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関東支部（平成２８年４月１日～平成２９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）   鈴木 一永（東京都）   佐藤 浩司（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）   田中 正男（山梨県）   樋口 正樹（神奈川県） 

      平野 隆之（東京都）   山田 武史（東京都） 

【幹  事】青谷 一雄（東京都）   石丸 竜平（東京都）   牛久 健司（東京都） 

      小川 延浩（東京都）   小國 泰弘（東京都）   尾崎 光三（東京都） 

      川村  武（東京都）   楠  和也（東京都）   小池  成（東京都） 

      小池  誠（東京都）   塩野谷 英城（埼玉県）  高原 千鶴子（神奈川県） 

      田中 秀喆（東京都）   堤 裕一朗（東京都）   中野 圭二（東京都） 

      中山 健一（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２８年７月１４日（木）15:00～16:00 場所．弁理士会館３階会議室 

  【議 案】第１号議案 平成２７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２７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２８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２８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２８年１２月９日（金）16:00～16:30 場所．弁理士会館３階会議室 

  【議 案】第１号議案 平成２９年度支部役員選任の件         ［原案通り可決］ 

 

３．会議･会合等と開催数 

名 称 回 数 

支部役員会  １１回 

平成２７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   ９回 

研修対応委員会  １２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  １３回 



2 

 

企画及びサービス委員会  １２回 

中小企業・ベンチャー支援委員会 １０回 

防災委員会 １０回 

公認会計士連携委員会   ０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 ６回 

東京委員会 １２回 

神奈川委員会  １２回 

千葉委員会  １０回  

埼玉委員会  １１回 

茨城委員会  １０回 

群馬委員会   ７回 

栃木委員会   ６回 

山梨委員会   ６回 

会務検討ＷＧ １１回 

次年度人事検討ＷＧ   ２回 

情報交換会   ５回 

 

４．主な事業活動 

（１）対内活動 

  1. 研修会の開催 

No. 開催日 内 容 講 師 人数 会 場 

1 H28.5.24 
中小企業の事業に役立つ「標準化」提案～標

準化をビジネスツールに！～ 
中山 文博 氏 84 弁理士会館 

2 H28.6.10 判例から見た中国特許出願実務 山田 勇毅 氏 75 
浦安ブライトンホ

テル 

3 H28.6.11 
知的財産に関する訴訟関係（著作権侵害訴訟

を中心に） 
小林 幸夫 氏 28 

高崎駅前貸し会議

室 

4 H28.6.29 米国知財制度 萩原 弘之 氏 57 
TKP ガーデンシティ

横浜 

5 H28.7.8 
人工知能時代の知財業務について考える 

～特許検索・分析業務をケースとして～ 

那須川 哲哉 氏 

野崎 篤志 氏 

宇野 毅明 氏 

153 弁理士会館 

6 H28.7.15 
情報提供および異議申立てにおける欧州特

許の攻防戦術 

長谷川 寛 氏 

Michael Wieser 

氏 

120 弁理士会館 

7 H28.7.29 
中小企業診断士の仕事と中小企業の知的財

産 

庄司 憲生 氏 

秋山 敏生 氏 
62 

ホテルブリランテ

武蔵野 

8 H28.8.24 
ASEAN他アジアにおける技術移転契約の留意

点 
岡本 清秀 氏 39 

TKP ガーデンシティ

横浜 

9 H28.9.6 
事業戦略とイノベーションのための知財及

び知財部門の役割 
米山 茂美 氏 168 弁理士会館 

10 H28.9.6 知的財産業務における危機管理と防災対策 内田 和男 氏 24 弁理士会館 

11 H28.9.7 著作物性 久我 貴洋 氏 40 弁理士会館 

12 H28.9.8 知財に関する交渉学（基礎）講座 三好 陽介 氏 50 
TKP ガーデンシティ

横浜 
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13 H28.9.9 
弁理士が知っておきたい特許調査テクニッ

