デザイン

特許庁  ブランド  山 形

「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。

西

北

in 山形 東
東北

令和元年9月3日（火）12：15 ▶ 17：30
主
共

南

参加
無料

山形テルサ

催： 特許庁、東北経済産業局

催： INPIT（（独）工業所有権情報・研修館）

後援（予定）：	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、山形市、
（一社）日本知的財産協会、日本弁理士会、
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、東北六県商工会議所連合会、
日本弁理士会東北会、山形県商工会連合会、
（一社）山形県発明協会

知財のミカタ

令和元年度

知財のミカタ〜巡回特許庁〜

北

西

イベントプログラム

in 山形 東
東北
南

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

特許庁審査第一部意匠課

基調講演

～

13:00

意匠法改正セミナー

14:30

～
15:45

～ヒット商品の舞台裏～

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

個別セッション

狭義のデザインから、経営のデザインへ

一橋大学商学部教授 鷲田 祐一 氏

何でも相談
コーナー

代表取締役社長

加藤 正樹 氏

13:00
17:30

知
 財情報を活用しよう

～J-PlatPatでの意匠・商標検索～

INPIT（（独）工業所有権情報・研修館） 知財情報部

A-2 日
 本のワインで奇跡を起こす

中央葡萄酒

B-1

B-2 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」

三澤 茂計 氏

～

16:00

メインセッション

日本が生んだ世界食インスタントラーメン

新潟食料農業大学

A-1

主任上席審査官（意匠制度企画担当） 清野 貴雄

お申込みは不要です。
お気軽にお越しください。

14:45

意匠制度企画室

～

～

12:15

ミニセッション

～弁理士と一緒に考えてみよう～

17:00

日本弁理士会東北会副会長
その他弁理士数名

黒沼 吉行 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
基調講演

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！

13：00〜14：30

無料

要申込

定員100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

大阪市出身。1976年 大阪大学工学部醗酵工学科卒業。日清食品株式会社入社
画室、法務課、法務部を経て、2008年 日清食品ホールディングス株式会社
産業センター技術環境部 勤務。2018年

新潟食料農業大学 客員教授。

加藤 正樹 氏

総合研究所商品企画課にて勤務。食品開発部、企

知的財産部に所属。2013年退職。同年、財団法人 食品

個別セッション

14：45〜17：00

無料

要申込

14:45〜15：45
定員70名

A-1

収益増加、
競争力強化を
目指す方に
おすすめ！

狭義のデザインから、経営のデザインへ
対象者

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提示します。
一橋大学商学部教授

鷲田 祐一 氏

1991年に一橋大学商学部経営学科を卒業。株式会社博報堂に入社しマーケティングプランナーになる。その後、同社生活研究所、研
究開発局、イノベーション・ラボで消費者研究、技術普及研究に従事。また 2003 ～ 04年にマサチューセッツ工科大学メディア比較学

科に研究留学。08年に東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻博士後期課程を修了し、博士（学術）となる。デザインとイノベー

ションの関係なども研究している。

B-1

J-PlatPatの
検索方法を
知りたい方に
おすすめ！

定員30名

知財情報を活用しよう

～ J-PlatPatでの意匠・商標検索～
対象者

意匠・商標出願を目指している企業経営者・研究者・従業員・個人事業主、競合他社の動向を調査したい方 等

INPIT が提供する知財情報の検索サービスである「J-PlatPat（特許情報プラットフォーム）」は、インターネットを通じ

て誰でも無料で利用することができ、初めての方でも「ぷらっと」寄って情報を「ぱっと」見つけられるサービスです。
J-PlatPatでの意匠・商標の基本的な検索方法をご説明します。
INPIT（（独）工業所有権情報・研修館） 知財情報部

16:00〜17：00

ブランド化に
よって自社商品
の販路拡大・
付加価値増大を
目指す方に
おすすめ！

A-2

定員70名

日本のワインで奇跡を起こす
対象者

企業経営者、地域振興に関わる方、自治体職員 等

日本固有の甲州ブドウから造る日本ワイン「甲州」が、国内外で脚光を浴びています。早くから世

界に目を向け、甲州のレベルアップに尽力した三澤氏が、それまでの過程を振り返って講演します。
中央葡萄酒

代表取締役社長

三澤 茂計 氏

東京工業大学卒。大手商社勤務を経て、1982年に中央葡萄酒株式会社入社、83年には国内初となる勝沼町原産地認証ワインの第1
号を醸造。2009年に海外展開を目的とした「甲州オブジャパン（ＫＯＪ）」の設立に尽力し、
「甲州」という品種や産地の認知向上に貢献

してきた。14年に主力銘柄「キュヴェ三澤」で、世界で最も権威があるといわれるワインコンクール「デキャンタ・ワールド・ワイン・アワー

ド（ＤＷＷＡ）」金賞を日本で初めて受賞した 。

B-2

知財に興味が
あるけど、
よく
わからないと
思っている方に
おすすめ！

定員30名

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

知財に興味のある方、知財を勉強したい方 等

まずはじめに、知的財産とは何か、どのように経営に役立つか、を知っていただいたうえで、その
見つけ方のコツを弁理士がご紹介します。続いて、グループに分かれて、模擬事例をもとに、知
財の見つけ方、活かし方を弁理士と一緒に体験していただきます
日本弁理士会東北会副会長

黒沼 吉行 氏、その他弁理士数名

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70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、意匠法が改正され、5月17日に公布されましたので、簡単に
ご紹介いたします。
特許庁審査第一部意匠課 意匠制度企画室
主任上席審査官（意匠制度企画担当） 清野 貴雄

無料

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？
● J-PlatPat の検索方法を知りたい

こんな疑問やお悩みに、INPIT 山形県知財総合支援窓口の支援担当者

や山形県よろず支援拠点のコーディネーター、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

山形テルサ

山形県山形市双葉町1丁目2−3
JR 山形駅より徒歩10分

出張面接（東北地域集中実施期間）

無料

要申込

期間：令和元年9月3日（火）▶ 令和元年9月30日（月）

場所：東北地域（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

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」を東北地域で集中的に実施します。
「出張面接」は、出

願（審査請求済み案件）の内容を直接審査官に伝え、
審査官の見解を直接確認できる制度です。
「出張面接」
の詳細についてのお問い合わせや、

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

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

令和元年度

知財のミカタ〜巡回特許庁〜
日
会

in 山形
東北

時：令和元年9月3日（火）12：15〜17：30
場：山形テルサ（山形県山形市双葉町1丁目2−3）

このたび特許庁及び東北経済産業局では、9月3日（火）に山形市にて「知財のミカタ～巡回特許庁 in 山形～」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

専用サイト
申込はこちらから！

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

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。

※8月29日（木）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

□ 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～
□【A-1】狭義のデザインから、経営のデザインへ
□【B-1】知財情報を活用しよう～J-PlatPatでの意匠・商標検索～

□【A-2】	日本のワインで奇跡を起こす
□【B-2】	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～

● 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？
● J-PlatPatの検索方法を知りたい
※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。

こんな疑問やお悩みに、INPIT山
形県知財総合支援窓口の支援担

当者や山形県よろず支援拠点の

コーディネーター、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）

