
 
令和元年 9 月 18 日 

 

「知財のミカタ～巡回特許庁 in 新潟～」 申込受付中！ 

～農業×デザイン×イノベーション～ 

関東経済産業局と特許庁は、令和元年 11 月 11 日（月曜日）～12 月 13 日（金曜日）を

「知財のミカタ～巡回特許庁 in 新潟～」とし、初日の 11 月 11 日（月曜日）に、燕三条

地域でイベントを開催します。今年は「知財×農業 ICT」をテーマに、実際に ICTを駆使

した「スマート農業」に取り組む企業の挑戦を紹介するほか、経営にデザインを活かす

「デザイン経営」を実践している県内企業のパネルディスカッションや農産品等地域資

源を活かしたブランド育成の秘訣、中小企業の知財活用した経営戦略など、様々なプ

ログラムを用意しています。また、特許庁が広域関東圏全域で出張面接を集中的に実

施します。 

 

 

 

 

 

 

1．「知財のミカタ～巡回特許庁～」とは 

「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。 

 

今年度は、豊富な地域資源を持ち、巧みな技や優れたデザインを持った企業等が集結

する新潟県において、経営に活用できる様々なテーマのセミナー等を半日に集約して開

催し、企業経営者、製品開発担当者、農業関係者、加工品製造者、地域ブランド関係者、

自治体などの幅広い皆様へ、ビジネスに役立つ様々な知財をわかりやすくお伝えします。 

 

2．開催概要 

・普及啓発イベント 

開催日時：令和元年 11 月 11 日（月曜日）12:15～18:00（開場 11:45） 

開催場所：公益財団法人燕三条地場産業振興センター 

（新潟県三条市須頃 1 丁目 17 番地） 

 

特許庁同日発表 



 

・出張面接 

開催期間：令和元年 11 月 11 日（月曜日）～12 月 13 日（金曜日） 

対象地域：広域関東圏全域（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） 

 

 普及啓発イベントのプログラム（詳細は別添リーフレット参照） 

＜メインセッション（13:00～14:50）＞ 

下町ロケットに学ぶ中小企業の新事業挑戦 ～新潟をもっと元気にするために、知財と

農業 ICT でできること～ 

昨年放映のドラマ「下町ロケット」にも取り上げられた、日本の農業を救うカギとなる情報

通信技術（ICT）を活かした「スマート農業」とは？実際に「スマート農業」に取り組む 2 社

の挑戦を紹介しながら、ドラマと所縁のある弁護士を交え、三者によるパネルディスカッ

ションを行います。 

モデレータ 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 

代表パートナー弁護士・弁理士 鮫島正洋 氏 

パネリスト 株式会社クボタ アグリソリューション推進部 技術顧問 渡辺広治 氏 

ウォーターセル株式会社 代表取締役 長井啓友 氏 

 

＜個別セッション（15:00～16:15）＞ 

（1）企業価値を高めるデザイン戦略～デザインを経営に活かす戦略とは～ 

巷で話題の「デザイン経営」って？実際に経営にデザインを取り入れている県内企業

2 社の取組を紹介しながら、「デザイン経営」の第一人者をモデレータに加え、三者に

よるパネルディスカッションを行います。 

モデレータ 株式会社ロフトワーク 代表取締役 林千晶 氏  

パネリスト 株式会社スノーピーク代表取締役副社長・CDO 山井梨沙 氏 

藤次郎株式会社 代表取締役社長 藤田進 氏 

 

（2）地域ブランドの作り方 

地域ブランドとは？そしてブランド化に必要なものとは？地域の魅力あふれる農林 

水産物やその加工品等におけるブランド化の”育成”から”ブランド力向上”までの 

秘訣を紹介します。 

講演者 有限会社 永瀬事務所 『バイヤーズ・ガイド』編集発行人 永瀬正彦 氏 

 

＜個別セッション（16:30～17:30）＞ 

日本弁理士会併催イベント：パネルディスカッション 

中小企業による経営戦略に基づく知財活用～弁理士とともに学ぶ知財活用の基礎 

知識～ 

企業経営者、知財実務担当者、支援機関、自治体等の方を対象に、実際に知財を 



 

