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関東支部（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日） 

 

１．支部役員（５０音順） 

【支 部 長】久保  司（東京都） 

【副支部長】赤塚 正樹（埼玉県）   茜ヶ久保 公二（東京都） 市野 要助（千葉県） 

伊藤 夏香（東京都）   岡田 義敬（群馬県）   尾関 眞里子（東京都） 

折居  章（東京都）   海田 浩明（東京都）   上吉原  宏（栃木県） 

川端 兆隆（茨城県）   佐藤 浩司（東京都）   志村 正樹（山梨県） 

鈴木 一永（東京都）   世良 和信（東京都）   高橋 昌義（千葉県） 

高橋 洋平（千葉県）   瀧野 文雄（東京都）   樋口 正樹（神奈川県） 

平野 隆之（東京都）   山田 武史（東京都） 

【幹  事】岩田 耕一（東京都）   上杉  浩（東京都）   小川 延浩（東京都） 

  小國 泰弘（東京都）   尾崎 光三（東京都）   加藤   卓（東京都） 

  川崎  仁（東京都）   川村  武（東京都）   楠  和也（東京都） 

  小池  成（東京都）   鷺  健志（神奈川県）  新村 和久（東京都） 

  高原 千鶴子（神奈川県） 田中 秀喆（東京都）   寺田 雅弘（東京都） 

  中野 圭二（東京都）   羽鳥  亘（群馬県）   穂坂 道子（東京都） 

  細田 浩一（東京都） 

  【監 査 役】大橋 邦彦（東京都）   坂本 光雄（東京都）   舟橋 榮子（東京都） 

 

２．支部総会 

（１）定期支部総会 

  【日時等】平成２７年７月３０日（木）15:00～16:00 場所．弁理士会館２階会議室 

  【議 案】第１号議案 平成２６年度事業報告の詳細事項の承認を求める件 ［原案通り可決］ 

       第２号議案 平成２６年度決算の詳細事項の承認を求める件   ［原案通り可決］ 

       第３号議案 平成２７年度事業計画の承認を求める件      ［原案通り可決］ 

       第４号議案 平成２７年度予算の詳細事項の承認を求める件   ［原案通り可決］ 

 

（２）第１回臨時支部総会 

  【日時等】平成２７年１２月１１日（金）16:00～16:30 場所．弁理士会館地下１階会議室 

  【議 案】第１号議案 平成２８年度支部役員選任の件         ［一部修正の上、可決］ 

 

３．会議･会合等と開催数 

名 称 回 数 

支部役員会  １２回 

平成２６年度監査役会（会計･会務監査） １回 

監査役会（会計･会務監査）   ３回 

広報委員会  １０回 

会員対応委員会   ０回 

研修対応委員会  １１回 

知財教育支援委員会  １０回 

候補者指名委員会   ２回 

相談室運営委員会  １０回 

企画及びサービス検討推進委員会  １２回 

中小企業・ベンチャー支援委員会 １１回 
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防災委員会 １２回 

公認会計士連携委員会   ３回 

海外支援委員会 １１回 

支部設立１０周年記念事業実行委員会 ９回 

東京委員会 １１回 

神奈川委員会  １１回 

千葉委員会  １０回  

埼玉委員会  １０回 

茨城委員会  １０回 

群馬委員会   ７回 

栃木委員会   ５回 

山梨委員会   ６回 

会務検討ＷＧ １０回 

次年度人事検討ＷＧ   ２回 

情報交換会   ９回 

 

４．主な事業活動 

（１）対内活動 

  1. 設立 10周年記念事業実行委員会にて、設立 10周年記念事業を開催した。 

・日  時：平成２８年２月１０日（水）14：00～19：30 

 ・場  所：明治記念館 

・内  容：14：00～15：00 関東支部活動報告会（知財教育支援委員会による「知財授業等の紹介」） 

15：15～16：15 記念講演会（講演者：ダイヤ精機(株)代表取締役 諏訪 貴子 氏、 

演題：「中小企業が生き抜く為の経営改革と人材確保・育成～主婦から社

長になった２代目の１０年戦争～」） 

16：30～17：10 記念式典 

17：30～19：30 記念祝賀会 

・参加人数：活動報告会講演会１１１名、記念式典１４９名、記念祝賀会２０９名 

 