ク 
野崎 篤志 氏 99 

TKP ガーデンシティ

横浜 

14 H28.9.14 
著作権と著作隣接権、その関係及び利用につ

いて 
城田 晴栄 氏 30 弁理士会館 

15 H28.9.16 
特許調査の初歩及び様々な場面における特

許調査について 
櫻井 尚代 氏 29 

オークラホテルフ

ロンティアつくば 

16 H28.9.20 

米国情報開示陳述書（IDS）の記入方法や添

付書類について、不正行為となる危険性を避

けながら費用を極力抑えるための戦略的ア

ドバイス 

ピータース・ジ

ェリー 氏 
120 弁理士会館 

17 H28.9.21 著作権の権利制限 松田 真 氏 28 弁理士会館 

18 H28.9.23 裁判例から見た明細書作成の課題 保科 敏夫 氏 153 弁理士会館 

19 H28.9.28 著作権契約の実務 柴田 純一郎 氏 24 弁理士会館 

20 H28.9.30 営業秘密の保護と弁理士業務について 藤田 和子 氏 56 
山崎製パン企業年

金基金会館 

21 H28.9.30 化学バイオ分野の進歩性 細田 芳徳 氏 187 弁理士会館 

22 H28.9.30 中小企業における知的財産の活かし方 

片桐 保 氏 

斎藤 憲彦 氏 

清水 義富 氏 

平野 隆之 氏 

29 ホテル談露館 

23 H28.10.5 著作権紛争の実務 森 修一郎 氏 21 弁理士会館 

24 H28.10.14 地理的表示保護制度と商標制度 
浅野 勝美 氏 

浅野 卓 氏 
68 

ホテルブリランテ

武蔵野 

25 H28.10.21 実務に役立つ意匠出願プラン作成講座 五味 飛鳥 氏 27 
オークラホテルフ

ロンティアつくば 

26 H28.10.26 
企業間競争のあり方を変えるビジネスモデ

ルとは 
西野 和美 氏 111 弁理士会館 

27 H28.11.1 
商標審査の理解のためのＱ＆Ａ ～日頃の

疑問を解消しよう～ 
平山 啓子 氏 157 弁理士会館 

28 H28.11.2 
ライセンス契約における注意点 ～弁護士

からみた各契約事項のチェックポイント～ 

澤田 雄二 氏 

新田 裕子 氏 
12 

ホテルマイステイ

ズ宇都宮 

29 H28.11.2 
クライアントとの信頼関係構築術～利益相

反などに陥らないために～ 

澤田 雄二 氏 

新田 裕子 氏 
14 

ホテルマイステイ

ズ宇都宮 

30 H28.11.8 
H28年版：弁理士のための知財契約書作成・

チェック入門 
小林 幸夫 氏 122 弁理士会館 

31 H28.11.11 ブランドデザインの実務 原 節子 氏 87 
船橋グランドホテ

ル 

32 H28.11.18 
特許侵害の前提となる民事訴訟法、民事保全

法の基礎 
鈴木 一徳 氏 51 

神奈川県弁護士会

館 

33 H28.11.18 
地理的表示（ＧＩ）」制度 ～利用の前に知っ

ておきたいこと～ 
田中 佐知子 氏 30 

神奈川県弁護士会

館 

34 H28.11.21 
H28年版：弁理士のための知財契約書作成・

チェック入門 
小林 幸夫 氏 102 弁理士会館 

35 H28.11.26 職務発明制度について（法改正の概要等） 富澤 孝 氏 12 ホテル天坊 

36 H28.11.29 
東京地裁・知財調査官及び産構審・審査基準

専門ＷＧにおける弁理士としての経験談 
濱田 百合子 氏 119 弁理士会館 
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37 H28.11.30 商標ライセンス契約入門 木村 育代 氏 158 弁理士会館 

