
 

   

 

【関東経済産業局】広域関東圏知的財産戦略本部メールマガジン 

 ３１７号（2022 年 7 月 22 日発行） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１.【公募】令和 4 年度知財金融事業の公募開始しました（特許庁） 

https://chizai-kinyu.go.jp/offer/ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

本事業では、金融機関による知財金融の取組を、専門家により支援いたします。 

 知的財産の課題を抱える中小企業を顧客とする金融機関の皆様は、是非応募を 

ご検討ください。また、金融機関から自社の知財に着目した経営支援を受けたい 

中小企業による応募も受け付けています。 

 

○公募受付期間 

 7 月 22 日（金）～10 月末まで（※予定採択件数に達し次第、公募受付終了） 

○コースと予定採択件数 

・評価書コース：25 件程度 

・評価書・提案書コース：50 件程度 

○費用 

・評価書コース：無料 

・評価書・提案コース：金融機関等による申し込みの場合：15 万円（消費税別途） 

企業による申し込みの場合：無料 

 

https://chizai-kinyu.go.jp/offer/


 

   

 

○事業概要及びお申し込み方法等はこちらの知財金融ポータルサイトをご覧くださ

い。 

https://chizai-kinyu.go.jp/offer/ 

 

○お問い合わせ先 

＜運営事務局＞ 

PwC コンサルティング合同会社 

E-mail: jp_cons_sme_ip_finance_promotion@pwc.com 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２.【お知らせ】予納に関する入金手段 ～変更予定～ のお知らせ（特許庁）

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/yonou_oshirase.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

特許料や手数料等の納付方法の一つである「予納」について、従来、予納へ 

の入金は「特許印紙」に限られていましたが、令和 3 年の法改正によって 

予納への入金が「現金（電子現金）」へと変更になり、これに伴い、令和 3 年 

10 月 1 日から「銀行振込による予納（現金納付）」を開始しています。 

今後は、新たに「インターネット出願ソフトを利用した予納」を開始すると 

ともに、一定期間経過後に「特許印紙による予納」の廃止を予定しています。 

 

〇変更（予定）内容 

  １．インターネット出願ソフトを利用した予納の開始（令和 5 年 1 月） 

  ２．特許印紙による予納の廃止（令和 5 年度前半） 

 

〇詳細はこちらのページをご覧ください。 

 https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/yonou_oshirase.html 

 ※インターネット出願ソフトの具体的な操作内容や予納の廃止期日については、 

  詳細が固まりましたら改めてお知らせいたします。 

 

○お問い合わせ先 

＜工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正について＞ 

特許庁総務部総務課調整班 

電話：代表 03-3581－1101 内線：2105 

＜納付方法（制度）について＞ 

特許庁総務部会計課財政班 

電話：代表 03-3581-1101 内線：2207 

https://chizai-kinyu.go.jp/offer/
mailto:jp_cons_sme_ip_finance_promotion@pwc.com
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/yonou_oshirase.html
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/yonou_oshirase.html


 

   

 

＜予納の具体的な手続について＞ 

特許庁審査業務部出願課申請人等登録担当  

電話：代表 03-3581-1101 内線：2766 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３.【お知らせ】PCT 国際出願関係手数料改定について（特許庁） 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2022 年 8 月 1 日より、国際出願関係手数料が改定されます。2022 年 8 月 

以降に本手数料の納付をする場合は、手数料の額及び適用関係にご注意を 

お願いいたします。 

  

○詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html 

  

○お問い合わせ先 

特許庁審査業務部出願課国際出願室 受理官庁 

電話：代表 03-3581-1101 内線：2643 

FAX：03-3501-0659 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４ .【お知らせ】マルチマルチクレーム制限後の出願状況について（特許庁） 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

