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関東支部（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 

 

１．支部役員（５０音順） 

【支 部 長】鈴木 一永（東京都） 

【副支部長】榎本 英俊（東京都）   岡田 義敬（群馬県）   小國 泰弘（東京都） 

      押久保 政彦（栃木県）  亀崎 伸宏（埼玉県）   佐藤 浩司（東京都） 

塩野谷 英城（埼玉県）  杉岡 真紀（埼玉県）   高橋 昌義（千葉県） 

瀧野 文雄（東京都）   田中 秀喆（東京都）   橋本 清（東京都） 

服部 秀一（東京都）   原田 正純（東京都）   穂坂 道子（東京都） 

丸山 幸雄（東京都）   望月 義時（東京都）   山﨑 晃弘（茨城県） 

吉村 俊一（東京都）   渡邉 泰帥（東京都）    

※塩野谷 英城会員、田中 秀喆会員、吉村 俊一会員は支部長代理 

【幹  事】青谷 一雄（東京都）   飯塚 健（東京都）    市野 要助（千葉県） 

伊藤 夏香（東京都）   折居 章（東京都）    神田 正義（東京都） 

小池 成（東京都）    高橋 俊一（東京都）   高橋 洋平（千葉県） 

高原 千鶴子（神奈川県） 田中 正男（山梨県）   田村 和彦（東京都） 

堤 裕一朗（東京都）   中山 健一（東京都）   引地 進（東京都） 

樋口 正樹（神奈川県）  藤田 貴男（東京都）   松橋 純裕（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） 

  ※田村 和彦幹事は、H30.7.10辞任 

 

２．支部総会 

（１）定期支部総会 

  【日時等】平成３０年６月２９日（金）15:30～ 場所．弁理士会館３階 ３－ＤＥ会議室 

  【議 案】第１号議案 平成２９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２９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３０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３０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３０年１０月３１日（水）14:00～ 場所．弁理士会館地下１階 Ｂ１－ＡＢ会議室 

  【議 案】第１号議案 平成３１年度支部役員選任の件 

（１）候補者指名委員会で指名された候補者についての選任・・・可決 

【支部長】鈴木一永 (No.12438) 

【副支部長】丸山幸雄(No.10130) 橋本 清(No.10339) 田中秀喆(No.10385) 

塩野谷英城(No.11065) 榎本英俊(No.11452) 吉村俊一(No.11722) 

小國泰弘(No.12273) 杉岡真紀(No.12645) 服部秀一(No.12839) 

穂坂道子(No.12862) 瀧野文雄 (No.13483) 押久保政彦(No.14354) 

岡田義敬(No.14791) 原田正純 (No.15364) 山崎晃弘(No.15435) 

亀崎伸宏(No.16099) 渡邉泰帥 (No.18398) 望月義時(No.18815) 

八木田智(No.19411) 

【幹  事】高原千鶴子(No.9924) 神田正義(No.10114) 高橋俊一(No.10124) 

青谷一雄(No.10892) 中山健一(No.11220) 平川  明(No.11360) 
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折居  章(No.11733) 田中正男(No.11929) 鈴木 伸(No.11932) 

高橋昌義(No.12165) 伊藤夏香(No.13453) 高橋洋平(No.14806) 

松橋純裕(No.14822) 小池  成(No.15482) 市野要助(No.16457) 

堤裕一朗(No.18012) 剱物英貴(No.18042) 植田晋一(No.18587) 

尾関眞里子(No.18686) 引地  進(No.18717) 金森  寛(No.20988) 

【監 査 役】大橋邦彦(No.7622) 久保  司(No.7869) 尾崎光三(No.8149) 

舟橋榮子(No.8371) 

（２）「支部役員選出規則 (関東支部細則第１号 )」第 4条第 2項に基づいて推薦された 

候補者についての選任・・・否決（出席した関東支部所属弁理士の議件数過半数に達せず） 

【副支部長】小池  誠(No.20464) 

  【議 案】第２号議案 会令第 78号「関東支部規則」一部改正に関する 

答申の承認を求める件                            ［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  １２回 

平成２９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 

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   ７回 

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 

公認会計士連携委員会   ９回 

海外支援委員会 １０回 

東京委員会 １１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   ５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   ３回 

弁理士の日記念イベント実行ＷＧ ７回 

総務ＷＧ １２回 

情報交換会   ５回 

関東キャラバン ０回 

 