  1. 研修会の開催  

回数 開催日 内 容 会 場 講 師 
受講

者数 

1 H27/04/10 
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとそ

の知的財産権 
発明会館ホール 北口 圭介氏 172 

2 H27/04/16 低コストに欧州特許を取得するには 灘尾ホール 長谷川 寛 氏 212 

3 H27/05/11 
ＥＰ特許出願の明細書作成の注意点およ

び異議口頭審理の実際 
発明会館ホール 

Julian Crump 氏 

永岡 重幸氏 
193 

4 H27/05/29 
弁理士等のための知的財産に関する契約

書作成・チェックの勘所 

甲府ホテル談露

館 
小林 幸夫 氏 34 

5 H27/06/13 ハーグ協定と改正意匠法 
高崎ビューホテ

ル 3階あかぎ 
峯 唯夫 氏 19 

6 H27/06/30 米国知的財産制度 

ＴＫＰ横浜駅西

口カンファレン

スセンター 

萩原 弘之 氏 91  

7 H27/07/10 

米国特許権利化に関する、日本の実務者

が行いやすい誤りの改善策と、非自明性

への効果的な反論のコツ 

弁理士会館３Ｆ 
Kevin 

Kunzendorf 氏 
150 
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8 H27/07/16 
クライアントからの相談に必要な著作権

の知識 

川崎商工会議所

会議室３・４ 
高原 千鶴子 氏 91 

9 H27/08/25 

プロダクトバイプロセスクレームについ

ての理論と実務（平成 27年 6月 5日最高

裁判決を題材として） 

弁理士会館３Ｆ 井上 裕史 氏 192 

10 H27/08/25 アジアにおける技術移転契約の留意点  

ＴＫＰガーデン

シティ横浜ホー

ルＡ 

岡本 清秀 氏  99 

11 H27/08/29 著作権実務者養成講座第１回「著作物性」 

スタンダード会

議室新橋フルハ

ウス店２階 

上田 侑士 氏  18 

12 H27/09/02 
知的財産業務における危機管理と防災対

策 

弁理士会館地下

１F 
内田 和男 氏 13 

13 H27/09/05 

著作権実務者養成講座 第２回「著作権

と著作隣接権、その関係及び利用につい

て」 

スタンダード会

議室新橋フルハ

ウス店２階 

尾関 眞里子 氏 18 

14 H27/09/08 

米国における知財法務の最新動向〜現在

のアンチパテント環境における道標

（U.S. IP Legal Trends You Need to Know 

- How to Navigate The Current 

Anti-Patent Environment） 

弁理士会館３F 

Anthony M. 

Insogna 氏 

David M. 

Maiorana 氏 

高橋 美智留氏

足立 昌聰 氏  

127 

15 H27/09/12 
著作権実務者養成講座 第３回「著作権

の権利制限」 

スタンダード会

議室新橋フルハ

ウス店２階 

渡辺 毅 氏 18 

16 H27/09/18 中国における知的財産権の行使について 
浦安ブライトン

ホテル 
森 詩郎 氏 64 

17 H27/09/19 
著作権実務者養成講座 第４回「著作権

契約の実務」 

スタンダード会

議室新橋フルハ

ウス店２階 

下田 憲雅 氏 16 

18 H27/09/26 
著作権実務者養成講座 第５回「著作権

紛争の実務」 

スタンダード会

議室新橋フルハ

ウス店２階 

中岡 起代子 氏 18 

19 H27/10/05 
特許権、意匠権侵害訴訟における中国の

特異性について 

ラフレさいたま

４階「欅の間」 
服部 正明 氏 66 

20 H27/10/17 
弁理士のための最新版著作権法改正・超

入門 

ホテル天坊会議

室 
小林 幸夫 氏 17 

21 H27/10/19 
中小企業の顧客を有する弁理士が知って

おくべきこと 

全日通霞が関ビ

ル 

橘 祐史 氏 

野田 直 氏 

吉岡 拓之 氏 

岩田 耕一 氏 

131 

22 H27/10/21 
光ファイバ開発の歴史から導き出された

知財戦略の方向 

 

