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関東会（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日） 

 

１．関東会役員（５０音順） 

【会 長】 鈴木 一永（東京都） 

【副会長】 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）   塩野谷 英城（埼玉県） 

杉岡 真紀（埼玉県）   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（神奈川県）  丸山 幸雄（東京都）   望月 義時（山梨県） 

八木田 智（千葉県）   山﨑 晃弘（茨城県）   山田 武史（東京都） 

吉村 俊一（東京都）   渡邉 泰帥（東京都） 

※塩野谷 英城副会長、田中 秀喆副会長、吉村 俊一副会長は会長代理 

※山田武史副会長は、R1.6.17 から選任 

【幹 事】 青谷 一雄（東京都）   市野 要助（千葉県）   伊藤 夏香（東京都） 

植田 晋一（東京都）   尾関 眞里子（東京都）  折居 章（東京都） 

金森 寛（東京都）    神田 正義（東京都）   剱物 英貴（東京都） 

小池 成（東京都）    鈴木 伸（神奈川県）   高橋 俊一（東京都） 

高橋 昌義（千葉県）   高橋 洋平（千葉県）   高原 千鶴子（神奈川県） 

田中 正男（山梨県）   堤 裕一朗（東京都）   中山 健一（東京都） 

引地 進（東京都）    平川 明（東京都）    松橋 純裕（東京都） 

【監査役】 大橋 邦彦（東京都）   尾崎 光三（神奈川県）  久保 司（東京都） 

      舟橋 榮子（東京都） 

   

２．関東会総会 

（１）定期総会 

  【日時等】令和元年６月１７日（月）13:00～ 場所．弁理士会館３階 ３－ＡＢ会議室 

  【議 案】第１号議案 平成３０年度事業報告の詳細事項の承認を求める件  ［原案どおり可決］ 

第２号議案 平成３０年度決算の詳細事項の承認を求める件      ［原案どおり可決］ 

第３号議案 令和元年度事業計画の承認を求める件              ［原案どおり可決］ 

第４号議案 令和元年度予算の詳細事項の承認を求める件    ［原案どおり可決］ 

第５号議案 令和元年度関東会役員追加選任の件        ［原案どおり可決］ 

 

（２）第１回臨時総会 

  【日時等】令和元年１２月２３日（月）16:00～ 場所．弁理士会館３階 ３－ＤＥ会議室 

  【議 案】第１号議案 令和２年度関東会役員選任の件 ［原案どおり可決］ 

 

３．会議･会合等と開催数 

名 称 回 数 

関東会役員会  １２回 

平成３０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 
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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   ３回 

相談室運営委員会   ９回 

企画及びサービス委員会  １０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 

東京委員会 １０回 

神奈川委員会  １１回 

千葉委員会  １１回 

埼玉委員会  １１回 

茨城委員会   ９回 

群馬委員会   ５回 

栃木委員会   ６回 

山梨委員会   ６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  １０回 

総務ＷＧ １２回 

情報交換会   ７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。 

 

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 R1.7.5 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 
156 

弁理士会館 

2 R1.7.5 新しいタイプの商標の審査について 網谷 麻里子 氏 

守屋 友宏 氏 
92 

ＴＫＰ大宮ビジ

ネスセンター 

3 R1.7.29 ２時間で学ぶ欧州特許実務とドイツ特許実務

との相違点 

長谷川 寛 氏 
130 

弁理士会館 

4 R1.7.31 特許出願業務に関連して知っておきたい契約

実務 

柳下 彰彦 氏 
70 

船橋グランドホ

テル 

5 R1.9.4 著作権実務者養成講座 第１回「著作物性」 野口 明生 氏 32 弁理士会館 

6 R1.9.6 ２時間で振り返る米国特許の基礎知識と実務 飯塚 健 氏 

37 

オークラフロン

ティアホテルつ

くば 

7 R1.9.6 商標から見る千葉県内の企業や特産品の実例

～千葉県内の商標登録の実例からより良い商

標登録を検討する～ 

松本 龍太郎 氏 

46 

浦安ブライトン

ホテル 
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8 R1.9.11 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 
28 