   ※委員会等の活動報告は、関東会の会員ページをご参照ください。 
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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 H30.6.1 ブランド戦略の実務 鈴木 祥子 氏 86 
山崎製パン企業年

金基金会館 

2 H30.6.9 
不正競争防止法を中心とした知的財産の保

護と弁理士の重要な役割！ 
小林 幸夫 氏 35 

ホテルメトロポリ

タン高崎 

3 H30.6.11 初心者向け知財相談に関する研修会 

渡 猛 氏 

八田 雅也 氏 

浅見 浩二 氏 

剱物 英貴 氏 

森田 義則 氏 

 36 弁理士会館 

4 H30.6.20 
不正競争防止法を中心とした知的財産の保

護と弁理士の重要な役割 
小林 幸夫 氏 22 弁理士会館 

5 H30.7.12 イノベーションとビジネスモデル：基礎編 三谷 宏治 氏 136 弁理士会館 

6 H30.7.27 
プロダクト・バイ・プロセス・クレームに

関する最高裁判例及びその後の動向 
後藤 仁志 氏 82 

TKP大宮駅西口カン

ファレンスセンタ

ー 

7 H30.8.3 
２時間で学ぶ欧州特許庁における審判手続

の概要 
長谷川 寛 氏 147 弁理士会館 

8 H30.8.24 知財関連契約の留意点 中所 昌司 氏 22 やまなしプラザ 

9 H30.9.6 著作権実務者養成講座第 1回「著作物性」 野口 明生 氏 33 弁理士会館 

10 H30.9.7 
ワークショップ型知財コンサルティング－

動画教材を使った知財マインド醸成手法－ 

竹本和広 氏 

鈴木貴久 氏 
45 

船橋グランドホテ

ル 

11 H30.9.13 
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」 
久保 雅裕 氏 30 弁理士会館 

12 H30.9.14 知財訴訟の実情  清水 節 氏 115 

ＴＫＰガーデンＰ

ＲＥＭＩＵＭ横浜

西口 

13 H30.9.19 
東南アジアにおける模倣品対策～タイを中

心にして～ 
石川 勇介 氏 106 弁理士会館 

14 H30.9.20 
著作権実務者養成講座第 3回「著作権の権

利制限」 
橋口 明子 氏 26 弁理士会館 

15 H30.9.26 グローバル戦略に貢献する知財情報分析 増嶌 稔 氏 138 弁理士会館 

16 H30.9.28 
ナブテスコの知財経営戦略における IPラン

ドスケープの実践 
菊地 修 氏 142 弁理士会館 

17 H30.10.4 
著作権実務者養成講座第 4回「著作権契約

の実務」 
柴田 純一郎 氏 27 弁理士会館 

18 H30.10.11 
著作権実務者養成講座第 5回「著作権紛争

の実務」 
関 真也 氏 30 弁理士会館 

19 H30.10.19 
いま、なぜ医療機器産業か？～市場、法規

制、知財の動向～ 

柏野 聡彦 氏 

師田 和子 氏 
132 弁理士会館 
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20 H30.10.26 
中国知財の今、知財紛争における攻めと守

