
 

   

 

【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 

 ３１９号（2022年 8 月 19 日発行） 

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

１.【お知らせ】海外からの模倣品流入への規制強化について（特許庁） 

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/kisei.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和 4年 10月 1 日に、模倣品の水際取締りが強化されます。令和 3 年 5月に 

改正された商標法及び意匠法において、海外の事業者が模倣品を郵送等により 

日本国内に持ち込む行為について、権利侵害行為となることが明確化されました。 

これを踏まえて、令和 4年 3 月に関税法が改正され、海外の事業者が郵送等に 

より日本国内に持ち込む模倣品が、「輸入してはならない貨物」として、税関 

の取締りの対象となりました。これらの改正法は、令和 4 年 10月 1 日に施行 

されます。 

 

これにより、個人で使用する場合であっても、海外の通販サイトで商品を購入 

した場合など、海外の事業者から送付される物品が模倣品（商標権又は意匠権 

を侵害するもの）である場合、税関による没収の対象となります。海外の通販 

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/kisei.html


 

   

 

サイトなどで商品を購入する場合に限らず、国内の通販サイトで購入した商品 

であっても、海外から直接送付される場合もあるため、ご注意ください。 

 

○詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/kisei.html 

○本規制強化にかかる財務省・税関特設サイトはこちら。

https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d_010/index.html 

 

○お問い合わせ先 

特許庁総務部国際協力課 模倣品対策室 

電話：代表 03-3581-1101  内線：2575 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２.【お知らせ】地域団体商標「戸越銀座商店街」（東京都）が登録されま 

した！（特許庁） 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/index.

html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

地域団体商標制度は、地域の産品等について事業者の信用の維持を図り、「地域 

ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として平成 18年 4月 1 日に 

導入されました。「地域ブランド」として用いられることが多い「地域名 ＋  

商品（サービス）名」からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。 

このたび関東局管内で以下の地域団体商標が登録されましたのでお知らせします。 

  

・商標：戸越銀座商店街（とごしぎんざしょうてんがい） 

・権利者：戸越銀座商栄会商店街振興組合、戸越銀座商店街振興組合、 

戸越銀座銀六商店街振興組合 

・都道府県：東京都 

  

○地域団体商標登録案件一覧についてはこちらをご覧ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/index.ht

ml 

○【参考】地域団体商標制度 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/index.html 

  

○お問い合わせ先 

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/kisei.html
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d_010/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/index.html


 

   

 

特許庁審査業務部商標課 地域ブランド推進室 

電話：代表 03-3581-1101 内線：2828 

FAX：03-3588-8503 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３.【お知らせ】マドプロ（商標の国際出願）Madrid e-Filingによる国際 

出願手続のよくある質問を掲載しました（特許庁） 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo_madrid_efili

ng.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

Madrid e-Filingの利用に関する留意事項等を「よくある質問」として Q&A形式 

でまとめました。出願手続を行う前に併せてご確認ください。 

 

○よくある質問についてはこちらのページからご覧いただけます。 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo_madrid_efiling

.html 

 

○お問い合わせ先 

特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室 

電話：代表 03-3581-1101 内線：2671, 2672 

FAX：03-3580-8033 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４.【お知らせ】「2022年度知的財産権制度説明会（初心者向け）」無料 

配信中です（INPIT） 

https://www.inpit.go.jp/setsumeikai/index.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「2022年度知的財産権制度説明会（初心者向け）」を現在、オンライン配信中 

です。本説明会は、初心者を対象に知的財産権制度の概要や各種支援策等を 

わかりやすく説明しています。また、実際の企業での活用事例・トラブル事例、 

知的財産権活用の効果など、ビジネスに役立つ情報もご紹介しております。 

配信開始以降、多くの方に受講いただいており、反響をいただいております。 

好きな時間にご自分のペースで受講できますので、是非奮ってご受講ください！ 

 

〇IP ePlatより配信中（受講無料） 

https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/View/Login/P_login.aspx 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo_madrid_efiling.html
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo_madrid_efiling.html
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo_madrid_efiling.html
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo_madrid_efiling.html
https://www.inpit.go.jp/setsumeikai/index.html
https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/View/Login/P_login.aspx


 

   

 

 

〇詳細についてはこちらのページをご覧ください。 

https://www.inpit.go.jp/setsumeikai/index.html 

 

〇お問い合わせ先  

独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）公報閲覧・相談部 調整担当 

電話：代表 03-3581-1101 内線：2120 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５.【セミナー】知財マネジメントセミナー「リアルな最新事例で学ぶ！ 

強い経営・次の一手（さいたま市会場）」のご案内（INPIT） 

https://www.ipms-seminar.inpit.go.jp/ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

企業の事業戦略の立案と知財マネジメントについて実践的な理解を深めるために、 

中小企業やスタートアップの事例から自社に活用できるアイデアや指針を学ぶ 

ことができるケーススタディ研修教材を制作しました。 

企業に起こり得るビジネス課題の対策や課題解決に活用できるよう、全国 8カ所 

で、本教材を用いたセミナーを開催いたします。参加費は無料となっております 

ので、ご興味のある方は是非ご参加ください。 

 

〇さいたま市 

 日時：令和 4 年 9月 26 日（月）13：30～16：40 

 会場：TKP大宮ビジネスセンター2階 ホール 1 

 定員：50名（定員に達し次第、締切ります） 

 

○詳細と参加申込方法はこちらのページをご覧ください。 

https://www.ipms-seminar.inpit.go.jp/ 

 

○お問い合わせ先 

知財マネジメントセミナー開催運営事務局 

一般社団法人発明推進協会 研修チーム 

電話：03-3502-5424 

E-mail：info@ipms-seminar.inpit.go.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