38 H28.12.7 事例から学ぶ弁理士業務のための著作権法 伊藤 真 氏 12 
ホテルマイステイ

ズ宇都宮 

39 H29.1.16 第２回意匠なんでもＱ＆Ａ大会 

五味 飛鳥 氏 

松井 宏記 氏 

篠田 卓宏 氏 

60 弁理士会館 

40 H29.1.18 
ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく

意匠の国際出願の手続 

佐伯 輝景 氏 

山永 滋 氏 
157 ニッショーホール 

41 H29.1.21 著作物性 中川 裕幸 氏 36 
TKP スター会議室虎

ノ門 

42 H29.1.23 

オープン＆クローズの知財思想を必要とす

る時代の到来 ＝ＩｏＴ時代に向けた日本企

業をどう方向付けるか＝ 

小川 紘一 氏 142 弁理士会館 

43 H29.1.28 
特許無効審判の実務について及び商標不使

用取消審判における使用について 

鈴木 恵理子 氏 

羽鳥 亘 氏 
18 

ホテルメトロポリ

タン高崎 

44 H29.2.3 ブランドデザインの実務 原 節子 氏 100 全日通霞ヶ関ビル 

45 H29.2.4 侵害判断 峯 唯夫 氏 35 
TKP スター会議室虎

ノ門 

46 H29.2.10 

意匠の実務（出願・中間処理・審判・訴訟に

おける対応）～意匠活用のための具体的事例

の紹介～ 

牛木 護 氏 72 
浦和ロイヤルパイ

ンズホテル 

47 H29.2.17 農林水産業者への知財支援の実際 中山 俊彦 氏 40 
浦安ブライトンホ

テル 

48 H29.2.17 最新の商標情報と審判決例の傾向について 工藤 莞司 氏 20 ホテル談露館 

49 H29.2.18 著作権契約 下田 憲雅 氏 36 
TKP スター会議室虎

ノ門 

50 H29.2.21 特許異議の申立ての現状と今後の留意点 高橋 克 氏 128 弁理士会館 

51 H29.2.24 初級者向け知財相談に関する研修会 

渡 猛 氏 

八田 雅也 氏 

藤田 貴男 氏 

砂川 恵一 氏 

浅見 浩二 氏 

19 弁理士会館 

52 H29.2.27 
米国特許第101条に関する最近の事例と実務

的対応 
John M. Bird 氏 72 弁理士会館 

53 H29.2.27 

日本公認会計士協会東京会・同神奈川県会・

日本弁理士会関東支部主催「知的財産関連業

務に関する合同研修会」 

望月 史郎 氏 

瀧田 証 氏 

安高 史朗 氏 

萩原 綾夏 氏 

山口 和弘 氏 

方 喜玲 氏 

髙橋 孝治 氏 

27 
TKP 新橋カンファレ

ンスセンター 

54 H29.2.27 
実務に役立つベンチャー企業支援入門－特

許出願を中心に－ 

大谷 寛 氏 

藤井 涼 氏 
60 尚友会館 

55 H29.3.1 
契約書チェックの『視点』－知的財産分野の

契約書を題材に 
竹村 淳 氏 139 弁理士会館 

56 H29.3.2 
【第１部】グローバル知的財産戦略に向けた

海外支援コンサルティングセミナー 

井出 正威 氏 

山内 輝和 氏 

前原 久美 氏 

市野 要助 氏 

小林 克行 氏 

46 弁理士会館 
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斉藤 進 氏 

高橋 伸也 氏 

荒井 良吉 氏 

木下 治之 氏 

57 H29.3.2 
【第２部】グローバル知的財産戦略に向けた

海外支援コンサルティングセミナー 

高原 千鶴子 氏 

遠藤 朱砂 氏 

前原 久美 氏 

小池 誠 氏 

46 弁理士会館 

58 H29.3.2 

応用美術をめぐる意匠法と著作権法のイン

ターフェイス―TRIPP TRAPP事件の意義とそ

の後の展開 

本山 雅弘 氏 110 弁理士会館 

※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３４回実施） 

 

