
17:00 閉会

「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。

知財のミカタ ～巡回特許庁 in 関東～

開催場所：高崎市、前橋市（開催日程は次ページ参照）

● 主催：特許庁、関東経済産業局  ● 共催：(独)工業所有権情報・研修館、農林水産省（地域ブランドセミナーのみ）
● 後援（予定）：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、高崎市、前橋市、

(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、
関東商工会議所連合会、北陸信越商工会議所連合会、日本弁理士会関東支部、
弁護士知財ネット関東甲信越地域会、(独)中小企業基盤整備機構関東本部、
群馬県商工会連合会、群馬県商工会議所連合会、 群馬県中小企業団体中央会、
(一社)群馬県発明協会、(公財)群馬県産業支援機構

参加
無料

知財のミカタ

平成29年 10月16日■月 ～11月8日■水 

前橋市のイベント

13:30～13:40 主催者挨拶
来賓挨拶

基調講演

14:40～15:35 制度説明

群馬ロイヤルホテル 
２階「鳳凰の間」

100名

前橋市大手町1-9-7

平成29年 10月24日■火  
13：30～17：00

日 程

会 場 定 員

地域ブランドセミナー　
～今すぐ実践できる地域ブランド戦略～

地域資源を活用しようとする関係者を対象に、地域ブランド
の価値を高め、その良さを伝えるために重要な知財戦略や
実践課題について解説します。また、地域ブランドに取り組
む関係者によるパネルディスカッションにより、実践的な知
見・情報を分かりやすく伝え、地域資源を活用した新たな地
域ブランドの創成、ブランド化の促進を目的に開催します。

「地域ブランド戦略について」
有限会社セメントプロデュースデザイン 
代表取締役 金谷 勉 氏

特許庁 花木 出 中小企業知財戦略支援総合調整官（審査業務部長）
前橋市 山本 龍 市長

「地理的表示（ＧＩ）保護制度について」
農林水産省 食料産業局 
知的財産課長 杉中 淳
「地域団体商標制度について」
特許庁 審査業務部 商標課 
地域ブランド推進室長 森山 啓

15:45～17:00 パネル
ディスカッション

「地域ブランドづくりにおける知財の役割とその効果」
モデレータ：有限会社セメントプロデュ－スデザイン 代表取締役 金谷 勉 氏
パネリスト：○JA稲敷江戸崎南瓜部会 部会長 中村 利夫 氏

　（地理的表示（ＧＩ）登録「江戸崎かぼちゃ」）
○群馬県達磨製造協同組合 理事長 中田 純一 氏
　（地域団体商標登録「高崎だるま」）
○農林水産省 食料産業局 知的財産課長 杉中 淳
○特許庁 審査業務部 商標課 地域ブランド推進室長 森山 啓

13:40～14:40

無料 要申込

ブランド戦略の仕組みづくりや実践課題につ
いて、解説します。デザイン・ブランドで事業
継続への良い循環を産み出しませんか。

デザイナー、官庁、地域ブランドづくりに取り組む団体を招いて、地域ブランド構築において
知財の役割と効果について、ディスカッションします。

15:35～15:45 休憩

金谷 勉 氏 
プロフィール
有限会社セメントプロデュース
デザイン 代表取締役。
京都精華大学人文学部卒業
後、広告制作会社を経て
1999年「CEMENT PRODUCE 
DESIGN」設立、ユニクロや

星野リゾートとの商品企画開発、幅広くデザインを
プロデュース。
流通も見据えた形での商品開発を各地の地場産業と
の協業事業も進めている。
鯖江との協業商品Sabae mimikaki [鯖江みみかき] 
がGOOD DESIGN AWARD 2013受賞。
京都精華大学や金沢美術工芸大学で講師も務める。
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日時：平成29年10月16日（月）～11月8日（水）
場所：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、

長野県、静岡県（広域関東圏）
審査官が地域に出向いて面接審査を行い、戦略的な権利取得を支援。
出願１件からでもお気軽にお申し込みください。

出張面接審査
無料／要申込

出張面接審査

高崎市のイベント

高崎ワシントンホテルプラザ 
１１階「ワシントンホール」
高崎市八島町70

平成29年 10月26日■木  
13：00～16：30

日 程

会 場

＜模擬口頭審理（商標）＞
●商標の不使用取消審判を請求されてしまった!! 商標の使
用は、どうやって証明するの…？そんなみなさまに、本物の
審判官・審判書記官等による劇仕立てで、不使用取消審判
の口頭審理の流れをわかりやすくご紹介。知財紛争リスク
対策としての審判制度の活用方法についても説明します。