活用した経営戦略を取られている県内企業 2 社の取組を紹介するとともに、県内弁理士

が知財活用をわかりやすく解説します。その後は、三者によるパネルディスカッションを

行います。 

モデレータ 日本弁理士会 吉井国際特許事務所 所長・弁理士 吉井剛 氏 

パネリスト ウエタックス株式会社 専務取締役 植木正春 氏 

        株式会社システムスクエア 代表取締役 山田清貴 氏 

 

＜ミニセッション（12:15～12:45）＞ 

意匠法改正セミナー 

画像デザイン、建築物の内・外装デザイン、一貫したコンセプトに基づく群のデザインな

どをきちんと保護できるように意匠法が改正され、5 月 17 日に公布されました。 

その内容を簡単に紹介します。 

講演者 特許庁 審査第一部 意匠課 企画調査班 伊藤翔子 

 

＜何でも相談コーナー（13:00～18:00）＞  

知的財産や経営に関する疑問やお悩みに、INPIT新潟県知財総合支援窓口の支援担

当者や新潟県よろず支援拠点のコーディネーター、特許庁職員などが無料で対応い

たします。（申込不要、秘密厳守） 

 

3．参加申込方法 

プログラム・参加申込等の詳細は、以下のホームページを御覧下さい。 

 

「知財のミカタ～巡回特許庁～」 ホームページ 

https://www.junkai-jpo2019.go.jp/ 
     

 

 （本発表資料のお問合せ先） 

  関東経済産業局地域経済部 

  産業技術革新課知的財産室長 吉野 幸代 

   担当者：池田、大西 

   電 話：048-600-0239（直通）   

048-601-1287（FAX） 

 

https://www.junkai-jpo2019.go.jp/


令和元年11月11日（月）  12：15 ▶ 18：00（開場11：45）

（公財）燕三条地場産業振興センター
主　　催： 特許庁、関東経済産業局
共　　催： INPIT（（独）工業所有権情報・研修館）
後　　援：  茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、燕市、三条市、 

（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、（独）中小企業基盤整備機構、 
日本弁理士会北陸会、北陸信越商工会議所連合会、（一社）新潟県商工会議所連合会、新潟県商工会連合会、 
新潟県中小企業団体中央会、（公財）にいがた産業創造機構、（公財）燕三条地場産業振興センター、 

（一社）新潟県発明協会

「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

in 新潟
参加無料

事前申込制

農業  デザイン  イノベーション



パネルディスカッション 　定員100名

下町ロケットに学ぶ中小企業の新事業挑戦
～新潟をもっと元気にするために、知財と農業ICTでできること～

対象者   企業経営者、製品開発担当者、農業関係者、自治体職員　等
昨年放映のドラマ「下町ロケット」に取り上げられたように、日本の農業の課題
解決に、情報通信技術（ＩＣＴ）がいかに活かされているかについて、スマート
農業と呼ばれる新たな農業に取り組む企業２社の挑戦を紹介します。さらに、
下町ロケットの神谷弁護士のモデルとなった弁護士が、中小企業が自社の強
みとなる技術等の知的財産を活用し、競争力を得るために何ができるのかに
ついて解説します。その後は三者によるパネルディスカッションを行います。

モデレータ： 
弁護士法人内田・鮫島法律事務所 代表パートナー弁護士・弁理士　鮫島 正洋 氏
パネリスト： 
株式会社クボタ アグリソリューション推進部 技術顧問　渡辺 広治 氏 
ウォーターセル株式会社 代表取締役　長井 啓友 氏

メインセッション　13：00〜14：50 無料  要申込  

情報通信技術
（ＩＣＴ）やスマート

農業に関心の
ある方におすすめ！

ミニセッション
12:15

〜

12:45
意匠法改正セミナー
特許庁 審査第一部 意匠課 企画調査班 係長　伊藤 翔子

メインセッション 何でも相談
コーナー

13:00

〜

14:50

パネルディスカッション   下町ロケットに学ぶ中小企業の新事業挑戦 
～新潟をもっと元気にするために、知財と農業ICTでできること～  

モデレータ：弁護士法人内田・鮫島法律事務所 代表パートナー弁護士・弁理士　鮫島 正洋 氏
パネリスト： 株式会社クボタ アグリソリューション推進部 技術顧問　渡辺 広治 氏 