マルチマルチクレーム制限後の出願状況を掲載いたしました。多くの場合に 

おいて出願前に対応していただいております（制限前 65％が 5％）が、特許出願 

について、もし出願後にマルチマルチクレームを含むことに気づいた場合は自発 

補正することをご検討ください。これにより、委任省令要件違反の拒絶理由通知 

を回避できます。 

 

○詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html 

 

○お問い合わせ先 

特許庁審査第一部調整課審査基準室 

電話：代表 03-3581-1101 内線：3112 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html


 

   

 

FAX：03-3580-8122 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５.【お知らせ】[IP ePlat]パテントコンテスト・デザインパテントコン 

テスト関連動画を公開しました（INPIT） 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/info_r0627.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和 4 年 9 月 30 日(金)まで募集中のパテントコンテスト・デザインパテント 

コンテストについて、特許庁長官賞の概要や応募方法に関する解説動画を掲載 

いたしました。 

藤原麻里菜さんによる発想法についての解説動画と併せてご視聴ください。 

 

〇解説動画についてはこちらのページをご覧ください。 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/info_r0627.html 

 

※e-ラーニングサイト「IP ePlat」では、この他にも知的財産に関する多彩な 

コンテンツを掲載しております。是非ご活用ください。 

 

○お問い合わせ先 

（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）知財人材部電子研修担当 

電話：代表 03-3581-1101 内線：3907 

FAX：03-5843-7693 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ６.【セミナー】「特許調査実践研修」受講者募集！（8/1 応募締切）（INPIT） 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jissen/index.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

大阪工業大学と共催し、特許調査実践研修をオンラインで開催します。本研修 

では、特許出願前から特許取得、権利活用に至るまでに必要となる効率的な 

特許調査の手法や、特許審査基準に基づいた特許性判断について、講義だけで 

なく、実習、グループディスカッションを通じて学習することができます。 

さらに、研修内容や日常業務の特許調査などについて、特許審査官 OB である 

研修講師に個別に相談できる「お悩み相談室」を設け、しっかりとフォロー 

アップを行います。ご関心のある方は、是非この機会にお申し込みください。 

 

〇研修期間：令和 4 年 8 月 31 日（水）～ 9 月 2 日（金）（3 日間） 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/info_r0627.html
https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/info_r0627.html
https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jissen/index.html


 

   

 

〇形式：オンラインリアルタイム（配信環境：Zoom） 

〇受 講 料：36,600 円（消費税込）  

〇募集締切： 8 月 1 日（月）17 時まで 

 

〇研修内容及びお申込みについてはこちらのページをご覧ください。 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jissen/index.html 

 

○お問い合わせ先 

（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）知財人材部 知的財産権関連人材担当 

電話：（代表）03-3581-1101 内線 3907 

E-Mail：ip-jz04@inpit.go.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ７.【公募】「令和 4 年度外部プロ人材を活用した新事業創出モデル事業」 

締切間近です！（関東経済産業局）

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/venture/kanto_shnjigyo.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

新事業創出に取り組む企業に於いて、新事業分野に関して専門性を有する外部の 

プロ人材をスポット的に活用し、その有用性を検証する事業です。企業から課題 

をヒアリングし最適なプロ人材とのマッチング、事業進捗フォローアップを行い 

ます。 

 

〇事業内容 

・社内で解決できない/これまで取り組みたいが着手できていなかった課題や 

挑戦を経験者であるプロ人材がサポートします。 

・プロ人材の人件費、交通費等は参加企業負担となりますが、通常、人材会社 

に兼業・副業人材とマッチング・活用依頼をする場合に発生する人材会社の 

仲介手数料は本事業で負担をするため、金銭的負担を抑え兼業・副業人材を 

活用することができるという点がメリットです。 

 

〇事業実施期間：2022 年 9月～2023 年 2 月（6 か月間） 

〇応募締切：2022 年 8 月 5日（金） 

 

〇事業内容の詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/venture/kanto_shnjigyo.html 

