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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１.【お知らせ】令和 4 年度「知的財産活動調査」へのご協力をお願いします！ 

（特許庁） 

https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/chizai_katudo/2022/index.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

我が国における知的財産活動の実態を把握することを目的として、9月 1 日から 

「知的財産活動調査」を実施しております。 

紙の調査票の郵送提出のほか、政府統計共同利用システムを利用したオンライン 

でのご回答・ご提出も可能です。オンライン回答は、24 時間いつでも回答でき、 

紙の調査票への記入の手間を省くことができます。 

調査票が届いた企業等の皆様は、9月 30 日までに、オンラインまたは郵送での 

ご回答をお願いします。 

 

※本調査でご回答いただいた個人又は法人その他の団体に関する秘密については、 

統計法により保護されます。 

 

○詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/chizai_katudo/2022/index.html 

https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/chizai_katudo/2022/index.html
https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/chizai_katudo/2022/index.html


 

   

 

 

○お問い合わせ先 

特許庁知的財産活動調査事務局 

電話：0120-033-280（フリーダイヤル） 

FAX：0120-033-520（フリーダイヤル） 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く 9時 00 分～18時 00 分の間にお願いいたします。） 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２.【イベント】（金融機関向け）令和 4 年度「知財 × 金融」シンポジウム 

を開催します（特許庁） 

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

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和 4年 9月 27日（火）～10月 14日（金）、地域金融機関による中小企業の 

本業支援を知財の切り口から後押しするためのシンポジウムをオンラインで開催 

します。 

 

地域金融機関による取引先企業への本業支援に知財を取り入れることの有効性、 

実際の取り組み方についての事例紹介、今から取り掛かれる「ひな形（知財ビジ 

ネス評価書（基礎項目編））」を活用した取引先企業の「強み」を見つけるため 

のワークなどを予定しています。 

 

開催期間中、各週 1 日程ずつテーマを設定していますので、ご興味・ご関心に 

応じて是非ご参加ください。 

 

○日程およびテーマ 

・9 月 27 日（火）15：00～17：00 

「現場発、成果につながる知財の活かし方（初級編）」 

・10 月 6 日（木）15：00～17：00 

「取引先企業の本業支援に付加価値をつける（中級編）」 

・10 月 14日（金）13：00～15：00 

「取引先の強みを活かす金融機関の組織戦略（上級編）」 

 

○詳細なプログラム内容については、こちらの知財金融ポータルサイトをご確認 

ください。 

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

○参加申し込みフォームはこちら 

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


 

   

 

http://chizai-kinyu.go.jp/?p=637 

 

○お問い合わせ先 

PwC コンサルティング合同会社 

中小企業知財経営支援金融機能活用促進事業 事務局 

Email:jp_cons_sme_ip_finance_promotion@pwc.com 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３.【公募】外国特許出願の審査請求にかかる費用の半額を助成します（JETRO） 

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_prosecution_1.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査 

請求」が必要な場合があります。外国特許庁へ審査請求を予定している中小企業 

者等に対し、その経費の半額を助成します。なお、対象は以下の案件に限ります。 

 

○助成対象案件 

令和 3 年度までに、特許庁の「外国出願補助金（中小企業等外国出願支援事業）」 

を利用し出願した「特許」のうち、当該補助金の採択後に 3 庁 欧州特許庁（EPO）、 

中国国家知識産権局（CNIPA）、韓国特許庁（KIPO）（うち、1か国・地域でも可） 

に審査請求する予定の案件で、審査請求期間内であること。 

 

○補助率：助成対象経費の 2 分の 1 以内（千円未満の端数は切り捨て） 

○補助上限額：1事業者あたり 60 万円以内、審査請求書 1 件に対する上限額 20 万円 

 

○公募締切：11 月 30 日（水）17：00厳守（予算がなくなり次第終了します） 

 

○詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_prosecution_1.html 

 

○お問い合わせ先 

日本貿易振興機構（JETRO）  

イノベーション・知的財産部 知的財産課 外国出願デスク（中間手続支援事業） 

電話：03-3582-5642 

E-mail：CHUKAN@jetro.go.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

http://chizai-kinyu.go.jp/?p=637
mailto:jp_cons_sme_ip_finance_promotion@pwc.com
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_prosecution_1.html
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_prosecution_1.html


 

   

 

４.【セミナー】特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）講習会のご案内

（INPIT） 

https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/lecture/ws_application.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）講習会の参加者を以下の日程で募集中 

です。無料の講習会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。 

 

○開催日時（※オンライン形式：MicrosoftTeams） 

・9 月 27 日（火）10：00～11：30 商標 50名  

・9 月 27 日（火）13：00～14：45 特許・実用新案  50 名 

・9 月 27 日（火）15：15～16：45 意匠 50名 

 

○詳細情報とお申し込みはこちらをご覧ください。 

https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/lecture/ws_application.html 

 

○お問い合わせ先 

独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）知財情報部 情報提供担当 

電話：（代表）03-3581-1101 内線 2413 

E-MAIL：ip-jh05@inpit.go.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５.【お知らせ】海賊版による著作権侵害の相談窓口を開設しました（文化庁） 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/index.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和 4年 8月 30日にインターネット上の海賊版による著作権侵害の相談窓口を 

開設しました。近年、インターネット上には違法な海賊版サイトが数多く存在し、 

著作権者等に大きな被害を与えています。 

 

文化庁では著作権者等が権利行使することを支援するため、本窓口において、主に 

インターネット上の海賊版による著作権侵害に関するご相談を受け付けています。 

 