りの戦略 
李 じゅん 氏 41 

オークラフロンテ

ィアホテルつくば

アネックス 

21 H30.10.29 化学・バイオ分野の進歩性判断 細田 芳徳 氏 161 弁理士会館 

22 H30.10.31 

EPOにおける進歩性の判断手法「課題-解決

アプローチ」：課題とは？そしてその解決

とは？  

Matthew Smith 

氏 

武田 恵枝 氏 

148 弁理士会館 

23 H30.11.2 企業の知財活動の実際 萩原 恒昭 氏  89 
浦安ブライトンホ

テル東京ベイ 

24 H30.11.2 
ソフトウェア関連発明に関する近時の判決

と法曹から見たクレーム・明細書 
岩永 利彦 氏 62 弁理士会館 

25 H30.11.2 台湾の知財制度の概況 引地 麻由子 氏  60 神奈川県弁護士会 

26 H30.11.8 

IPランドスケープ 2.0（知財部のプレゼン

ス向上、特許事務所の新たなサービスに向

けて） 

山内 明 氏 140 弁理士会館 

27 H30.11.13 EPOにおける優先権 

Jerome Collin 

氏 

田原 正宏 氏 

118 弁理士会館 

28 H30.11.14 
H30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 94 弁理士会館 

29 H30.11.19 
台湾の知的財産制度と現況－日本との比較

から、海外事業展開まで－ 

林 彦丞 氏 
54 弁理士会館 

30 H30.11.22 インターネット時代の著作権侵害 中川 裕幸 氏 44 マロウドイン熊谷 

31 H30.11.29 
米欧中出願を予定している日本出願のクレ

ームドラフティングの実務 
鶴谷 裕二 氏 39 

オークラフロンテ

ィアホテルつくば

アネックス 

32 H30.12.3 
H30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 79 弁理士会館 

33 H30.12.14 
近年の標準化の動向と弁理士の関わりにつ

いて 
飯塚 道夫 氏 14 

ホテルマイステイ

ズ宇都宮 

34 H30.12.19 
ジュネーブアクト発効後における海外意匠

出願の要点 
茅野 直勝 氏  97 弁理士会館 

35 H31.1.12 著作権実務者養成講座第 1回「著作物性」 齋藤 康 氏  32 

ＳＴＡＮＤＡＲＤ

会議室虎ノ門ＳＱ

ＵＡＲＥ 

36 H31.1.17 侵害訴訟の戦い方と書面作成のノウハウ 高見 憲 氏 151 弁理士会館 

37 H31.1.22 知的財産マネジメントを成功に導く組織 吉川 万美 氏 83 弁理士会館 

38 H31.1.26 
GI､地域団体商標等の活用による地域ブラン

ド 
高原 千鶴子 氏 19 高崎商工会議所 

39 H31.1.26 著作権実務者養成講座第 2回「侵害判断」 山本 泰和 氏 29 

ＳＴＡＮＤＡＲＤ

会議室虎ノ門ＳＱ

ＵＡＲＥ 

40 H31.1.31 
中小企業の外国出願に役立つ補助金・助成

金（特許編・商標編） 

相川 俊彦 氏 

高橋 伸也 氏 
48 弁理士会館 
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41 H31.2.1 職務発明制度について 網谷 拓 氏 57 マロウドイン大宮 

42 H31.2.9 
著作権実務者養成講座第 3回「著作権契

約」 
伊藤 真 氏 29 

ＳＴＡＮＤＡＲＤ

会議室虎ノ門ＳＱ

ＵＡＲＥ 

43 H31.2.13 
特許専門の弁理士が知っておくべき商標実

務 
林 栄二 氏 125 弁理士会館 

44 H31.2.15 中国における模倣対策の実務 分部 悠介 氏 10 ホテル談露館 

45 H31.2.18 

「デザイン経営宣言」を意識したデザイン

保護の手法～デザインを経営に活用するた

めの手法を考える～ 

峯 唯夫 氏 15 
ホテルマイステイ

ズ宇都宮 

46 H31.2.20 

特許に関する近時の重要裁判例の解説 ～

発明の「課題」という観点から横断的に分

析する～ 

高石 秀樹 氏 144 弁理士会館 

47 H31.2.22 
２時間で学ぶ欧州特許庁における審判手続

の概要 
長谷川 寛 氏 103 弁理士会館 

48 H31.2.25 

 ＜第１部＞ 基調講演 

「デザイン経営宣言と知財評価の関係に関

するパネルディスカッション」 

 

＜第２部＞ 講義 

「ベンチャー支援のタイムラインについて

の一考察」 

「意匠の価値評価」 

「事業性評価について」 

「ブロックチェーンと著作権管理につい

て」 

澤井 智毅 氏 

小林 誠 氏 

長谷川 豊 氏 

田川 欣哉 氏 

竹山 宏明 氏 

宮城 三次 氏 

林 總 氏 

沖久 禎 氏 

荒井 大幸 氏 

松本 浩一郎 氏 

松本 裕治 氏 

高松 孝行 氏 

62 弁理士会館 

49 H31.2.26 
デザインは、こうして産まれる～ 長野五輪

公式エンブレムデザイナーから学ぶ ～ 
篠塚 正典 氏 70 弁理士会館 

50 H31.3.7 
韓国と日本の特許制度の比較 ― 韓国で

特許を取得・活用するために 
尹 辰薫 氏 52 弁理士会館 

51 H31.3.7 米国商標制度・出願実務の基礎 小暮 君平 氏 78 
ＴＫＰガーデンシ

ティ横浜 

 