弁理士会館 

9 R1.9.18 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 
28 

弁理士会館 

10 R1.9.28 知財訴訟をとりまく最近の傾向とその対策 小林 幸夫 氏 
34 

高崎ワシントン

ホテルプラザ 

11 R1.10.2 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 
28 

弁理士会館 

12 R1.10.4 海外意匠実務の肝：お客様からのイキナリ質問

に備えるために 

中村 知公 氏 
155 

弁理士会館 

13 R1.10.9 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 
27 

弁理士会館 

14 R1.10.10 令和元年版：弁理士のための知財契約書作成・

チェック入門―弁理士としてどういう点に注

意して作成・チェック・助言するべきか― 

小林 幸夫 氏 

77 

弁理士会館 

15 R1.10.11 先使用権の理論と実践 辻本 恵太 氏 
72 

大宮ソニックシ

ティビル 

16 R1.10.18 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 

(マシュー スミ

ス) 氏 

武田 恵枝 氏 

158 

弁理士会館 

17 R1.10.24 地域と中小企業を支援する弁理士の新たな取

り組み 

酒井 俊之 氏 
15 

ホテルグリーン

コア土浦 

18 R1.10.29 令和元年版：弁理士のための知財契約書作成・

チェック入門―弁理士としてどういう点に注

意して作成・チェック・助言するべきか― 

小林 幸夫 氏 

74 

弁理士会館 

19 R1.11.1 特許法上の発明とは何か  －ソフトウェア

（ＡＩを含む）関連、ビジネス関連発明を中心

として－ 

牛久 健司 氏 

20 

ホテル談露館 

20 R1.11.1 化学・バイオ分野の進歩性判断 細田 芳徳 氏 
160 

弁理士会館 

21 R1.11.5 第三者の立場の台湾から見た 日本から中国へ

の知財対応 

陳 昭明 氏 
54 

ＴＫＰガーデン

シティ横浜 

22 R1.11.8 中国商標出願の実務～出願前の検討事項から

審判まで 

王 丹丹 氏 

伊藤 貴子 氏 
149 

弁理士会館 

23 R1.11.12 初等中等教育機関における知財教育授業の進

め方 

木村 友久 氏 
41 

弁理士会館 

24 R1.11.13 AI/IoT 技術における権利化のポイントとクレ

ームドラフティング 

河野 英仁 氏 
158 

弁理士会館 

25 R1.11.14 千葉県内の中小企業支援施策とその活用 上原 健 氏     

池田 恵 氏 
 30 

船橋グランドホ

テル 

26 R1.11.15 知財紛争の相談と裁判期日の実務 高見 憲 氏 159 弁理士会館 

27 R1.11.20 スタートアップと関わりたい弁理士へ：大討論

会 

川端 兆隆 氏 

押谷 昌宗 氏 
50 

弁理士会館 
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28 R1.11.21 三位一体による特許情報の戦略的活用につい

