士会併催イベント「あなたの会社やお店に眠る知的財産の見つけ方」～弁理士と一緒に考えてみよう～
「未来をひらく
	
ビジネス戦略！」～知財×標準化戦略のススメ～
□【B-1】
□【C-1】	知らなかったら一大事！？第三者の抜け駆け出願等の「悪意の商標出願」対策セミナー
□【A-2】日本が生んだ世界食インスタントラーメン ～ヒット商品の舞台裏～
□【B-2】スタートアップ企業の知財戦略の組み立て方
□【C-2】ヤフー株式会社によるECサイト上の模倣品対策セミナー
● 新しい技術を開発したけれど、
これで特許はとれるの？意匠は？
● 商品・サービスのネーミングを相談したい！
● 経営上の悩み（販路開拓、資金繰り、経営革新、創業支援）を相談したい！
● 営業秘密の管理ってどういうこと？
● 海外進出を考えているけれど、知財で気を付けるべき点は？
● ビジネス戦略に“標準化”が有効って本当？
※相談は先着順で受け付けます。※相談時間は30分程度です。
※秘密厳守
※個別セッション終了後も相談を受け付けます。

こんな疑問やお悩みに、INPIT愛
知県知財総合支援窓口の支援担
当者や愛知県よろず支援拠点の
コーディネーター、標準化アドバ
イザー、特許庁職員などがお答え
します。
お気軽にご相談ください！

▼事務局から参加証の送付等の連絡をいたしますので、以下の項目をご記入ください。
ふりがな

会社名：

お名前：

〒

ご住所：

電話番号：

FAX番号：

Eメール：

お申込み・お問い合わせ先

「令和元年度 知財のミカタ～巡回特許庁～」運営事務局（株式会社日経イベント・プロ内）
電話：03-6812-8673

FAX：03-6812-8649

Eメール：junkai1@junkai-jpo2019.go.jp

（9:30 ～ 17:30、土・日・祝日は除く。FAX、Eメールは 24時間受信可能）