2. 近畿支部と知財教育支援委員会との意見交換会を開催した。 

  ・日  時：平成２８年１０月２７日（木）17：00～18：00 

  ・場  所：弁理士会館２階 会議室 

  ・出席人数：７名 

 

  3.知財教育支援委員会にて、委員向け研修会（継続研修の単位認定対象外）を開催した。 

  ・日  時：平成２９年１月１７日（火）11：00～12：00 

  ・場  所：弁理士会館３階 会議室 

・講  師：(一社)こたえのない学校ファシリテーター・プログラムデザイン担当 喜井悠策 氏 

  ・出席人数：２３名 

 

4.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２８年７月２２日（金）16:30～20:30 

 ・場  所：アークヒルズクラブ 

＜セミナー＞ 16:30～18:20 

・テ ー マ：弁理士のキャリアアップと将来像 

・講  師：弁理士 飯田 昭夫 氏 

 ・参加人数：３５名 

＜パーティー＞ 18:30～20:30 

 ・参加人数：７０名 

※先輩弁理士による個別相談も実施した。 

 

   5.企画及びサービス委員会にて、集う会を開催した。 

   ＜第１８回集う会、企業内弁理士から事務所へ ～Win－Winの関係を目指して＞ 

・日  時：平成２８年８月９日（火）18：30～21：00 

 ・場  所：弁理士会館３階 会議室 

・提 言 者：弁理士 千田 拓也 氏、弁理士 荻島 盟一 氏、弁理士 齋藤 美紀雄  氏 

・参加人数：５４名 

 

＜第１９回集う会、弁理士のライフプラン＞ 

・日  時：平成２８年１１月２５日（金）18：30～21：00 

・場  所：ＴＫＰ新橋汐留ビジネスセンター 

・提 言 者：弁理士 荒木 利之氏、弁理士 渡部 寛樹  氏、弁理士 中野 圭二 氏 
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・参加人数：４２名 

 

＜第２０回集う会、弁理士にまつわるお金の話＞ 

・日  時：平成２９年２月２３日（木）18：30～21：00 

・場  所：弁理士会館３階 会議室 

・提 言 者：弁理士・公認会計士 安高 史朗 氏、弁理士 山本 晃司 氏 

・参加人数：２２名 

 

6.中小企業・ベンチャー支援委員会にて、公開フォーラムを開催した。 

 ・日  時：平成２９年２月８日（水）15：00～18：00 

 ・場  所：弁理士会館２階ＡＢ会議室 

 ・講  師：弁理士 亀山 夏樹 氏、弁理士 緒方 禎浩 氏、弁理士 渡邉 泰帥 氏、 

       弁理士 池田 清志 氏 

 ・参加人数：２４名 

 

7. 中小企業・ベンチャー支援委員会にて、クラウドファンディング勉強会を開催した。 

 ・日  時：平成２９年１月２６日（木）13：00～ 

 ・場  所：渋谷マークシティ１３階 

 ・参加人数：１４名 

 

8. 中小企業・ベンチャー支援委員会にて、クラウドファンディング調査を実施した。 

 ・アクセス数：５０社 

 ・意見交換対応数：５社 

 

   9.防災委員会にて、施設見学会を開催した。 

   ＜東京臨海広域防災公園見学会＞ 

・日  時：平成２８年１１月２４日（木）15：00～16：30 

 ・場  所：東京臨海広域防災公園 

 ・参加人数：１名 

 

   10.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１０回震災復興まちづくりシンポジウム＞ 

・日  時：平成２８年７月１９日（火）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、（一社）東京都建築士事務所協会、（公社）日本建築家協会、（公社）日本

技術士会、（一社）東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会、（公社）東京公共嘱託登記司法

書士協会、（公社）東京社会福祉士会 

・参加人数：２４５名 

 