2.常設知的財産相談室 新相談員に対する OJT研修の開催（相談室運営委員会） 

・実施回数：１４回 

 

 3.「(独)工業所有権情報・研修館への表敬訪問」（相談室運営委員会） 

・日  時：平成３０年７月１７日（火）16：05～16：40 

 

 4.勉強会「著作権授業の進め方」の開催（知財教育委員会） 

  ・日  時：平成３０年１０月２３日（火）10：00～12：00 

  ・場  所：弁理士会館地下１階ＡＢ会議室 

・講  師：山口大学国際総合科部 教授 木村友久 氏 
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  ・出席人数：３７名(知財教育支援委員会委員、各都県委員会委員の希望者) 

  ※継続研修対象外 

 

 5.教育支援者担当者会議への参加（知財教育委員会） 

  ・日  時：平成３０年１２月５日（水）15：00～17：00 

  ・場  所：弁理士会館 

 

6.「新人歓迎会」の開催（企画及びサービス委員会） 

・日  時：平成３０年７月２０日（金）16:30～20:30 

 ・場  所：アークヒルズクラブ（アーク森ビル３７階） 

＜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：飯田 昭夫 氏 

 ・参加人数：２０名 

＜パーティー＞ 18:30～20:30 

 ・参加人数：９３名 

 

  7.「集う会」の開催（企画及びサービス委員会） 

   ＜第２４回集う会、大学と知財＞ 

・日  時：平成３０年８月２２日（水）18：30～21：00 

 ・場  所：弁理士会館３階 会議室 

・提 言 者：榎本 英俊 氏、関 昌充 氏 

・参加人数：２０名 

 

＜第２５回集う会、茨城県における知財活動＞ 

・日  時：平成３０年１２月１４日（金）18：30～20：30 

・場  所：つくば国際会議場 ４０３号室 

・提 言 者： 金山 義信 氏、柳田 朋子  氏 

・参加人数：１９名 

 

＜第２６回集う会、「特許事務所の連携・統合の実情」及び「中小企業の提携・承継に際する 

弁理士の留意事項」＞ 

・日  時：平成３１年３月７日（木）18：30～21：00 

・場  所：弁理士会館３階 会議室 

・提 言 者：堀籠 佳典 氏、丸山 幸雄 氏 

・参加人数：２７名 

 

8. 「オープン・フォーラム～今年度の活動成果の共有～」の開催（中小企業・ベンチャー支援委員会） 

 ・日  時：平成３１年２月１３日（水）15：00～17：00 

 ・場  所：弁理士会館２階ＡＢ会議室 

 ・参加人数：４２名 

 

9.「スタートアップ向けのコンテンツ」の作成（中小企業・ベンチャー支援委員会） 

 ・掲載場所：関東支部ＨＰ 
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 ・掲載コンテンツ数：４件 

 

10.「都内金融機関へのヒアリング」の実施（中小企業・ベンチャー支援委員会） 

 ・ヒアリング数：４社 

 

11.ＰＲ動画（各 5分程度のミニセミナー）の制作（中小企業・ベンチャー支援委員会） 

・掲載場所：(独)中小機構 関東本部 Webサイト 

・対  象：大企業との協業を目指す中小企業 

・テ ー マ：知財の視点から留意すべき点や知財の活用法など 

 

12.「パテント」誌へ記事の投稿（中小企業・ベンチャー支援委員会） 

・掲 載 号：2019年 1月号 

・記 事 名：「スタートアップと営業秘密～将来のオープン＆クローズ戦略に備えて～」 

・執 筆 者：平野 隆之 氏（平成２９年度中小企業・ベンチャー支援委員会 委員長） 

 

  13.日本公認会計士協会東京会・神奈川県会との合同研修会（公認会計士連携委員会） 

＜知的財産関連業務に関する合同研修会＞ 

・日  時：平成３１年２月２５日(月)13：00～17：00 

・幹 事 会：日本弁理士会関東支部 

・会  場：弁理士会館 

・参加人数：１２６名（弁理士６２名、公認会計士６４名） 

 