弁理士会館３F 

 

渡辺 稔 氏 147 



4 

 

23 H27/10/27 
弁理士等のための知的財産に関する契約

書作成・チェックの勘所 
弁理士会館３Ｆ 小林 幸夫 氏 90 

24 H27/10/31 事業競争力を高める知的財産の活用 
ホテルマイステ

イズ宇都宮 
丸島 儀一 氏 28 

25 H27/11/02 
アジア新興国進出中小企業支援のポイン

ト～法制度・契約書の観点を中心に～ 
弁理士会館 岩井 久美子 氏 70 

26 H27/11/04 
弁理士等のための知的財産に関する契約

書作成・チェックの勘所 
弁理士会館３Ｆ 小林 幸夫 氏 78 

27 H27/11/10 ブラジル特許制度とその実務的対応 弁理士会館３階 
Gabriel Di 

Blasi氏  
52 

28 H27/11/13 
ブランド戦略とは何か？～ブランドと商

標との関係～ 
弁理士会館３F 田中 洋 氏 147 

29 H27/11/14 
地域ブランドの活用と新しいタイプの商

標 

日光田母沢御用

邸記念公園研修

ホール 

押久保 政彦 氏 8 

30 H27/11/20 企業における知財係争の実態 
浦安ブライトン

ホテル 
西野 卓嗣 氏 75 

31 H27/11/24 意匠なんでもＱ＆Ａ大会 弁理士会館３Ｆ 

五味 飛鳥 氏 

松井 宏記 氏 

篠田 卓宏 氏 

46 

32 H27/11/24 特許権の存続期間延長について 

(公財)神奈川県

産業振興センタ

ー多目的ホール 

中道 徹 氏 50 

33 H27/11/24 特定不正競争に関する最近の判例概観 

(公財)神奈川県

産業振興センタ

ー多目的ホール 

大堀 健太郎 氏 50 

34 H27/11/27 

＜企業の知財部若手教育のための＞実

践！著作権セミナー：著作権侵害に巻き

込まれないために 

ホテルブリラン

テ武蔵野２階

「エメラルド

Ｃ」 

高原 千鶴子 氏 64 

35 H27/11/27 
「知財活用途上型」～中小企業に知財マ

ネジメントの意義をどのように伝えるか 

つくば国際会議

場４階 中４０

６会議室 

土生 哲也 氏 25 

36 H27/12/04 
知財人材育成～弁理士に求められる役割

～ 
弁理士会館３Ｆ 菅田 正夫 氏 60 

37 H27/12/14 

企業において戦略的なグローバル知財管

理を実現する方法～企業法務と国際税務

の立場から～ 

弁理士会館３Ｆ 
服部 謙太朗 氏 

松本 浩一郎 氏 
123 

38 H28/01/13 
ソフトウエア関連発明の特許出願（初心

者向け） 
弁理士会館３Ｆ 前渋 正治 氏 100 

39 H28/01/13 
著作権実務者養成講座 第１回「著作物

性」 
弁理士会館２Ｆ 上田 侑士 氏 38 

40 H28/01/20 
著作権実務者養成講座 第２回「著作権

と著作隣接権、その関係及び利用につい
弁理士会館２Ｆ 尾関 眞里子 氏 30 
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て」 