  11.防災委員会にて、「普通救命講習」を開催した。 

   ・日  時：平成２８年９月２日（金）１４：００～１７：００ 
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   ・場  所：弁理士会館３階Ｄ・Ｅ会議室 

   ・講  師：麹町消防署警防課ご担当者 

   ・内  容：普通救命講習 

         心肺蘇生やＡＥＤ、異物除去、止血法などを学んだ。 

   ・参加人数：２５名 

 

   12.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２８年１０月５日（水）15：00～17：00 

 ・場  所：弁理士会館２階 会議室 

・参加人数：１６名 

 

  13.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 講 師 人数 会 場 

1 H28.10.28 
＜第１部＞パネルディスカッション・質疑応答 

松尾 憲一郎 氏 

吉田 芳春 氏 

堤 裕一朗 氏 １５ 
弁理士会館 

＜第２部＞防災についての講演 内田 和男 氏  

2 H28.12.20 
＜第１部＞パネルディスカッション・質疑応答 

市野 要助 氏 

渡辺 隆文 氏 

筒井 大和 氏 ６ 
弁理士会館 

＜第２部＞防災についての講演 内田 和男 氏  

3 H29.1.18 

＜第１部＞パネルディスカッション・質疑応答 

市野 要助 氏 

吉井 雅栄 氏 

堤 裕一朗 氏 

杉村 憲司 氏 
６ 

弁理士会館 

＜第２部＞防災についての講演 内田 和男 氏  

 

  14.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」により、証券化グループ会議を月１回開催し、１２月号「パテント」誌に原稿を掲載

した。また、当支部が幹事会となり、２月２７日に「知的財産関連業務に関する合同研修会」を TKP 新

橋カンファレンスセンターにて開催し、１１３名（弁理士２７名、公認会計士８６名）が出席した。 

 

  15.海外支援委員会にて、弁理士に期待する支援についてニーズ調査を実施した。 

  ＜アンケート調査＞ 

   ・実施期間：平成２８年１２月１２日～平成２９年１月１５日 

   ・回答数：２１０（事務所弁理士１０４、企業弁理士１０６） 

 

＜インタビュー調査＞ 

(1)特許庁 普及支援課 

日 時：平成２８年１１月１６日（水）13：30-14：30 

 

(2)中小機構関東本部 販路開拓部国際化支援課 

日 時：平成２８年１１月２２日（火）13：30-14：30 
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(3)JETRO 知的財産・イノベーション部 知的財産課 

日 時：平成２８年１１月２４日（木）13：30-14：30 

 

(4)東京都知的財産総合センター 

日 時：平成２８年１２月１２日（月）16：00-17：00 

 

  16.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２９年２月３日（火）15：00～22：00 

・場  所：日本政策金融公庫新宿支店（新宿区西新宿 1-14-9） 

   ・内  容：(1)弁理士及び中小企業診断士のミニセミナー 

(2)日本政策金融公庫による説明会 

(3)懇親会及び相談会 

   ・参加人数：８名（創業予定若しくは創業後間もない経営者）  

 

（２）対外活動 

1.関東支部対外支援活動は別紙の通り 

 

  2.無料相談会の開催 

Ａ．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１，０１４件、電話４２９件、文書０件 

（著作権相談室 相談件数は１５件） 

    ※常設知的財産相談室の予約管理システムを開発し、24時間予約受付を平成２９年４月より稼働予定。 

 

  Ｂ． 無料知的財産相談会（多摩地域） 

・場  所：たましん事業支援センター（Winセンター） 

日  時：毎月第３火曜日 14:00～16:00  

    件  数：１２ 件 

・場  所：Winプラザ多摩センター 

日  時：偶数月第１火曜日 14:00～16:00  

    件  数：３件 

・場  所：たましん府中支店 

日  時：奇数月第１火曜日 14:00～16:00  

    件  数：４ 件 

 