＜商標活用セミナー＞
●会社を元気にする商標活用術について、過去の成功例や
失敗例を交えながらわかりやすく解説します。

URL　https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/junkai.htm

関東地域全域

17:00 閉会

13:00～13:10 主催者挨拶
来賓挨拶

基調講演

14:30～15:30 事例紹介

高崎ビューホテル ３階「あかぎ」

150名

高崎市柳川町70

平成29年 10月23日■月  
13：00～17：00

日 程

会 場

定 員

知財経営セミナー　
～知財をミカタにして経営に活かす～

関東地域の企業・弁理士・支援機関等を対象に、グローバル
市場でビジネスを展開する大企業及び中小企業の先導的な
知財活用事例について情報共有しつつ、知財の観点から地
域の企業等が競争に勝ち抜くための課題・目指すべき理想
像を議論します。

「知的財産で引き出す 会社の底力」
土生特許事務所 
所長／弁理士 土生 哲也 氏

関東経済産業局 後藤 収 局長
群馬県 大澤 正明 知事

特許庁 岩崎 晋 審査第二部長

「ＳＵＢＡＲＵの知的財産戦略」
株式会社ＳＵＢＡＲＵ 知的財産部長 小林 重一 氏

15:45～17:00 パネル
ディスカッション

「中小企業における知財戦略」
モデレータ：土生特許事務所 所長／弁理士 土生 哲也 氏
パネリスト：○株式会社ＳＵＢＡＲＵ 知的財産部長 小林 重一 氏

○群馬県産業支援機構 よろずコーディネータ 服部 秀一 氏
○日本精密測器株式会社 取締役･技術本部長 山本 良寿 氏
○株式会社アート 代表取締役 伊藤 久夫 氏

13:30～14:30

無料 要申込 劇仕立て！
模擬口頭審理（商標）＆商標活用セミナー 無料 要申込

アイデア段階から事業展開まで、知的財産に関する臨時の
相談窓口を開設。知的財産は難しいと思っているそこのあな
た、まずはお気軽にご相談ください。あわせて、経営上のあら
ゆるお悩みの相談に対応するよろず支援拠点の臨時窓口を
設置します。

臨時相談窓口 無料 要申込

藤掛 宗則 氏 プロフィール
知財経営コンサルタント／弁理士。中堅文具メーカーにて、デザインシステム
構築を担当した後、商品企画担当役員として商品開発、マーケティング、
ブランディング、海外協力企業とのＳＣＭ構築等に従事。その後、工作機械
設計・製造会社にて生産ラインの設計、製造等に従事。都内特許事務所にて
ソフトウエア／ ＵＩ関連、半導体製造装置、画像形成装置関連等を中心に
出願・権利化業務に携わるほか、企業コンサルティングを行なう。
日本弁理士会関東支部栃木部会副部会長、日本弁理士会研修所委員。

「知的財産は会社の底力を引き出す栄養剤」
－中小企業の先進事例を紹介しながら、その
意味をわかりやすく解説していただきます。

自動車に搭載されているアイサイトの運転支援機能から航空機の炭素繊維強化プラスチッ
ク材の穴あけに使われるＲドリルまでＳＵＢＡＲＵの知財戦略を語っていただきます。

知的財産を活用して元気な中小企業２社と支援機関等を交えて、会社を元気にする中小企
業のための知的財産活用術をディスカッションします。

15:30～15:45 休憩

13:10～13:30 政策報告 80名定 員

高崎ビューホテル ３階「ほたか」
高崎市柳川町70

平成29年 10月23日■月  
10：00～17：00

日 程

会 場

土生 哲也 氏 
プロフィール
弁理士。1989年日本開発銀行
（現・株式会社日本政策投資
銀行）に入行、主にベンチャー
ファイナンスを担当した後、
2001年に独立して土生特許
事務所を開業。経営に資する
知財戦略の講義には定評が
あり、各種公開セミナーや社内
セミナーの講師を多数務めて
いる。平成29年度知財功労賞
（経済産業大臣表彰）受賞。

＜商標活用セミナー 講師＞
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