41 H28/01/22 
中小企業診断士から見た知財戦略 ～ビ

ジネスモデル・ジェネレーション～ 

商工会館７BC 会

議室 
木下 忠 氏 30 

42 H28/01/27 
著作権実務者養成講座 第３回「著作権

の権利制限」 
弁理士会館２Ｆ 渡辺 毅 氏 28 

43 H28/01/27 税関における水際制度の易しい解説 弁理士会館３Ｆ 妙摩 貞茂 氏  101 

44 H28/01/29 
ホンネで言わせて！ 農業分野における

知的財産の活用 

つくば国際会議

場４階 中４０

６会議室 

木戸 基文 氏 8 

45 H28/02/01 

知的財産関連業務に関する合同研修会

（日本弁理士会関東支部及び日本公認会

計士協会神奈川県会との合同研修会） 

砂防会館別館１

階 シェーンバ

ッ ハ サ ボ ー

『淀・信濃』 

安高 史朗 氏 

望月 史郎 氏 

松本 浩一郎 氏 

髙橋 孝治 氏 

鈴木 康介 氏 

木村 直人 氏 

緒方 禎浩 氏 

春田 泰徳 氏 

91 

46 H28/02/03 
著作権実務者養成講座 第４回「著作権

契約の実務」 
弁理士会館２Ｆ 下田 憲雅 氏 31 

47 H28/02/06 
弁理士として知っておきたい著作権のイ

ロハ 
発明会館ホール 松下 正 氏 153 

48 H28/02/10 
著作権実務者養成講座 第５回「著作権

紛争の実務」 
弁理士会館２Ｆ 中岡 起代子 氏  29 

49 H28/02/19 新しいタイプの商標 
千葉県弁護士会

館京葉支部 
本宮 照久 氏 29 

50 H28/02/22 

ベンチャー企業および大学発理系スター

トアップの実際について－ベンチャー経

営のポイントおよびスタートアップが弁

理士に期待すること－ 

航空会館 大ホ

ール 

牛田 雅之 氏 

片桐 大輔 氏 
107 

51 H28/02/26 
登録事例から考える新しい商標タイプの

商標の審査について 
弁理士会館３Ｆ 田村 祐一 氏 282 

52 H28/02/26 初級者向け知知財相談に関する研修会 弁理士会館 

渡 猛 氏 

八田 雅也 氏 

高橋 洋平 氏 

中野 圭二 氏 

砂川 恵一 氏 

33 

53 H28/03/04 

先進国型のメーカーになるために、日本

企業にとって必要な知財マネジメントと

は何なのか? 

弁理士会館３F 

立本 博文 氏 

百瀬 隆 氏 

中村 裕一 氏 

79 

54 H28/03/04 
弁理士兼医師としてのキャリアー～今ま

での経験と今後について～ 
弁理士会館３F 越智 豊 氏 74 

55 H28/03/05 
平成２６年改正商標法について（新タイ

プの商標） 

ホテルメトロポ

リタン高崎６階

白鷺の間 

藤森 裕司 氏 18 
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56 H28/03/07 
農林水産分野における知的財産権～地理

的表示の保護制度を中心として～ 
弁理士会館３F 

農林水産省食料

産業局知的財産

課担当職員 

木戸 基文 氏 

70 

57 H28/03/14 
契約書チェックの『視点』－知的財産分

野の契約書を題材に－ 
弁理士会館３F 竹村 淳 氏 148 

58 H28/03/16 判決の読み方 弁理士会館３F 宍戸 充 氏  127 

※常設知的財産相談室 新相談員に対する OJT研修を開催した。（計２０回実施） 

 

2.企画及びサービス委員会にて、新人歓迎会を開催した。 

・日  時：平成２７年７月１７日（金）16:30～20:30 

 ・場  所：アークヒルズクラブ 

＜セミナー＞ 16:30～18:30 

・テ ー マ：特許法等改正のトピックス 

・講  師：弁理士 赤堀 孝 氏、弁理士 峯 唯夫 氏、弁理士 片山 礼介 氏 

 ・参加人数：２２名 

＜パーティー＞ 18:30～20:30 

 ・参加人数：４６名 

※先輩弁理士による個別相談も実施した。 

 