3.関東支部主催「知的財産セミナー2016」 

回数 開催日 内 容 会 場 講 師 人数 

1 H28.5.23 
中小企業の競争力を高める知財戦略のポイ

ント 

たましん事業支

援センター（Win

センター） 

本谷 孝夫 氏 7 

2 H28.6.24 
成功例で確認！ 知財の押さえるべきポイ

ントはここだ！ 

大田区産業プラ

ザ 
林 郁夫 氏 12 
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そのネーミング大丈夫ですか？ 藁科 えりか 氏 

3 H28.7.6 

経営に役立つ” 特許” の基礎知識（日本及

び外国編） 

ホテルグリーン

タワー幕張 

木船 英雄 氏 

39 
経営に役立つ” 商標” の基礎知識（日本及

び外国編） 
松本 龍太郎 氏 

中小企業等外国出願支援事業補助金の概要 
千葉県産業振興

センター 

4 H28.9.21 

起業家に必要な営業力とは？売上げＵＰに

欠かせない営業学 大田区産業プラ

ザ 

鈴木 謙彰 氏 

10 

顧客を引き寄せるネーミングとは 相川 俊彦 氏 

5 H28.10.1 

特許エンターテイメントセミナー「パン職人

レオ君の特許物語」 

渋川公民会館 

陸名 智之 氏 

唐鎌 睦 氏 

真下 寛治 氏 

鈴木 恵理子 氏 

田村 和彦 氏 16 

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」 

長澤 隆行 氏 

久松 洋輔 氏 

坪井 美紀 氏 

羽鳥 慎也 氏 

6 H28.10.19 

発明・考案を守る知的財産権 
ベンチャープラ

ザ船橋 

八木田 智 氏 

21 

商品・サービスを守る知的財産権 砂川 惠一 氏 

7 H28.10.21 

「特許」って何の役に立つの？ 

練馬産業会館 

大畑 敏朗 氏 

12 
モバイルケース「トリックカバー」から学ぶ

ヒット商品作りと知財対策 
緒方 禎浩 氏 

8 H28.11.2 

そこが知りたい！知的財産（取得編）～特

許・商標の書類作成及びその準備～ 新都心ビジネス

交流プラザ 

寺尾 康典 氏 

中 大介 氏 
19 

そこが知りたい！知的財産（取得編）～特

許・商標の書類作成及びその準備～ 

石塚 勝久 氏 

前田 健一 氏 

9 H28.11.17 
営業秘密 はじめの一歩～ニュースから学

ぶ技術情報管理リスクマネジメント～ 
弁理士会会館 

伊藤 夏香 氏 

松嶋 芳弘 氏 

寺尾 康典 氏 

川上 則明 氏 

八重田 貴司 氏 

16 

10 H28.11.25 

商標（ブランド） 
藤沢商工会館ミ

ナパーク 

金沢 彩子 氏 

17 

特許（パテント） 金子 正彦 氏 

11 H28.11.25 

中小・ベンチャー企業のための知的財産活用

～特許を中心として～ 

つくば研究支援

センター 

伊吹 欽也 氏 

10 
中小・ベンチャー企業のための知的財産活用

～実例に基づいて 
山﨑 晃弘 氏 

日本公庫の知財活用企業融資制度 ～資本

性ローンの活用～ 
大和 傑 氏 

12 H28.11.29 

ビジネスにおける知的財産リスク～他人の

著作権、商標権等を中心に～ 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 

下田 一弘 氏 

21 
ビジネスにおける不正競争防止法～営業秘

密を中心に～ 
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～ 
小池 俊太郎 氏 
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13 H28.11.30 クラウドファンディングと知財リスク対策 
大田区産業プラ