６.【セミナー】農業知財勉強会(第 3回)「海外市場と侵害対応①(中国編）」 

https://www.inpit.go.jp/setsumeikai/index.html
https://www.ipms-seminar.inpit.go.jp/
https://www.ipms-seminar.inpit.go.jp/
mailto:info@ipms-seminar.inpit.go.jp


 

   

 

のご案内（JATAFF） 

https://pvp-conso.org/902/ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

中国におけるイチゴ、果樹の生産及び品種開発動向、侵害リスクを説明すると 

ともに、中国の種子法改正や侵害判例、国内水際対策について解説します。 

多数のご参加をお待ちしています。 

 

〇日時：令和 4 年 9月 16 日（金）14：00～16：00 

〇形式：オンライン（Zoom） 

〇定員：100名 

〇参加費：無料 

〇申込み締切：9月 14 日（水）17 時 

 

〇詳細、お申込み等はこちらのページをご覧ください。 

https://pvp-conso.org/902/ 

 

○お問い合わせ先 

植物品種等海外流出防止対策コンソーシアム 

＜事務局＞ 

公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会（JATAFF）イノベーション事業部 

電話：03-3586-8644  

E-Mail:jataff-pvp@jataff.or.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ７.【お知らせ】自治体との共創で課題解決に取り組む企業を募集します！ 

～ヘルスケア分野の課題解決に民間のチカラを！～（関東経済産業局） 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iryokiki/healthcare/20220801jichitai_

venture_matching.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ヘルスケア分野（健康増進・介護予防・疾病予防・生活支援等）の地域 課題の 

解決に向け、官民共創に意欲的な自治体が、共に取り組みたい課題・ニーズを 

発信する 「ガバメントピッチ」を開催します。今年度は、関東・中部・四国・ 

九州地域における 11 自治体が課題を発表します。1日目は健康増進、2 日目は 

介護・見守り等がテーマです。 

後日、ご聴講いただいた企業の皆様から、登壇自治体・企業に向けた課題解決案 

を募集し、事務局を通じたマッチングを実施します。地域課題の解決に向け、 

https://pvp-conso.org/902/
https://pvp-conso.org/902/
mailto:jataff-pvp@jataff.or.jp
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iryokiki/healthcare/20220801jichitai_venture_matching.html
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iryokiki/healthcare/20220801jichitai_venture_matching.html


 

   

 

自治体とともに「共創」の意識で課題に向き合い、取り組んでいただける企業 

の皆様のご参加をお待ちしております。 

また、今後地域の課題解決に取り組んでいきたい自治体のご担当者様や、本取組 

にご関心のある方も是非ご聴講ください。 

  

○開催日時：令和 4年 8月 29日（月）14：00～16：30  

令和 4年 8月 30日（火）14：00～16：00  

○開催方式：オンライン（Microsoft Teams）  

      ※後日、アーカイブ配信を予定しております 

○申込締切：令和 4年 8月 25日（木） 

  

○詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iryokiki/healthcare/20220801jichitai_ve

nture_matching.html 

  

○お問い合わせ先 

＜聴講申込、本イベントに関すること＞  

株式会社官民連携事業研究所  担当：山崎、加藤、晝田（ヒルタ）  

電話：03-6381-7635  

E-MAIL：exl-government-pitch_healthcare@meti.go.jp 

＜事業目的・趣旨に関すること＞ 

経済産業省関東経済産業局 地域経済部次世代産業課  担当：秋山、大西、内山  

電話：048-600-0342  

E-MAIL：KH-Lab@meti.go.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

８.【セミナー】技術流出防止管理説明会・安全保障貿易管理説明会を開催 

します（関東経済産業局） 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/boeki/keizaianpo_seminar.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

会社の重要な製品や技術情報が、知らないうちに軍事転用され、大量破壊兵器等 

になることや、気づかないうちに法律違反し、罰則が科されることがあります。 

輸出管理を正しく理解し取り組むことが、大切な会社と社員を守ることになります。 

 

なお、9月 6日(火)の技術流出防止管理説明会(web開催)では、「経済安全保障を 

巡る最新動向」、「対内直接投資審査制度」についても説明します。その他、 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iryokiki/healthcare/20220801jichitai_venture_matching.html
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iryokiki/healthcare/20220801jichitai_venture_matching.html
mailto:exl-government-pitch_healthcare@meti.go.jp
mailto:KH-Lab@meti.go.jp
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/boeki/keizaianpo_seminar.html


 

   

 

安全保障貿易管理等の重要性、自主的な管理体制の構築など企業が取り組む 

べきポイントについて解説しますので、どうぞご参加ください。 

 

〇詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/boeki/keizaianpo_seminar.html 

 

＜１.技術流出防止管理説明会＞ 

○日時：令和 4 年 9月 6日（火）13：30～16：00（開場 13：00） 

○会場：オンライン（Webex） 

○定員：500名（事前登録制） 

 

＜２.安全保障貿易管理説明会＞ 

○日時：令和 4 年 9月 15 日(木) 13：30～16：00（受付開始 13：00） 

○会場：さいたま新都心合同庁舎 1号館 講堂（2 階） 

○定員：150名（事前登録制、定員になり次第、締切） 

 

〇お問合わせ先：関東経済産業局 国際課 岩渕・鈴木 

電話：048-600-0261 

E-mail：kanto-kaigai@meti.go.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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【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 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/boeki/keizaianpo_seminar.html
mailto:kanto-kaigai@meti.go.jp
https://www.kanto.meti.go.jp/kansensho/index.html
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_shutsugan.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
https://www.kanto.meti.go.jp/mailmagazine/chizai_mailmagazine.html


 

   

 

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） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【！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  

mailto:kanto-chizai@meti.go.jp
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chizai/index.html