  3.知財教育支援委員会にて、発明工作授業説明会（継続研修の単位認定対象外）を開催した。 

  ・日  時：平成２７年６月２日（火）16：00～17：00 

  ・場  所：弁理士会館２階 会議室 

・講  師：弁理士 大谷 仁郎 氏、(株)児原「演劇ワークショップ」元専属講師 大村 俊輔 氏 

  ・出席人数：２７名 

 

   4.企画及びサービス委員会にて、集う会を開催した。 

   ＜第１４回集う会、中小企業支援＞ 

・日  時：平成２７年７月２８日（火）18：30～21：00 

 ・場  所：弁理士会館３階 会議室 

・提 言 者：東京都知的財産総合センター 笹原 治男 氏、 

東京中小企業家同友会代表理事 浜野 慶一 氏、弁理士 橋本 虎之助 氏 

・参加人数：４１名 

 

＜第１５回集う会、弁理士事務所経営＞ 

・日  時：平成２７年１２月１日（火）18：30～21：00 

・場  所：弁理士会館３階 会議室 

・提 言 者：弁理士 小西 恵 氏、弁理士 鈴木 一永 氏、弁理士 亀崎 伸宏 氏 

・参加人数：３７名 

 

＜第１６回集う会、埼玉県における知財活動について＞ 

・日  時：平成２８年１月１５日（金）18：30～21：00 

・場  所：ＴＫＰ大宮カンファレンスセンター3階 ホール３Ｂ 

・提 言 者：弁理士 赤塚 正樹 氏、弁理士 金尾 良子 氏、弁理士 寺尾 康典 氏 
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・参加人数：３２名 

 

＜第１７回集う会、人材育成：弁理士のキャリアアップ＞ 

・日  時：平成２８年３月１日（火）18：00～20：30 

・場  所：弁理士会館３階 会議室 

・提 言 者：弁理士 渡邉 一平 氏、弁理士 辻田 幸史 氏、弁理士 関 昌充 氏 

・参加人数：１６名 

 

   5.防災委員会にて、施設見学会を開催した。 

   ＜つくば防災科学技術研究所見学会＞ 

・日  時：平成２７年１０月２７日（火）14：00～15：30 

 ・場  所：つくば防災科学技術研究所 

 ・参加人数：５名 

 

   6.防災委員会にて、震災復興まちづくりシンポジウムを開催した 

   ＜第９回震災復興まちづくりシンポジウム＞ 

・日  時：平成２７年７月１７日（金）14：00～17：00 

 ・場  所：東京都庁 第一本庁舎５階 大会議場 

・参加団体：東京都都市づくり公社、日本弁理士会関東支部、（東京・第一・第二）弁護士会、東京司法

書士会、東京税理士会、日本公認会計士協会東京会、東京土地家屋調査士会、東京都行政

書士会、（公社）東京都不動産鑑定士協会、（一社）東京都中小企業診断士協会、東京都社

会保険労務士会 

・参加人数：２６７名 

 

   7.防災委員会にて、関東支部主催防災訓練を開催した。 

   ・日  時：平成２７年１０月７日（水）16：00～16：50 

 ・場  所：弁理士会館２階 会議室 

・参加人数：３０名 

 

  8.防災委員会にて、「防災のための特許事務所経営者会議」を開催した。 

回数 開催日 内 容 会 場 講 師 
受講者

数 

 1 H27/10/09 

＜第１部＞パネルディスカッション・質

疑応答 
弁理士会館 

3-AB会議室 

古谷 史旺 氏 

筒井 大和 氏 

羽鳥  亘 氏 
5 

＜第２部＞防災についての講演 市野 要助 氏 

 2 H27/12/09 

＜第１部＞パネルディスカッション・質

疑応答 
弁理士会館 

B1-AB会議室 

久保 司 氏 

中島 淳 氏 

吉田 芳春 氏 
5 

＜第２部＞防災についての講演 市野 要助 氏 

 