14.日本公認会計士協会東京会・神奈川県会との合同勉強会の開催（公認会計士連携委員会） 

＜ブロックチェーン技術を利用したビジネス開発最前線＞ 

・日  時：平成３１年２月２８日(木)18：00～19：30 

・会  場：弁理士会館 

・講  師：明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科長 木村 哲 氏 

・参加人数：３３名（公認会計士３名、弁理士３０名） 

 

15.支部における国際活動に関する意見交換会への出席（支部長） 

＜第６回国際活動に関する意見交換会＞ 

日 時：平成３０年５月２９日（火）12：00～14：00 

 場 所：弁理士会館 

＜第７回国際活動に関する意見交換会＞ 

日 時：平成３０年９月１４日（金）13：00～15：00 

 場 所：日本弁理士会近畿支部 ※ＴＶ会議出席 

 

16.支部サミットへの参加（支部長） 

・日  時：平成３０年８月３日（金）13：00～17：00 

    平成３０年８月４日（土） 9：00～12：00 

・場  所：ホテルクレメント高松 

   ・議  題：１．広報について 

      ２．研修について 

３．支部名称について 
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         ４. 会員の広告及び宣伝に関する指導について 

５．窓口知財専門家（弁理士）の選考基準見直しについて 

６．支部の運営について 

７．慶弔規程について 

８．その他 

 

 17.関東支部活動を効果的に広報するための共同会議の開催（広報委員会） 

・日  時：平成３０年８月２１日(火)15：00～16：00 

・会  場：弁理士会館 

・議  題： 

（1）ＨＰ改修（スマホ対応）の詳細について 

（2）各委員会からの要望について 

（3）イベント出展の備品について 

（4）その他 

 

 18.東京弁護士会と合同研修会「モノづくりを営む中小企業の海外展開を考える」の開催（東京委員会） 

・日  時：平成３１年２月２０日（水）14：00～16：30 

・会  場：ベルサール飯田橋 

   ・講師／運営：１５名（弁理士６名、弁護士９名）  

   ・参加人数：約１８名 

 

 19.神奈川弁護士会との合同研修会「台湾知財制度」の開催（神奈川委員会） 

・日  時：平成３０年１１月２日（金）15：00～17：10 

・場  所：神奈川県弁護士会館 5階会議室 

・参加人数：６０名（弁護士１名、弁理士５９名） 

 

 20.関東支部規則等の新設・改正 

   ＜支部名称変更に伴うもの＞ 

   ・会令７８号（関東支部規則）の一部改正 

   ・細則第１号～８号の一部改正 

   ・Facebook利用規則･利用規約の一部改正 

   ・フィギュア使用規則の一部改正 

   ・日本弁理士会関東会会員ページ利用規則･利用規約の一部改正 

   ・関東会常設知的財産相談室運営要綱の一部改正 

    

   ＜その他＞ 

   ・細則第１号（役員選出規則）の一部改正 

   ・細則第９号（委員選任規則）の制定 

   ・支援事業基準の制定 

   ・選定基準の制定 

 

（２）対外活動 

1.関東支部対外支援活動は別紙の通り 
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  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 1,308件、電話 374件、文書ほか 3件（2018年 3月 22日現在） 

    ※予約管理システムより 1,005件の予約を受け付けた。また、セキュリティ対策の強化を行った。 

 

  Ｂ．無料知的財産相談会（多摩地域） 

・日 時：平成３０年４月１７日(火)14：00～16：00 

     平成３０年５月１６日(水)14：00～16：00 

     平成３０年６月２０日(水)14：00～16：00 

     平成３０年７月１７日(火)14：00～16：00 

     平成３０年８月２１日(火)14：00～16：00 

     平成３０年９月１８日(火)14：00～16：00 

     平成３０年１０月１０日(水)14：00～16：00 

     平成３０年１１月１３日(火)14：00～16：00 

     平成３０年１２月１８日(火)14：00～16：00 

     平成３１年１月１５日(火)14：00～16：00 

     平成３１年２月１９日(火)14：00～16：00 

     平成３１年３月１９日(火)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 

 