ウォーターセル株式会社 代表取締役　長井 啓友 氏

13:00

〜

18:00

個別セッション お
申
込
み
は
不
要
で
す
。

お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

15:00

〜

16:15

A-1   企業価値を高めるデザイン戦略 
～デザインを経営に活かす戦略とは～

モデレータ：  株式会社ロフトワーク 代表取締役　林 千晶 氏
パネリスト：  株式会社スノーピーク 代表取締役副社長・CDO　山井 梨沙 氏 

藤次郎株式会社 代表取締役社長　藤田 進 氏

B-1   地域ブランドの作り方 

有限会社 永瀬事務所 
 『バイヤーズ・ガイド』編集発行人　永瀬 正彦 氏

16:30

〜

17:30

A-2   日本弁理士会併催イベント：パネルディスカッション 
中小企業による経営戦略に基づく知財活用 ～弁理士とともに学ぶ知財活用の基礎知識～

モデレータ：  日本弁理士会 吉井国際特許事務所 所長・弁理士　吉井 剛 氏
パネリスト：  ウエタックス株式会社 専務取締役　植木 正春 氏 

株式会社システムスクエア 代表取締役　山田 清貴 氏

※プログラムは予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

イベントプログラム

令和元年度

知財のミカタ～巡回特許庁～

知財は自分には関係ないと思っている方から実務に携わっている方まで全てのみなさまにご参加いただけるように、 
様々なプログラムをご用意しました。お好きなプログラムを選んで、知財を味方につけるキッカケを一緒につかみましょう！

in 新潟

鮫島 正洋 氏

渡辺 広治 氏 長井 啓友 氏



A-2 　定員100名

日本弁理士会併催イベント：パネルディスカッション

中小企業による経営戦略に基づく知財活用
～弁理士とともに学ぶ知財活用の基礎知識～

対象者   企業経営者、知財実務担当者、支援機関、自治体　等
知的財産って何？中小企業の経営にどう活用できるの？自社の強みとな
る知的財産を活用し、経営に活かしている中小企業２社からの取組紹介
とともに、弁理士が企業経営に役立つ戦略的な知的財産の活用につい
て解説します。その後は三者によるパネルディスカッションを行います。

モデレータ： 
日本弁理士会 吉井国際特許事務所 所長・弁理士　吉井 剛 氏
パネリスト： 
ウエタックス株式会社 専務取締役　植木 正春 氏 
株式会社システムスクエア 代表取締役　山田 清貴 氏

個別セッション　15：00〜17：30 無料  要申込  

16:30～17：30

15:00～16：15

B-1 　定員50名

地域ブランドの作り方
対象者   農業関係者、加工品製造者、地域ブランド関係者、支援者、自治体　等

地域ブランドとは？地域ブランドの育成に必要なものは？どうやって取り組むの？気候風土
を活かした農林水産物やその加工品等の地域に存在する魅力的な地域資源のブランド力
向上の秘訣を紹介します。

有限会社 永瀬事務所 『バイヤーズ・ガイド』編集発行人　永瀬 正彦 氏

農林水産物や
その加工品の
ブランド化に
取り組んでいる方
におすすめ！

A-1 　定員100名

企業価値を高めるデザイン戦略
～デザインを経営に活かす戦略とは～

対象者   企業経営者、製品開発担当者、デザイン実務担当者　等
巷で話題の「デザイン経営」とは？どんなことに取り組めば良いの？「デザイ
ン経営」の第一人者による解説に加え、実際にデザインを活用し、企業の価
値を高めている企業２社の取組の紹介をします。その後は三者によるパネ
ルディスカッションを行います。