て 

鶴見 隆 氏 
123 

弁理士会館 

29 R1.11.25 技術情報を不正競争防止法の営業秘密とした

民事訴訟における裁判所の種々の判断－裁判

所における技術情報の営業秘密性判断と他社

へ営業秘密を開示する場合の留意点－ 

石本 貴幸 氏 

113 

弁理士会館 

30 R1.12.3 海外支援のために弁理士として知っておくべ

きこと 

大平 恵美 氏 

北畠 健二 氏 

大石 裕司 氏 

35 

弁理士会館 

31 R1.12.3 弁理士業務（知財関連業務）に影響する、民法

（債権関係）改正 

鈴木 一徳  氏 
70 

神奈川県弁護士

会館 

32 R1.12.6 標準化活用を通じた中小・中堅企業のパートナ

ーへのソリューション提案のヒント 

押久保 政彦 氏 
14 

TKPガーデンシテ

ィ宇都宮 

33 R1.12.13 初級者向け知財相談に関する研修会（第２部） 浅見 浩二 氏 

森田 義則 氏 

林 昌弘 氏 

16 

弁理士会館 

34 R1.12.25 特許権侵害に対する損害賠償額の算定～2019

年特許法改正と二酸化炭素含有粘性組成物事

件知財高裁大合議判決～ 

田村 善之 氏 

136 

弁理士会館 

35 R2.1.17 各国の進歩性 山内 博明 氏 

宋 承弼 氏 

王 文安 氏 

聶 寧楽 氏 

大坂 雅浩 氏 

菅沼 亜蘭 氏 

72 

TKP大宮ビジネス

センター 

36 R2.1.18 著作権実務者養成講座 第１回「著作物性 －

上級編 －」 

齋藤 康 氏 

29 

TKP 虎ノ門駅前カ

ンファレンスセン

ター 

37 R2.1.24 日本の意匠法改正と国際的な意匠保護の流れ 青木 博通 氏 21 ホテル談露館 

38 R2.1.27 欧州主要国における訴訟手続きの概要とドイ

ツ裁判所における権利解釈の原則 

長谷川 寛 氏 
33 

弁理士会館 

39 R2.2.1 著作権実務者養成講座 第２回「侵害判断 －

上級編 －」 

山本 泰和 氏 

27 

TKP 虎ノ門駅前カ

ンファレンスセン

ター 

40 R2.2.5 いま、なぜ医療機器産業か？～弁理士ができる

こと／弁理士に期待されること～ 

柏野 聡彦 氏 

矢上 礼宣 氏 
88 

弁理士会館 

41 R2.2.10 中国専利関連の法律法規に関する最近のトピ

ックスとその留意点について 

龔敏（Gong Min） 

氏 
68 

弁理士会館 

42 R2.2.12 中小企業・ベンチャー支援委員会 オープン・フ

ォーラム」 

渡邉 泰帥 氏 

山田 龍也 氏 

潮崎 宗 氏 

安高 史朗 氏 

矢上 礼宣 氏 

大平 恵美 氏 

66 

弁理士会館 
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43 R2.2.12 日本公認会計士協会東京会・同神奈川県会・日

本弁理士会関東会主催「知的財産関連業務に関

する合同研修会」 

中島 真志 氏 

室谷 剛志 氏 

橋本 公秀 氏 

荒井 大幸 氏 

松本 浩一郎 氏 

沖久 禎 氏 

林 總 氏 

128 

公認会計士会館 

44 R2.2.12 企業内弁理士は強い特許網の構築にどう貢献

できるか 

加藤 実 氏 
174 

弁理士会館 

45 R2.2.15 著作権実務者養成講座 第３回「著作権契約 

－上級編 －」 

伊藤 真 氏 

26 

TKP 虎ノ門駅前カ

ンファレンスセン

ター 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2月 25日以降の研修は開催中止となった。 

 

 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：１１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：令和元年６月１８日（火）16：30～17：20 

 

 4.「初級者向け知財相談に関する研修会（第１部）」（相談室運営委員会） 

・日  時：令和元年１２月１３日（金）13：30～15：00 

・テ ー マ：知財相談・コンサルなど「初対面の相手に関わるヒント」を見つける研修 

・講  師：即興遊戯者 渡 猛 氏、KAZOO 代表 八田 雅也 氏 

 

 5.教育支援者担当者会議への参加（知財教育委員会） 

  ・日  時：令和元年１２月２０日（金）15：00～17：00 

  ・場  所：日本弁理士会 関西会会議室 

  ・出 席 者：吉村 俊一 氏、杉岡 真紀 氏、高橋 友和 氏 

 

6.「新人歓迎会」の開催（企画及びサービス委員会） 

・日  時：令和元年７月１２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：令和時代の弁理士像 

・講  師：鈴木 一永氏、田辺 恵 氏、吉岡拓之氏、藤田貴男氏、高坂晶子氏  

・参加人数：１７名 

＜パーティー＞ 18:30～20:30 

 ・参加人数：９５名 

 

  7.「集う会」の開催（企画及びサービス委員会） 

   ＜第２７回集う会、外国出願時の留意事項＞ 

・日  時：令和元年８月２３日（金）18：30～21：00 

 ・場  所：弁理士会館２階 会議室 
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・提 言 者：小西 恵 氏、中村 祥二氏 

・参加人数：２７名 

 

＜第２８回集う会、弁理士がこれから生き抜くために＞ 

・日  時：令和元年１２月９日（月）18：30～21：00 

・場  所：ＴＫＰ大宮駅西口カンファレンスセンター カンファレンスルーム６Ｂ 

・提 言 者：杉原 鉄郎 氏、村瀬 謙治 氏、中 大介 氏 

・参加人数：１６名 

 

8.「クラウドファンディング業者へのヒアリング」の実施（中小企業・ベンチャー支援委員会） 

 ・業者数：６社 

 ・ヒアリング内容：普段業務の提供における知財の問題点など 

 

9.「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：１４社 

 