  9.公認会計士連携委員会にて、日本公認会計士協会東京会・神奈川県会と合同で「知的財産会計研究プロ

ジェクトチーム」による活動を行った。 
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  10.東京委員会にて、（一社）東京都中小企業診断士協会と合同ワークショップ及び交流会を開催した。 

  ＜第１回＞ 

・日  時：平成２７年１２月８日（火）19：00～22：00 

・場  所：ＴＩＰ*Ｓ（千代田区大手町 2-6-2 日本ビル 6F 662） 

   ・内  容：(1)弁理士及び中小企業診断士のミニセミナー 

(2)ワークショップ 

(3)懇親会及び相談会 

   ・参加人数：３２名（創業予定若しくは創業後間もない経営者）  

 

＜第２回＞ 

・日  時：平成２８年３月１２日（土）14：00～18：00 

・場  所：スタンダード会議室新橋フルハウス店６階会議室 

・内  容：(1)弁理士及び中小企業診断士のセミナー 

         (2)グループディスカッション  

         (3)懇親会 

・参加人数：４２名（診断士１８名、弁理士２４名）  

 

11.山梨委員会にて、（一社）山梨県東京都中小企業診断士協会と合同勉強会及び懇親会を開催した。 

・日  時：平成２７年１２月４日（金）15：00～19：00 

・場  所：ホテル談露館 

・内  容：合同勉強会１「中小企業経営における弁理士の役割」（講師：弁理士 望月 義時 氏） 

合同勉強会２「知的資産経営とは」（講師：中小企業診断士 下地 貴之 氏） 

合同懇親会 

・参加人数：合同勉強会４３名（診断士１６名、弁理士１８名、支援機関９名） 

      合同懇親会４４名（診断士１７名、弁理士１６名、支援機関１１名）  

 

（２）対外活動 

1.関東支部対外支援活動は別紙の通り 

 

  ※1 常設知的財産相談室 

   ・日 時：月～金曜日 10:00～12:00、14:00～16:00 

        （著作権相談室は、毎週木曜 14：00～16：00） 

・場 所：弁理士会館１階相談室（２ブース） 

   ・件 数：来訪９６３件、電話４７３件、文書１４件 

（著作権相談室 相談件数は２４件） 

 

 ※2 無料知的財産相談会（多摩地域） 

・日  時：毎月第３火曜日 14:00～16:00  

・場  所：たましん事業支援センター（Winセンター） 

   ・件  数：１１ 件 

 

 

 

2.関東支部主催「知的財産セミナー2015」 
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回数 開催日 内 容 会 場 講 師 
受講者