モデレータ： 
株式会社ロフトワーク 代表取締役　林 千晶 氏
パネリスト： 
株式会社スノーピーク 代表取締役副社長・CDO　山井 梨沙氏 
藤次郎株式会社 代表取締役社長　藤田 進 氏

デ ザイン活 用 に
興味のある方、デ
ザイン経 営 に興
味があるが、どの
ように取り組んだ
らよいかわからな
い方におすすめ！

林 千晶 氏

山井 梨沙 氏 藤田 進 氏

中小企業におけ
る知的財産の取
組を知りたい方、
知的財産につい
てわかりやすく学
びたい初心者の
方におすすめ！

吉井 剛 氏

植木 正春 氏 山田 清貴 氏

永瀬 正彦 氏



意匠法改正セミナー　定員50名
近年、デザインを活用して、イノベーション力やブランド力を向上させる企業
が増えています。こうした企業活動の成果である画像デザイン、建築物の内・
外装デザイン、一貫したコンセプトに基づく群のデザインなどをきちんと保護
できるように、意匠法が改正され、５月１７日に公布されましたので、簡単に
ご紹介します。
特許庁 審査第一部 意匠課 企画調査班 係長　伊藤 翔子

イベント参加のお申し込みは、インターネット、Eメール、FAX により
下記運営事務局へお申し込みください。

「令和元年度 知財のミカタ～巡回特許庁～」運営事務局
（株式会社日経イベント・プロ内）

TEL : 03-6812-8673（9:30 ～ 17:30、土・日・祝日は除く）

URL   https://www.junkai-jpo2019.go.jp/
E-mail   junkai1@junkai-jpo2019.go.jp

FAX   03-6812-8649

● 新しい技術を開発したけれど、これで特許はとれるの？意匠は？ 
● 商品・サービスのネーミングを相談したい！
● 経営上の悩み（販路開拓、資金繰り、経営革新、創業支援）を相談したい！ 
● 営業秘密の管理ってどういうこと？ 
● 海外進出を考えているけれど、知財で気を付けるべき点は？

こんな疑問やお悩みに、INPIT 新潟県知財総合支援窓口の支援担当者
や新潟県よろず支援拠点のコーディネーター、特許庁職員などがお答え
します。お気軽にご相談ください！

※相談は先着順で受け付けます。 ※相談時間は 30分程度です。※秘密厳守
※個別セッション終了後も相談を受け付けます。

期間： 令和元年11月11日（月） ▶ 令和元年12月13日（金）
場所：広域関東圏全域（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）

上記期間中に、出願人や代理人等の近隣地域に審査官が出向いて面接を行う「出張面接」を広域関東圏全域で集中的に実施します。「面接」
では、特許庁に出願した案件（特許は審査請求した案件のみ）について出願人や代理人等が直接審査官に出願内容を伝え、審査官の見解を直
接確認することができます。「出張面接」の詳細や、お申し込み等については、以下のお問い合わせ先にお気軽にご相談ください。

特許出張面接に関するお問い合わせ先 調整課地域イノベーション促進室
TEL：03-3581-1101 内線3104 FAX：03-3580-8122　E-mail：PA2103@jpo.go.jp

意匠出張面接に関するお問い合わせ先 意匠課企画調査班
TEL：03-3581-1101 内線2907 FAX：03-5570-1588　E-mail：PA1530@jpo.go.jp

特許の出張面接はホームページ
からもお申込みできます

ミニセッション 無料  要申込

12：15〜12：45
何でも相談コーナー 無料  申込不要

13：00〜18：00 秘密厳守

イベント参加方法

出張面接（広域関東圏全域集中実施期間） 無料  要申込

会場アクセス

特許出張面接

燕市へ

北陸自動車道

上越新幹線

新潟市へ
国道8号線

三条市へ

三条・燕IC

燕三条駅

長岡市へ

燕三条地場産業振興センター
リサーチコア

会　場 （公財）燕三条地場産業振興センター
〒955-0092　新潟県三条市須頃1丁目17番地

アクセス JR 上越新幹線燕三条駅（燕側出口）から徒歩５分
北陸自動車道三条燕インターチェンジから車で5分