  10.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：令和２年２月１２日(水)13：30～17：05 

・幹 事 会：日本公認会計士協会東京会 

・会  場：公認会計士会館 地下１階「ホール１」 

・参加人数：１２８名（弁理士４２名、公認会計士８６名） 

 

11.地域会サミットへの参加（鈴木会長、吉村副会長） 

・日  時：令和元年１１月８日（金）9：30～15：15 

・場  所：弁理士会館 ３階 

   ・議  題：1.弁理士絆プロジェクト 

  2.広報戦略と地域会の広報 

         3.最新の特許庁の動き及び知財総合支援窓口の活動状況について 

4.その他 

 12.語る会の開催 

   (1)正副会長と関東会役員との語る会 

   ・日  時：令和元年５月１４日（火）15：00～17：00 

   ・場  所：弁理士会館 ２ＡＢ会議室 

   ・議  題：1.本会と関東会での事業の棲み分け(分担)について 

      2.関東会が行う出張授業の講師料の扱いについて 

         3.弁理士紹介制度について 

         4.関東会役員人事への協力依頼について 

         5.町田市との連携協定について 

 

   (2)次年度正副会長と関東会の語る会 

   ・日  時：令和２年３月４日（水）16：00～17：30 

   ・場  所：弁理士会館 ２ＡＢ会議室 

   ・議  題：1.絆プロジェクトに関する本会次年度事業方針と関東会での取り組み事項 
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2.地域会の予備的予算 

3.本会および地域会同士の連携 

4.委員会の棚卸のルールについて 

5.弁理士の日のイベントについて 

6.中小企業の知財訴訟費用保険について 

7.その他 

 

 13.神奈川弁護士会との合同研修会「弁理士業務（知財関連業務）に影響する、民法（債権関係）改正」の

開催（神奈川委員会） 

・日  時：令和元年１２月３日（火）15：00～17：10 

・場  所：神奈川県弁護士会館 5階会議室 

・参加人数：７０名（弁護士３名、弁理士６７名） 

 

14.委員会委員の選任及び辞任 

(1) 委員会委員選任 

・任 期：平成３１年４月５日から令和２年３月３１日まで 

・人 数：４４８名 

(2) 弁理士の日記念イベントＷＧ運営委員選任 

・任 期：令和元年１１月１９日から令和２年９月３０日まで 

・人 数：２１名（運営委員追加選任４名を含む） 

(3) 新規登録会員に向けた委員会委員の追加公募に伴う追加選任 

・対  象：平成２８年６月～令和元年５月に弁理士登録した関東会会員（７７３名） 

・周知期間：令和元年６月２０日から７月３１日まで 

・応募人数：７名 

(4) 委員追加選任及び委員辞任 

・委員追加選任：１０名（新規登録会員７名を含む） 

・委 員 辞 任：５名 

(5) 令和２年度委員会委員公募 

・周知期間：令和２年１月２３日から１月３１日まで 

・応募人数：９７名 

 

15.常設相談室相談員 

 ・公募期間：平成３１年１月１０日～平成３１年１月２４日 

 ・相談員数：２４９名(新規応募者２６名を含む)（令和２年３月２６日現在） 

 

16.システム関連 

 ・常設知的財産相談室(予約管理～相談記録管理)システム 一部改修 

 ・支援事業管理システム 一部改修 

 

（２）対外活動 

1.関東会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 1052件、電話 309件、文書ほか 0件（2020年 3 月 24日現在） 

    ※弁理士会館１階の改修工事のため、令和２年１月８日～３月３１日は以下のように実施。 

    ・日 時：月～金曜日 10:00～12:00、14:00～16:00（会議室の空き状況に応じて開催） 

    ・場 所：弁理士会館会議室 

 