  Ｃ．BusiNest無料知的財産相談会 

・日 時：平成３０年４月２７日(金)14：00～16：00 

     平成３０年５月２５日(金)14：00～16：00 

     平成３０年６月２２日(金)14：00～16：00 

     平成３０年７月２７日(金)14：00～16：00 

     平成３０年８月２４日(金)14：00～16：00 

     平成３０年９月２８日(金)14：00～16：00 

     平成３０年１０月１１日(木)14：00～16：00 

     平成３０年１１月８日(木)14：00～16：00 

     平成３０年１２月１３日(木)14：00～16：00 

     平成３１年１月１０日(木)14：00～16：00 

     平成３１年２月１４日(木)14：00～16：00 

     平成３１年３月１４日(木)14：00～16：00 

・場 所：BusiNest内会議室（中小企業大学校東京校内） 

    ・件 数：１２ 件 

 

3.関東支部主催「知的財産セミナー2018」  

  ・開催回数：３２回 

  ・全参加者数：７０５名 

・内広め隊企画(相乗り・独自)：１４件（相乗り１２件、独自２件）※No.に○印 
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No. 開催日 タイトル 会場名 講師 人数 

1 H30.7.19 

「商標」からみた自社商品・サービスのネーミン

グの勘所 BusiNest 
深澤 潔 氏 

5 

無料相談会 東京委員会委員 

2 H30.9.14 

ライバルの特許公報から把握する 技術・特許

の動向 

船橋ベンチャー

プラザ 

八木田 智 氏 

26 
J-PlatPat の使い方 坂元 祥郎 氏 

他社の例から見る「出願する技術」「出願しない

技術」 
田久保 泰夫 氏 

無料相談会+座談会 千葉委員会委員 

3 H30.9.21 
ヒット商品を支える知財 日本政策金融

公庫立川支店 

下田 一弘 氏 
12 

無料相談会 東京委員会委員 

4 H30.9.25 
売れる！儲かる！！商標のコツ 埼玉県産業振

興公社 

川口 康 氏 
6 

ワークショップ 寺尾 康典 氏 

5 H30.10.2 

飲食ビジネスの「それマル！それダメ！」 

行列のできる人気店をつくるネーミング 

弁理士会館 

本間 裕美 氏 

関 誠之 氏 

8 

情報交換・交流会（軽食有り） 

中小企業・ベンチ

ャー支援委員会

委員 

6 H30.10.19 

クラウドファンディングと知財 

やまなしプラザ 

潮﨑 宗 氏 

14 
クラウドファンディングと FAAVOやまなしの取り

組み 
澤 伸恭 氏 

無料相談会+座談会 山梨委員会委員 

7 H30.10.25 

技術者のための特許の考え方 –発明を使える

特許とするために 

神奈川県立産

業技術総合研

究所 KISTEC 海

老名本部 

坂田 ゆかり 氏 

32 

無料相談会 
神奈川委員会委

員 

8 H30.10.26 
事業における知的財産とのつきあい方 新座市商工会

館 

中 大介 氏 
8 

座談会兼個別相談会 埼玉委員会委員 

9 H30.10.31 

意匠制度の基礎知識 

千葉市ビジネス

支援センター 

小林 克行 氏 

20 

モノの売上げ確保につながる！他人の意匠権

によって販売中止に追い込まれない注意力が

身につく！意匠のツボ 

若田 充史 氏 

無料相談会 千葉委員会委員 

10 H30.11.3 

商標を中心とした海外知的財産に関する具体

的事例や注意点及びＪＥＴＲＯの海外知的財産

支援援助策等 高崎商工会議

所 

井瀧 史洋 氏 

9 
中小企業が海外への特許出願を行う場合の注

意事項 
東野 博文 氏 

外国商標出願のＡＢＣ 前原 久美 氏 

11 H30.11.6 スカジャン 横須賀商工会 保科 敏夫 氏 26 
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横須賀海軍カレー 議所 鈴木 昇 氏 

横須賀野菜 高原 千鶴子 氏 

食品特許等 藤巻 正憲 氏 

無料相談会+座談会 
神奈川委員会委

員 

12 H30.11.7 

いいね！を蓄積して、広く知られるようになろう 

海老名商工会

館 

能條 佑敬 氏 

13 
データで見る海老名での商標活用状況 山本 一郎 氏 

無料相談会+座談会 
神奈川委員会委

員 

13 H30.11.12 

ＣＦ成功、事業成長企業の例と分析 

弁理士会館 

Ｒｅａｄｙ ｆｏｒ、Ａ-

port、Ｋｉｂｉｄａｎｇｏ