ザ 
緒方 禎浩 氏 9 

14 H28.12.5 

セミナー（ヒット商品をつくる！ はじめて

の『差別化戦略』） 

弁理士会館 

山田 龍也 氏 

11 

ワークショップ（新商品企画会議） 

松井 伸一 氏 

丸林 啓介 氏 

山田 龍也 氏 

保田 正樹 氏 

橋爪 泰夫 氏 

15 H28.12.16 

～「KAWAGUCHI i-mono・i-waza」ブランド

認定制度について～ 

川口商工会議所 

会議室 

久保田 誠司 氏 

10 

「KＡWAGUCHI i-mono」商標登録にまつわる

話題 
高田 修治 氏 

企業とブランド戦略 

飯塚 道夫 氏 

石井 良夫 氏 

漆山 誠一 氏 

高久 由紀子 氏 

16 H29.1.27 

成功事例に学ぶ知的財産戦略と知財戦略立

案ワークショップ 大田区産業プラ

ザ 

本谷 孝夫 氏 
6 

ワークショップ   

17 H29.2.16 

海外ビジネスの成功のポイント～知財の現

状を踏まえて～ 

とどろきアリー

ナ 

高村 大輔 氏 

20 

パネルディスカッション 

中小企業のための海外知財戦略～仮想事例

に基づいて～ 

和泉 順一 氏 

松下 亮 氏 

高原 千鶴子 氏 

海外知財取得のための補助金制度 ～応募の

ポイント～ 
鈴木 昌二 氏 

18 H29.2.17 

商標「極秘」ノウハウ（そーっと）教えます 

ホテル談露館 

羽鳥 亘 氏 

31 
ブランドとブランディング 中小企業にブ

ランディングは可能か？ 
丸山 孝雄 氏 

19 H29.2.24 

創業時、新商品・新サービス開発時において

最低限行わねばならない知財活動のポイン

トをワークショップで習得しよう 

(株)町田新産業

創造センター 
本谷 孝夫 氏 5 

20 H29.2.25 

特許エンターテイメントセミナー「弁理士田

島小五郎」 

館林文化会館 

陸名 智之 氏 

唐鎌 睦 氏 

稲村 悦男 氏 

眞下 寛治 氏 

鈴木 恵理子 氏 

前原 久美 氏 
4 

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」 

長澤 隆行 氏 

久松 洋輔 氏 

坪井 美紀 氏 

羽鳥 慎也 氏 

21 H29.3.6 

ベンチャー、中小企業で役立つ知的財産の活

用～特許を中心として～ 千葉市ビジネス

支援センター 

田久保 泰夫 氏 

  
ベンチャー、中小企業で役立つ知的財産の活

用～商標を中心として～ 
保屋野 光繁 氏 

22 H29.3.11 

知的財産の必要性、重要性 
台東区産業事業

団（台東区中小

企業振興センタ

ー） 

野上 晃 氏 

8 知って得する知的財産の活用の勘所 丹羽 匡孝 氏 

知的財産権を持たないため  浅野 勝美 氏 
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23 H29.3.14 商標権を取得しないことによるデメリット  
ホテル東日本宇

都宮 
金山 義信 氏   

 

  4.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、クリアファイル 20,000部 

不織布バッグ 3,000部 

・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、コネコネマイ石鹸 900 個、動物クリ

ップペン 1200個を作成した。 

 

5.記念事業 

 ・支部設立 10周年記念誌 9,000部制作 

  （関東支部会員へ配布、関係団体・自治体等へ寄贈） 

 

  6.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 田中 正男 

 

（３）協定・覚書等 

・ 西武信用金庫と「包括的連携・協力」に関する覚書を締結した（H29/03/24）。 

・ 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。 

・  (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」は自動延長とした。 

・ (株)日本政策金融公庫と「業務連携・協力に関する覚書」は自動延長とした。 

・ (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。 

川崎市と「知的財産の活用による産業振興と地域の活性化のための協力に関する協定」を再締結し、 

川崎市経済労働局及び(公財)川崎市産業振興財団と同協定にもとづく覚書を締結した。 

 

（４）その他 

・ 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（H28/11/4）。 

 