  Ｂ．無料知的財産相談会（多摩地域）【立川会場】 

・日 時：平成３１年 ４月１６日(火)14：00～16：00 

     令和 元年 ５月２０日(月)14：00～16：00 

     令和 元年 ６月１７日(月)14：00～16：00 

     令和 元年 ７月１６日(火)14：00～16：00 

     令和 元年 ８月２０日(火)14：00～16：00 

     令和 元年 ９月１７日(火)14：00～16：00 

     令和 元年１０月１５日(火)14：00～16：00 

     令和 元年１１月２１日(木)14：00～16：00 

     令和 元年１２月１６日(月)14：00～16：00 

     令和 ２年 １月２０日(月)14：00～16：00 

     令和 ２年 ２月１８日(火)14：00～16：00 

     ※３月は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

・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【東大和会場】 

・日 時：平成３１年 ４月２６日(金)14：00～16：00 

     令和 元年 ５月２４日(金)14：00～16：00 

     令和 元年 ６月２８日(金)14：00～16：00 

     令和 元年 ７月２６日(金)14：00～16：00 

     令和 元年 ８月２３日(金)14：00～16：00 

     令和 元年 ９月２７日(金)14：00～16：00 

     令和 元年１０月２５日(金)14：00～16：00 

     令和 元年１１月２２日(金)14：00～16：00 

     令和 元年１２月２７日(金)14：00～16：00 

     令和 ２年 １月２４日(金)14：00～16：00 

     令和 ２年 ２月２８日(金)14：00～16：00 

     令和 ２年 ３月２７日(金)14：00～16：00 

・場 所：BusiNest内会議室（中小企業大学校東京校内） 

    ・件 数：１１ 件 

 

  Ｄ．知財無料相談室【町田会場】 

・日 時：令和 元年 ６月１３日(木)13：00～16：00 

     令和 元年 ７月１１日(木)13：00～16：00 
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     令和 元年 ８月 ８日(木)13：00～16：00 

     令和 元年 ９月１２日(木)13：00～16：00 

     令和 元年１０月１０日(木)13：00～16：00 

     令和 元年１１月１４日(木)13：00～16：00 

     令和 元年１２月１２日(木)13：00～16：00 

     令和 ２年 １月 ９日(木)13：00～16：00 

     令和 ２年 ２月１３日(木)13：00～16：00 

     令和 ２年 ３月１２日(木)13：00～16：00 

・場 所：町田新産業創造センター 

    ・件 数：１２ 件 

 

3.関東会主催「知的財産セミナー2019」 

  ・開催回数：２６回 

  ・全参加者数：５７０名 

 

No. 開催日 タイトル 会場名 講師 
人

数 

1 R1.8.2 

知財を活用した事業展開 

日本政策金融

公庫立川支店 

深澤 潔 氏 

17 
無料相談会 

東京委員会委

員、A-Port及び

日本政策金融公

庫公庫職員 

2 R1.9.5 

思いをビジネスにする時、ゼッタイ必要な知

財の基礎知識 
ビジネストセミ

ナールーム 

山口 幸久 氏 
4 

無料相談会 東京委員会委員 

3 R1.9.10 

画像デザインの保護に関する勘所 
千葉市ビジネス

支援センター 

角田 朗 氏 

19 画像デザインの保護の実例解説 高橋 洋平 氏 

無料相談会 千葉委員会委員 

4 R1.9.20 

商標制度の基本 
ベンチャープラ

ザ船橋 

砂川 恵一 氏 

25 商標の外国出願制度の概要 伊藤 信和 氏 

無料相談会＋座談会 千葉委員会委員 

5 R1.9.24 

事業者のための知的財産 
下館商工会議

所 

金山 義信 氏 

17 即効・良く効く知的財産のツボ 丸林 啓介  氏 

無料相談会 茨城委員会委員 

6 R1.9.30 

ビジネスに役立つ知的財産～特許編～ 

新都心ビジネス

交流プラザ 

漆山 誠一 氏 

11 
ワークショップ「やってみよう！発明って簡

単だ！」 
相川 俊彦 氏 

無料相談会 埼玉委員会委員 

7 R1.10.10 

特許で儲ける、稼ぐ、利益 UP ！そのための

知財の知識 

PlanT 多摩平

の森産業連携

センター 

相原 礼路 氏 
15 

無料相談会 東京委員会委員 

8 R1.10.25 
ビジネスに直ぐに役立つ著作権のお話 町田新産業創

造センター 

下田 一弘 氏 
12 

無料相談会＋座談会 東京委員会委員 
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9 R1.10.29 