数 

1 H27/06/22 

知的財産権の活用～知的財産の創造、保

護、活用に向けた戦略に取り組むために

～ 東葛テクノプラ

ザ 

藤松 知久 氏 

61 
海外展開と知的財産権～外国における

知的財産権取得の手続き及びその費用

～ 

上村 陽一郎 氏 

2 H27/07/10 

金融チャネルを活用した新製品の販路

開拓例 弁理士会館（3

階会議室） 

緒方 禎浩 氏 

18 
中小企業が大企業に対抗するための１

０箇条 
本谷 孝夫 氏 

3 H27/08/28 
知らなきゃ損するネーミングのコツ 弁理士会館（地

下 1階会議室） 

高橋 友和 氏 
34 

知財リスクを回避した新商品開発 篠森 重樹 氏 

4 H27/09/11 そこが知りたい！知的財産（活用編） 
新都心ビジネス

交流プラザ 

飯塚 道夫 氏 

金尾 良子 氏 

寺尾 康典 氏 

中 大介 氏 

西脇 怜史 氏 

20 

5 H27/10/09 
初心者のための知的財産入門 長坂農村環境改

善センター 

志村 正樹 氏 
6 

知的財産権へのご招待 磯部 光宏 氏 

6 H27/10/14 
知的財産が関係する契約条項における

重要なポイント 
きぼーる 

正林 真之 氏 
40 

渡邉 秀治 氏 

7 

H27/10/28 
ロボット産業における知的財産の活用

動向 神奈川県産業技

術センター 

佐藤 高信 氏 

津田 宏二 氏 

水庭 浩吉 氏 

68 

H27/10/30 
【工業デザイン】『キッコーマンしょう

ゆ卓上瓶』から見える知財戦略 
穂坂 道子 氏 37 

8 H27/10/29 

ビジネスに役立てる知的財産～特許・商

標を中心として 
たましん事業支

援センター（立

川 WINセンター） 

伊藤 夏香 氏 

19 
ビジネスに役立てる知的財産～著作権

を中心として 
尾関 眞里子 氏 

9 H27/11/06 

経営者が把握しておきたい知的財産の

基礎知識 
練馬区産業会館

集会室 

緒方 禎浩 氏 
29 

ブランディングと知的財産戦略 瀧本 裕子 氏 

10 H27/11/07 

（商標エンターテイメントセミナー）と

んかつバーガーの商標登録出願 

ビエント高崎 

千木良 祟 氏 

睦名 智之 氏 

唐鎌 睦 氏 

前原 久美 氏 

15 

（パネルディスカッション）中小企業の

ための知的財産活用のヒント 

稲村 悦男 氏 

松下 浩二郎 氏 

羽鳥 亘 氏 

中村 希望 氏 

岡田 義敬 氏 
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11 H27/11/13 

特許（パテント） 
三崎港産直セン

ター「うらり」 

小林 俊雄 氏 

8 意匠（デザイン） 高木 康志 氏 

商標（ブランド） 江畑 耕司 氏 

12 H27/11/14 
地域ブランド活用いろは～攻めと守り

の商標戦略～ 

日光田母沢御用

邸記念公園 研

修ホール 

羽鳥 亘 氏 

行政ご担当者様 
10 

13 H27/11/20 

商店街のための知的財産ミニ講座（戸越

銀座ｖｓ武蔵小山の今昔をみながら） 大田区産業プラ

ザ 

柴 大介 氏 

13 
繁盛店を支えるブランディングと知的

財産ミニ講座 
瀧本 裕子 氏 

14 H27/11/26 

展示会出展にともなう“知財リスク“ －

うっかりミスを防ごう－ 
川口商工会議所 

橋爪 泰夫 氏 

12 
技術コラボによるチャンスと知財リス

ク 
亀山 夏樹 氏 

15 H27/12/09 

ビジネスに役立てる知的財産～特許・商

標を中心として 日本政策金融公

庫新宿支店内東

京ビジネスサポ

ートプラザ 

伊藤 夏香 氏 

57 
ビジネスに役立てる知的財産～著作権

を中心として 
尾関 眞里子 氏 

日本公庫の知財活用企業向け融資制度

～資本性ローン その３つの特長～ 

日本政策金融金

庫 

16 H27/12/11 
所沢市イメージマスコット「トコろん」

に学ぶ企業の知的財産活動 
所沢商工会議所 

高久 由紀子 氏 

内野 孝雄 氏 

瀬崎 幸典 氏 

15 

17 H28/01/27 

特許としての保護、ノウハウとしての保

護 ベンチャープラ

ザ船橋 

日向 麻里 氏 

30 
プログラムを守る知的財産 山川 啓 氏 

日本弁理士会の中小企業支援の取組み 高橋 昌義 氏 

18 H28/02/02 

選ばれる商品・サービスに必要なブラン