○相談窓口についてはこちらの海賊版対策情報ポータルサイトをご覧ください。 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/index.html 

 

○お問い合わせ先 

https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/lecture/ws_application.html
https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/lecture/ws_application.html
mailto:ip-jh05@inpit.go.jp
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/index.html


 

   

 

文化庁著作権課 

電話：代表 03-5253-4111 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

６.【セミナー】知的財産セミナー2022 のご案内（日本弁理士会関東会） 

https://seminar.jpaa-kanto.jp/?ye=2022 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「知財初心者」や「中小企業の知的財産関連業務をされている方」、「経営者」 

をはじめ、様々な要望をもった方に対応するため、 東京・神奈川・千葉・埼玉・ 

茨城・群馬・栃木・山梨で多種多様な講演を行います。オンラインでの配信も 

実施しますので、是非ご参加ください。なお、参加費は無料です。 

 

【東京委員会】 

テーマ：「初心者でも分かる知的財産権の基礎～中小企業のブランド戦略～」 

日 時：2022年 9 月 29日(木) 14：00〜15：30 

形 式：集合型 

会 場：八王子市生涯学習センター(クリエイトホール) 11 階 視聴覚室 

定 員：30名 ※先着 

 

【東京委員会】 

テーマ：「重要！創業者が知っておきたい知的財産のキホン」 

日 時：2022年 10月 7日(金) 15：00〜16：30 

形 式：オンライン（Zoom による配信） 

定 員：60名  

 

○各セミナーの詳細についてはこちらのページをご覧ください。 

https://seminar.jpaa-kanto.jp/?ye=2022 

 

○お問い合わせ先 

知的財産セミナー2022 運営事務局  

E-mail：kanto-ipseminar@jpaa.or.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

７.【公募】入間市、日立市、横須賀市の抱える社会課題解決に向けて共創 

するソリューション企業を募集します（関東経済産業局） 

https://kanto-innovation-connect.go.jp 

https://seminar.jpaa-kanto.jp/?ye=2022
https://seminar.jpaa-kanto.jp/?ye=2022
mailto:kanto-ipseminar@jpaa.or.jp
https://kanto-innovation-connect.go.jp/


 

   

 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「令和４年度イノベーションの社会実装に向けた地域成長産業共創事業」を実施 

し、それぞれの地域にあった社会課題の設定と、地域企業を巻き込んだチーム組成、 

導入までの道筋を描いた指針作成を行うことで、地域の社会課題を解決するソリュ 

ーションの持続可能な形での社会実装を目指します。 

 

この度、関東 1 都 10 県の様々な地域課題の解決に資するソリューションの社会 

実装に向けて自治体や地域企業との共創を目指すソリューション企業を募集します。 

ソリューション企業の皆様のご参加をお待ちしております！ 

 

【説明会】9月 26日(月)13：00～14：00 

https://adnp.alphadrive.co.jp/event/forward-kanto-innovation-connect-2022 

 

○募集期間：2022年 9 月 9 日（金）～10 月 14 日(金) 

○対 象：以下自治体の抱える社会課題に対するソリューションを持つ企業 

・スタートアップ等 

○対象地域 

 ・茨城県日立市：日立市の慢性的な交通渋滞の緩和に向けた取組 

 ・埼玉県入間市：市民・事業者との共創によるゼロカーボンシティの実現 

 ・神奈川県横須賀市：防災カメラ等を活用した防災機能の強化 

 

○詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://kanto-innovation-connect.go.jp 

 

○お問い合わせ先 

関東経済産業局地域経済部産業技術革新課 

オープンイノベーション担当：澤田、中村、尾林 

電話:048-600-0237 

E-mail：kanto-oi@meti.go.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

８.【お知らせ】「食関連分野オープンイノベーション・チャレンジピッチ」 

を開催します!（関東経済産業局、農林水産省） 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/open_innovation/challenge_pitch2022.h

tml 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

https://adnp.alphadrive.co.jp/event/forward-kanto-innovation-connect-2022
https://kanto-innovation-connect.go.jp/
mailto:kanto-oi@meti.go.jp
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/open_innovation/challenge_pitch2022.html
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/open_innovation/challenge_pitch2022.html


 

   

 

食関連分野における OI を促進するため、「食関連分野オープンイノベーション・ 

チャレンジピッチ」を 2022年 9 月 21日（日）に開催します。 

本ピッチでは、外部連携意欲の高い企業 8 社が、自社の OI 戦略や求めるパート 

ナー像、並びに具体的な技術ニーズや共同開発ニーズなどを発信し、企業間、産学 

連携の創出を目指します。皆様のご参加をお待ちしております！ 

 

○日  時：2022年 9 月 21 日（水）13:30～16:30 

○開催方法：オンライン 

○主  催：経済産業省関東経済産業局、農林水産省 

○開催協力：中小企業基盤整備機構 

○対 象：自治体・支援機関・地域金融機関・大学・研究機関・VC・ 

地域企業・スタートアップ等 

○申込締切：2022年 9 月 19 日（月）17時まで 

 

○詳細はこちらのサイトをご覧ください 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/open_innovation/challenge_pitch2022.htm

l 

 

○お問い合わせ先 

関東経済産業局地域経済部産業技術革新課 

オープンイノベーション担当：澤田、中村、尾林 

電話:048-600-0237 

E-mail：kanto-oi@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/seisaku/open_innovation/challenge_pitch2022.html
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/open_innovation/challenge_pitch2022.html
mailto:kanto-oi@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 

──────────────────────────────────── 

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） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【！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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