クラウドファンディング＆知財～４つの問題

とともに～ 

弁理士会館 

緒方 禎浩 

氏、他 4名 

32 

無料相談会＋座談会 

中小企業・ベン

チャー支援委員

会委員 

10 R1.10.31 

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 

10 
弁理士集団が生で答える公開知財相談室 

柏野 聡彦 氏 

矢上 礼宣 氏 

寺尾 康典 氏 

松本 公一 氏 

堀 宏光 氏 

無料相談会 

中小企業・ベン

チャー支援委員

会委員 

11 R1.11.1 

「その発明、もったいない！！～明細書作成

にあたっての弁理士活用のポイント～」 

地方独立行政

法人神奈川県

産業技術総合

研究所 

坂田 ゆかり 

氏 
29 

無料相談会 
神奈川委員会委

員 

12 R1.11.1 
中小企業における補助金活用について 

ホテル談露館 
西川 岳 氏 

15 
無料相談会＋座談会 山梨委員会委員 

13 R1.11.1 

特許庁・弁理士会関東会 スタートアップと

知財の出会い 

Hoopslinktokyo 

桑名 直樹 氏 

三浦 康司 氏 

鈴木 咲紀子 氏 

進士 千尋 氏 

安高 史朗 氏 

木本 大介 氏 

竹本 如洋 氏 

押谷 昌宗 氏 

60 

無料相談会 

中小企業・ベン

チャー支援委員

会委員 

14 R1.11.12 

海外進出前に知っておきたい商標の基礎実務 
前橋商工会議

所 

羽鳥 慎也 氏 

19 海外商標の注意点・ＪＥＴＲＯの海外支援援

助策について 
井瀧 史洋 氏 

15 R1.11.26 

事業を守るための特許制度の活用 

日本政策金融

公庫新宿支店 

久保 雅裕 氏 

43 

知らないと怖い「商標」の落とし穴、教えま

す。 

高原 千鶴子 

氏 

日本公庫の資本性ローン～知財を活用した資

金調達～ 
千田 正志 氏 

無料相談会 東京委員会委員 

16 R1.12.4 

中小企業の経営者必見！！ 

６０分でまるわかり「売れる商品の仕組み」 弁理士会館 
成瀬 源一 氏 

8 

無料相談会＋座談会 中小企業・ベン
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チャー支援委員

会委員 

17 R1.12.13 
ビジネスに役立つ知的財産権 越谷商工会議

所 

桂田 健志 氏 
3 

無料相談会 埼玉委員会委員 

18 R1.12.16 

共同研究から共同出願までの契約のポイント 
クロス・ウェーブ

幕張 

八木田 智 氏 

18 ライセンス契約締結の際の留意点 黒田 義博 氏 

無料相談会 千葉委員会委員 

19 R2.1.17 

なぜ知的財産を保護すべきなのか 

ホテルマイステ

イズ宇都宮 

竹井 啓 氏 

11 
それは特許権で保護すべき発明かもしれませ

ん！ 

山田 由美子 

氏 

意匠・商標制度の概要 栢原 崇行 氏 

20 R2.1.24 
理にかなったブランディングとは? 

ホテル談露館 
家安 香 氏 

32 
無料相談会 山梨委員会委員 

21 R2.1.28 
事例から考える、事業のための知財活用 文京区民センタ

ー 

阿部 伸一 氏 
48 

無料相談会＋座談会 東京委員会委員 

22 R2.1.29 

プロが伝授する顧客の心に響くパッケージと

ネーミング 

弁理士会館 

篠塚 正典 氏 

山田 龍也 氏 

29 

無料相談会＋座談会 

中小企業・ベン

チャー支援委員

会委員 

23 R2.1.31 

独自技術を用いた「名前入りカレンダー」に

より、全国からの受注が可能に!! 

平塚商工会議

所 

石川 史朗 氏 

41 

アンテナ技術の変遷と当社の事業展開につい

て 
金井 隆夫 氏 

弁理士の役割について 山本 一郎 氏 

「AIは弁理士の仕事を奪うのか？」について 薮田 豊 氏 

中小企業での発明の活用法について 乙部 孝 氏 

24 R2.2.14 

OEM における知財活動 神奈川県立川

崎図書館カンフ

ァレンスルーム 

佐々木 友 氏 

23 
中小企業で知財をイカス 岩崎 孝治 氏 

25 R2.2.19 
産学連携における知的財産の保護の勘所 千葉市ビジネス

支援センター 

田久保 泰夫 氏 
19 

産学連携における知的財産の保護の実例解説 高橋 昌義 氏 

26 R2.2.19 

企業を元気にする意匠・商標の活用方法 

町田新産業創

造センター1階 

峯 唯夫 氏 

10 取り方で大きな差がつく！守りと攻めの意匠・商

標 

福原 正之 氏 

町田市経済観光

部産業政策課 

※No.22（R2.1.29）知的財産セミナーのダイジェスト動画を作成 

 