およびKａｎａｔｔａ講

師陣 

29 
ＣＦの先を見据えた事業計画、知財保護 

大野 修平 氏 

乙部 孝 氏 

交流会・無料相談会 

中小企業・ベンチ

ャー支援委員会

委員 

14 H30.11.19 

第一部 商標 ～ちょっとした一工夫～ 
古河商工会議

所 

寺尾 康典 氏 

9 第二部 商品形状・デザインと知的財産 山﨑 晃弘 氏 

無料相談会 茨城委員会委員 

15 H30.11.21 

企業経営と知的財産活動 

日本政策金融

公庫新宿支店 

黒瀬 泰之 氏 

59 

真似されて気付く、商標登録の重要性！ 林 篤史 氏 

日本公庫の資本性ローン～知財を活用した資

金調達～ 
大澤 雅志 氏 

無料相談会 東京委員会委員 

16 H30.11.22 

創業時におさえておきたい知的財産の基礎知

識 日野市 PlanT 
下村 和夫 氏 

10 

無料相談会 東京委員会委員 

17 H30.11.27 

知的財産権の概略説明 
石岡商工会議

所 

山﨑 晃弘 氏 

14 知的財産権の活用事例（商品、サービス） 丸林 啓介 氏 

無料相談会+座談会 茨城委員会委員 

18 H30.12.6 

ビジネスの外堀は知的財産である！～知財の

知識が事業を守る・助ける・高める～ 
日本政策金融

公庫 東京支店 

前田 健一 氏 
13 

無料相談会 東京委員会委員 

19 H30.12.13 

弁理士と仕事 

埼玉大学 

川口 康 氏 

8 大学と知的財産 
松岡 浩司 氏 

石井 良和 氏 

座談会・無料相談会 埼玉委員会委員 

20 H30.12.20 

ビジネスモデル特許の概要 

ザ・クレストホテ

ル柏 

砂川 惠一 氏 

23 
ビジネスモデル特許を含めたソフトウェア特許

の取得について 
山川 啓 氏 

無料相談会 千葉委員会委員 
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21 H31.1.24 

自社を守った社長が伝える知財の必要性 
ホテルマイステ

イズ宇都宮 

郡司 公生 氏 

23 弁理士による第 1 部の事例解説 上吉原 宏 氏 

無料相談会+座談会 栃木委員会委員 

22 H31.1.31 
ニュースから紐解く商標法 文京区民センタ

ー 

香原 修也 氏 
77 

交流会（無料相談会） 東京委員会委員 

23 H31.2.1 

特許基礎知識 特にクラウドファンディングを利

用する際の知的財産面での留意点 町田新産業創

造センター 

本谷 孝夫 氏 

14 
創業・クラウドファンディング体験談 大門 みづき 氏 

無料相談会+座談会 東京委員会委員 

24 H31.2.4 

弁理士が伝えたい共同開発とこれに伴うリスク 

弁理士会館 

松本 公一 氏 

22 

弁理士集団が生で答える公開知財相談室 

柏野 聡彦 氏 

池田 清志 氏 

寺尾 康典 氏 

矢上 礼宣 氏 

松本 公一 氏 

無料相談会 

中小企業・ベンチ

ャー支援委員会

委員 

25 H31.2.8 

「HP・ブログ・SNS」○○を知らない人は損をす

る 

弁理士会館 

須藤 修三 氏 

25 

情報交換・交流会（軽食有り） 

中小企業・ベンチ

ャー支援委員会

委員 

26 H31.2.14 

意匠制度の概要、ビジネスにつなげる制度の

活用（攻めと守り）」 栃木県庁 
亀崎 伸宏 氏 

42 

無料相談会 栃木委員会委員 

27 H31.2.15 
税関における知的財産侵害物品の水際取締り

の概要について 
談露館 

中村 浩 総括知

的財産調査官(知

的財産センター

長)、林 昌和 知

的財産調査官 

8 

28 H31.2.20 

商標の世界戦略 
東京ビッグサイ

ト 

高梨 範夫 氏 40 

地域ブランドと地名表示～海外での保護と不正

使用への対応～ 
高原 千鶴子 氏 32 

29 H31.2.21 

中小企業のための海外侵害対策 

弁理士会館 

日本貿易振興機

構知的財産・イノ

ベーション部 知

的財産課 

16 
事例から学ぼう！商標先取り出願への対応と

助成金の活用 
前原 久美 氏 

海外展開における特許戦略の１０大ミスを実例

から見る 
木村 晋朗 氏 

無料相談会 海外支援委員会
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委員 

30 H31.2.22 

知的財産のリスク・活用方法について 

町田市庁舎 

上田 精一 氏 

14 制度をフル活用したブランド化のススメ 関山 秀樹 氏 

無料相談会 東京委員会委員 