ディングと知的財産ミニ講座 中小企業基盤整

備機構 

瀧本 裕子 氏 

46 
ジェグテックによる販路開拓と知財対

策 ！ 
緒方 禎浩 氏 

19 H28/02/05 

脱・下請け！知財を意識したオリジナル

製品の作リ方 
町田商工会議所 

山田 龍也 氏 

12 
成功例で確認！知財の押さえるべきポ

イントはここだ！ 
林 郁夫 氏 

20 H28/02/05 

(第一部講演）下町ロケットに見る知財

戦略と事業戦略～アベノミクス下「地方

創生」の切り札として～ 

パシフィコ横浜

展示ホール 

鮫島 正洋 氏 

85 
（第二部パネルディスカッション）中小

企業の利益につながる知財戦略とその

具体的施策 

樋口 正樹 氏 

鮫島 正洋 氏 

木下 茂 氏 

穂坂 道子 氏 

高木 康志 氏 
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21 H28/02/05 

（パネルディカッション）中小企業のた

めの知的財産活用のヒント ホテルアミュー

ズ富岡 

稲村 悦男 氏 

松下浩二郎 氏 

羽鳥 亘 氏 

中村 希望 氏 

服部 秀一 氏 

18 

群馬県における知財支援事業および支

援事例のご紹介 
服部 秀一 氏 

22 H28/02/17 
ＩｏＴ時代における特許戦略の再確認 茨城県工業技術

センター 

平川 明 氏 
66 

中小企業への知財支援制度 谷水 浩一 氏 

23 H28/02/19 

知的財産権の初歩 

テクノプラザか

つしか 

市野 要助 氏 

33 
こんなものが特許になる～特許の事例

紹介～ 
梅澤 崇 氏 

職務発明と知財の価値 伊藤 夏香 氏 

24 H28/02/26 
拒絶される商標、登録される商標 

千葉商工会議所 
田中 二郎 氏 

28 
新しいタイプの商標 松本 龍太郎 氏 

25 H28/03/22 

東京オリンピックのロゴ・マーク等の知

財管理 

大田区産業プラ

ザ Pio 2F         

biz BEACH 

CoWorking 

(Aゾーン) 

柴 大介 氏 

20 
繁盛店を支えるブランディングの基礎

と活用 
瀧野 裕子 氏 

 

  3.広報活動 

・広報委員会にて、以下を作成した。 

ノベルティグッツとして、オープナー付スケール 6,800部 

持ち手つきポリ袋 10,000部 

関東支部ＨＰに新規ページ（イベントカレンダー）を設置 

・知財教育支援委員会にて、知財授業用ノベルティグッツとして、動物クリップペン 1000個を作成した。 

・千葉委員会にて、千葉県児童生徒・教職員科学作品展の千葉委員会委員長賞を、受賞者に楯及び賞状

を授与した（H27/10/09）。 

 

  4.各都県の窓口責任者 

東京都 折居 章 

神奈川県 樋口 正樹 

千葉県 高橋 昌義 

埼玉県 赤塚 正樹 

茨城県 川端 兆隆 

群馬県 岡田 義敬 

栃木県 上吉原 宏 

山梨県 志村 正樹 

 

（３）その他 

・ 多摩信用金庫と「たましん事業支援センターの活用に関する覚書」を継続した（H27/04/01）。 

・ 横浜市と「知的財産の活用による地域の活性化と産業の振興のための協力に関する協定」及び「(同協定

の実現に関する詳細を定める)覚書」を再締結した（H27/04/01）。 
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・ (一社)千葉県中小企業診断士協会と「知的財産を活用した企業経営による産業振興のための協力に関する

協定」に基づく「覚書」を締結した（H27/04/21）。 

・ (一社)山梨県中小企業診断協会と「知的財産を活用した企業経営による産業振興のための協力に関する協

定」に基づく「覚書」を締結した（H27/04/21）。 

・ (一社)栃木県中小企業診断協会と「知的財産を活用した企業経営による産業振興のための協力に関する協

定」に基づく「覚書」を締結した（H27/05/19）。 

・ 西武信用金庫と「地域中小企業知的財産支援力強化事業」に関する協力書を締結した（H27/07/31）。 

・ (公財)台東区産業振興事業団と「業務連携及び協働に関する覚書」を締結した（H28/02/03）。 

・ (株)日本政策金融公庫と「業務連携・協力に関する覚書」を締結した（H28/03/01）。 

・ (公財)千葉県産業振興センターと「中小企業知財活用支援に関する協定書」を再締結した（H28/03/31）。 