 4.広報活動 

(1)ノベルティグッズの発注（広報委員会） 

・保冷剤 5,000個 ※新型コロナウイルス感染拡大の影響で納品は令和 2年度 

(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 
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(3)バナースタンドの作成（広報委員会） 

 ・無料相談会案内 2台 

(4)法被の作成（広報委員会） 

 ・30着 

(5)不織布バッグの発注（広報委員会） 

 ・3,636枚 ※新型コロナウイルス感染拡大の影響で納品は令和 2年度 

(6)知財授業配布用ノベルティグッズの製作（知財教育支援委員会） 

 ・水平開きノート 5,000冊 

(7)関東会だよりの配信（広報委員会） 

    ・第 1号～第 11号 11通 

   (8)関東会ホームページ（広報委員会） 

    ・派遣報告書掲載の廃止 

   (9)知的財産ナレッジサイトの立ち上げ 

    ・知的財産セミナーの広報を目的とした、記事掲載サイトを設置  記事 22本掲載 

 

 5.知財授業新コンテンツ制作（知財教育員会） 

   ・小学生～中学生向け PowerPointスライド「商標って何？」 

 

 6.記念事業 

   ・「弁理士の日記念イベント 2019」の開催（弁理士の日記念 WG） 

    日 時：令和元年７月２１日（日）10：00～17：00 

    場 所：クイーンズスクエア横浜 １階 クイーンズサークル 

    テーマ：スポーツと知財 

    参加人数：約 2,622人 

 

 7. 町田市との協定書締結を記念したキックオフシンポジウムの開催（東京委員会） 

     日 時：令和元年１０月８日 (火)17：30～20：30 

場 所：町田市文化交流センター 

名 称：明日から使える中小企業の知財戦略～「下町ロケット」と市内外の事例から学ぶ！～ 

参加人数： 65名 

＜基調講演＞ テーマ：中小企業の成長に必要な知財戦略  

講演者：弁護士・弁理士 鮫島 正洋 氏 

＜パネルディスカッション＞テーマ：中小企業が明日から実践できる知財活用の具体手法  

コーディネーター：弁護士・弁理士 鮫島 正洋 氏 

パネラー：①玉川大学工学部教授 大久保 英敏 氏 

     ②町田市内企業 株式会社アジラ 代表取締役社長兼 CEO 木村 大介 氏 

③公益財団法人川崎市産業振興財団 西谷 亨 氏 

     ④日本弁理士会関東会会長 鈴木 一永 

＜交流会＞ 登壇者、弁理士、シンポジウム参加者が参加の交流会 ※飲食あり 

 

8.巣鴨信用金庫の職員向け研修会の開催（中小企業・ベンチャー支援委員会） 

  ・巣鴨信用金庫職員研修会「信金業務と知的財産」 

   ・日 時：令和元年１０月１０日（木）16：00～17：00 

・会 場：巣鴨信用金庫 すがも事業創造センター（S-biz） 地下１階研修会場 
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・参加人数：巣鴨信用金庫職員 29名（支店法人担当職員、すがも事業創造センター職員） 

 

 9.本郷展示会への参加（中小企業・ベンチャー支援委員会） 

   ・名 称：本郷展示商談会・交流会（福井県） 

日 時：令和元年１１月７日（木）13:00～17:30 

場 所：医科器械会館（東京都文京区本郷 3-39-15） 

主 催：福井県、福井しあわせ健康産業協議会連携事業 

   ・名 称：本郷展示商談会・交流会（熊本県） 

日 時：令和元年１２月１３日（金）13:00～17:30 

場 所：医科器械会館（東京都文京区本郷 3-39-15） 

主 催：くまもと医工連携推進ネットワーク、大分県医療ロボット・機器産業協議会、宮崎県北部

医療関連産業振興等協議会 

 

 10.「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：関東会ＨＰ 

 ・掲載コンテンツ数：３件 

 

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 

・社長向け：知財戦略、営業秘密、ＮＤＡ等に関し網羅的内容をカバーする動画６本 

 営業向け：失敗事例を元に営業担当者が知っておくべき留意点を解説する動画３本 

 