31 H31.3.6 

BMM を用いた事業計画策定 

弁理士会館 

大野 修平 氏 

23 

評価される知的財産にするために 
宮崎 悟 氏 

緒方 禎浩 氏 

交流会・無料相談会 

中小企業・ベンチ

ャー支援委員会

委員 

32 H31.3.6 

大学等との共同研究とは何か 

千葉中央ツイン

ビル２号館 

黒田 義博 氏 

25 
共同研究における留意すべき諸問題と解決に

ついて 
高橋 昌義 氏 

無料相談会 千葉委員会委員 

 

 4.広報活動 

(1)ノベルティグッズの製作（広報委員会） 

・歩数計 5,000個 

(2)関東会案内の製作 （広報委員会） 

 ・事業案内リーフレット 2,000部 

 ・３つ折り案内 10,000部 

(3)知財授業配布用の製作（知財教育支援委員会） 

 ・子供向け小冊子 6,000部 

 ・ノベルティ（水平開きノート）1,500冊、(動物クリップペン)1,300個 

(4)常設知的財産相談室の広報（相談室運営委員会） 

 ・リスティング広告の実施 

(5)関東支部だよりの配信（広報委員会） 

    ・第 98号～第 107号 10通 

   (6)関東支部ホームページ、会員専用ページ 

    ・スマートフォン対応ページ制作 

 

 5.知財授業新コンテンツ制作（知財教育員会） 

   ・漫画「パン職人レオ君奮闘記」の PowerPointスライド化 

 

 6.記念事業 

   ・「弁理士の日記念イベント 2018」の開催（弁理士の日記念 WG） 

    日 時：平成３０年７月１日（日）10：00～17：00 

    場 所：ニッケコルトンプラザ ２階タワーコート 

    テーマ：ひらめきを育てる 弁理士の日記念イベント 2018 

    参加人数：約 1,240人 

   ※「東京 2020応援プログラム」として開催 

  



14 

 

 7.賀詞交歓会 

   ＜神奈川県＞ 

    日 時：平成３１年１月９日（水）18：00～20：00 

    場 所：崎陽軒ビル５階宴会場 

    参加人数：50人 

 

   ＜栃木＞ 

    日 時：平成３１年１月１８日（金）18：00～20：00 

    場 所：ホテルマイステイズ宇都宮「ルシール A」 

    参加人数：24人 

   ＜千葉県＞ 

    日 時：平成３１年１月２３日（水）18：00～20：00 

    場 所：京成ホテルミラマーレ「オーキッド」 

    参加人数：54人 

   ＜茨城県＞ 

    日 時：平成３１年２月１日（金）18：00～20：00 

   場 所：水戸京成ホテル４階「若竹・若草」 

   参加人数：23人 

 

8.各都県の地域窓口責任者 

東京都 原田 正純 

神奈川県 穂坂 道子 

千葉県 高橋 昌義 

埼玉県 亀崎 伸宏 

茨城県 山﨑 晃弘 

群馬県 岡田 義敬 

栃木県 押久保 政彦 

山梨県 望月 義時 

 

9.他士業・他団体等との連携 

 ・東京１０士業（東京） 

    暮らしと事業のよろず相談会 

・災害復興まちづくり支援機構（東京） 

復興まちづくりシンポジウム 

 ・埼玉友好士業協議会（埼玉） 

    暮らしと事業のよろず相談会 

 ・スクラム相談運営協議会(埼玉) 加入 

    市民と専門士業の『スクラム相談所』 

 ・横浜市「IoTオープンイノベーショントナーズ（I・TOP横浜）」（神奈川） 

・神奈川県立川崎図書館（神奈川） 

    企業関係者と弁理士の知財研究会(８回) 

 ・山梨県十士会（山梨） 

    十士会合同相談会 

 ・千葉県災害対策士業等連絡協議会 
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（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」を更新した。 

・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」を更新した。 

・（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。 

 ・神奈川県と「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「覚書」を

締結した。 

 ・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「覚書」を再

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（H30.11.7）。 