〇説明会動画：https://vimeo.com/731988196/1f7ae5948d 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jissen/index.html
mailto:ip-jz04@inpit.go.jp
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/venture/kanto_shnjigyo.html
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/venture/kanto_shnjigyo.html
https://vimeo.com/731988196/1f7ae5948d


 

   

 

 

〇お問い合わせ先 

  ＜運営事務局＞ 

  株式会社クオリティ・オブ・ライフ 担当：品川 

 電話 ：050-3201-6751 

E-MAIL：kanto-shinjigyo@qol-inc.com 

＜事業内容について＞ 

  関東経済産業局 地域経済部 産業技術革新課  担当：鈴木、福田 

 電話：048-600-0422 

E-MAIL：kanto-startup@meti.go.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ８.【セミナー】電力需給ひっ迫に備えて事業者が取り組めること～ＨＴＴ 

＜Ｈ減らす・Ｔ創る・Ｔ蓄める＞支援策の紹介～（東京商工会議所） 

https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=200457 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

電力需要者側の視点から、「省エネ・節電」等の自主的な取組み、および、 

東京都が新たに開始した HTT（減らす・創る・蓄める）に関する助成制度等に 

ついてご紹介します。 

 

○配信期間：2022 年 7 月 22 日（金）～8 月 31 日（水） 

※お申込者には、セミナー動画閲覧用 URL（YouTube 限定公開・動画時間は 

約 40 分）を 2022 年 7 月 22 日（金）以降に配信いたします。 

○対象：全ての事業者（※東商会員の方は講演資料をダウンロードいただけます） 

〇料金：無料 

○申込期間：2022 年 7 月 6日（水）～7 月 31 日（日） 

 

○詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=200457 

 

○お問い合わせ先 

東京商工会議所 産業政策第二部 環境・エネルギー担当 

E-mail: sansei2@tokyo-cci.or.jp 

 

 

------------------------------------------------------------- 

mailto:kanto-shinjigyo@qol-inc.com
mailto:kanto-startup@meti.go.jp
https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=200457
https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=200457
mailto:sansei2@tokyo-cci.or.jp


 

   

 

【新型コロナウイルス感染症に関する各機関のリンク】 

▲関東経済産業局 新型コロナウイルス感染症対策情報ページ 

https://www.kanto.meti.go.jp/kansensho/index.html 

▲特許庁 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応等について 

https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_shutsugan.html 

▲経済産業省 新型コロナウイルス感染症支援策 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

▲経済産業省 支援策パンフレット（随時更新されます） 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 

▲首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策について 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【広域関東圏知的財産戦略本部メールマガジン配信サービス】 

新規申し込み、配信停止はこちらです。 

https://www.kanto.meti.go.jp/mailmagazine/chizai_mailmagazine.html 

──────────────────────────────────── 

広域関東圏知的財産戦略本部メールマガジンは、配信を希望された方、関係者、 

知的財産に関係する企業・機関のご担当者、弊室の各種イベントやセミナーに 

参加された方に配信しております。（※本メールは返信できません） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

※「日本非破壊電柱検査協会」「全国非破壊検査協会連合会」を名乗る組織にご注意

ください。 

https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210201005/20210201005.html 

https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200914005/20200914005.html 

【！関東経済産業局 知的財産室へのお問合せはメールか FAX でお願いします！】 

新型コロナウイルス対策として、当室ではテレワークを実施しています。 

大変お手数をおかけしますが当室へのお問合せは当面の間メールまたは FAX でお願い

いたします。 

 

＿＿/＿/＿/＿/ 発行元・お問合せ先 ＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/ 

_＿_＿/ 広域関東圏知的財産戦略本部 

＿_＿/ 関東経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室 

＿＿/ 埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1 合同庁舎 1 号館 10 階 

＿_/  電 話：048-600-0239  FAX：048-601-1288  

＿/  E-MAIL: kanto-chizai@meti.go.jp 

_/   URL：https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chizai/index.html  
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