 12.東京弁護士会との合同セミナー「中小企業の海外事業と知財リスク ―模擬事例を用いて、弁護士およ

び弁理士の視点から―」の開催（東京委員会） 

・日  時：令和２年２月１９日（水）13：50～16：30 

・会  場：31Builedge_YAESU 会議室 D+E 

・講師／運営：１６名（弁理士 7名、弁護士 9名）  

・参加人数：３０名 

 

 13.賀詞交歓会 

   ＜神奈川県＞ 

    日 時：令和２年１月８日（水）18：00～20：00 

    場 所：崎陽軒ビル５階宴会場「マンダリン」 

    参加人数：50人 

   ＜栃木県＞ 

    日 時：令和２年１月１７日（金）17：00～19：00 

    場 所：ホテルマイステイズ宇都宮 ９階「ルシール」 

    参加人数：27人 

   ＜埼玉県＞ 

    日 時：令和２年１月１７日（金）18：00～20：00 

    場 所：大宮サンパレス ５階「ダイアリー」 

    参加人数：37人 

＜千葉県＞ 

    日 時：令和２年１月２２日（水）18：30～20：30 
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    場 所：京成ホテルミラマーレ「オーキッド」 

    参加人数：54人 

 ＜群馬県＞ 

    日 時：令和２年１月３１日（金）17：00～19：00 

    場 所：高崎ワシントンホテルプラザ１１階会議室「若葉の間」 

    参加人数：24人 

   ＜茨城県＞ 

    日 時：令和２年２月７日（金）18：30～20：30 

   場 所：水戸京成ホテル４階「若竹・若草」 

   参加人数：25人 

 

14.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 八木田 智 

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 

 

15.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 

  ・知財総合支援窓口(東京都)支援機関連携会議 

 ・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)  

    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） 

    知的財産無料相談（２１回、件数１２件） 

企業関係者と弁理士の知財研究会(５回) 

 ・山梨県十士会（山梨） 

    十士会合同相談会 

 ・千葉県災害復興支援士業ネットワーク（千葉） 

 ・栃木県（栃木） 

令和元年度知的財産実務担当者研修会 
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（３）協定・覚書等 

 

No. 名称 締結先 締結状況 

1 弁理士マッチング支援システムに関する協定書 東京都知事 自動延長 

2 1に関する覚書 東京都産業労働局長 自動延長 

3 復興まちづくりの支援に関する協定 東京都知事 自動延長 

4 
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 
神奈川県知事 更新 

5 4に関する覚書 神奈川県知事 更新 

6 
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 
川崎市長 再締結 

7 6に関する覚書 

川崎市経済労働局長 

(公財)川崎市産業振興

財団理事長 

再締結 

8 
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 
横浜市長 更新 

9 8に関する覚書 横浜市長 更新 

10 
知的財産の活用による町田市の地域活性化及び産業

振興に関する協定書 
町田市長 新規締結 

11 業務連携に関する包括協定書 
（公財）台東区産業振興

事業団理事長 
自動延長 

12 
台東区産業振興事業団及び日本弁理士会関東会の業

務連携及び協働に関する覚書 

（公財）台東区産業振興

事業団理事長 
自動延長 

13 中小企業等の支援に関する覚書 
（公財）横浜企業経営支

援財団理事長 
自動延長 

14 知的財産関連分野における協力関係に関する合意書 

日本公認会計士協会東

京会会長 

日本公認会計士協会神

奈川県会会長 

自動延長 

15 
（公社）東京都不動産鑑定士協会と日本弁理士会関

東会との友好協定書 

（公社）東京都不動産鑑

定士協会会長 

支部名称変更

に伴う変更覚

書の締結 

16 業務連携・協力に関する覚書 

(株)日本政策金融公庫 

国民生活事業本部東京

地区統轄 

自動延長 

17 たましん事業支援センターの活用に関する覚書 多摩信用金庫理事長 自動延長 

18 包括的連携・協力に関する覚書 西武信用金庫理事長 
両者合意のも

と契約解除 

19 
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締結に伴う覚書 

（東京都、神奈川県、千

葉県、埼玉県、茨城県、

群馬県、栃木県、山梨県）

中小企業診断士協会の

それぞれと締結 

再締結 

 

 

（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（R1.11.6）。 


