
 

   

 

【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 

 ３２２号（2022 年 10 月 18 日発行） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■□ 目次 □■  

１.【お知らせ】PCT 国際出願関係手数料改定について(11/1～)（特許庁） 

２.【お知らせ】地域団体商標「比企のらぼう菜」（埼玉県）が登録されました！ 

（特許庁） 

３.【お知らせ】「IP ePlat」令和4年9月のコンテンツリリースについて（INPIT） 

４.【セミナー】＜上級＞特許調査研修(審査官の視点に近づこう！)（第 2 回） 

のご案内（INPIT） 

５.【セミナー】知財が企業経営を変える！知財戦略・予防法務セミナー（全 3 回 

シリーズ）のご案内（一般社団法人首都圏産業活性化協会） 

６.【お知らせ】「信州大学知的財産シンポジウム 2022」のご案内（信州大学学術 

研究・産学官連携推進機構） 

７.【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） 

８.【セミナー】神奈川県立川崎図書館 営業秘密セミナー（全 2 回）のご案内 

（川崎図書館） 

９.【イベント】「東京都中小企業知的財産シンポジウム 2022 契約力で切り拓く 

オープンイノベーション～技術契約で築く共生＆共創への道～」が開催され 

ます（東京都知的財産総合センター） 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１.【お知らせ】PCT 国際出願関係手数料改定について(11/1～)（特許庁） 

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

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2022 年 11 月 1 日より、国際出願関係手数料が改定されます。2022 年 11 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御注意をお願いいた 

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 

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


 

   

 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２.【お知らせ】地域団体商標「比企のらぼう菜」（埼玉県）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：比企のらぼう菜（ひきのらぼうな） 

・権 利 者：埼玉中央農業協同組合 

・都道府県：埼玉県 

 

○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 

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】「IP ePlat」令和4年9月のコンテンツリリースについて（INPIT） 

 https://www.inpit.go.jp/jinzai/topic/info_20220909.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

INPIT の e-ラーニングサイト「IP ePlat」にて、どなたでも無料で知的財産が 

学べる動画教材を新たにリリースしました。ご興味のある方は是非ご受講ください！ 

 

【令和 4 年 9 月リリースコンテンツ】 

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
https://www.inpit.go.jp/jinzai/topic/info_20220909.html


 

   

 

・特許出願手続（近年の法改正に伴う運用変更に対応） 

・審査基準（マルチマルチクレーム制限に関する最近の審査基準改訂に対応） 

・大学発スタートアップ（創業時の注意点を解説） 

 

○詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/topic/info_20220909.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）知財人材部電子研修担当 

電話：代表03-3581-1101 内線：3907 

FAX：03-5843-7693 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４.【セミナー】＜上級＞特許調査研修(審査官の視点に近づこう！)（第 2 回） 

のご案内（INPIT）  

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

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

特許庁審査官 OB の弁理士を講師に迎え、効果、効率的な先行技術調査手法や、 

特許審査官が進歩性をどのように判断するのかなどを学習いただくことにより、 

より品質の高い特許願書を作成する力、強くて広い特許権を取得する力の向上を 

目指します。是非この機会にお申し込みください！ 

 

※6月 27日（月）～7月 1日（金）に実施した研修と同じ内容になります。 

 

○研修期間および開催形式（※全 4 日間あります） 

令和 4 年 12 月 19 日（月）～20 日（火）オンライン（Zoom 又は Teams 使用） 

令和 4 年 12 月 22 日（木）～23 日（金）集合型（INPIT VDT 教室）  

○定  員：機械・装置、化学(高分子)、電気・電子 各 10 名程度 

     （各分野定員に達し次第、その分野の募集を締め切ります） 

○受 講 料：43,000 円（消費税込）  

○募集締切：11 月 9 日（水） 

 

○詳細はこちらのページをご覧ください。 

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

 

〇お問い合わせ先 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/topic/info_20220909.html
https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jyou/index.html
https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jyou/index.html


 

   

 

独立行政法人工業所有権情報・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 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５.【セミナー】知財が企業経営を変える！知財戦略・予防法務セミナー（全 3 回

シリーズ）のご案内（一般社団法人首都圏産業活性化協会） 

https://www.tamaweb.or.jp/archives/24629 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

第 145 回直木賞受賞作品 池井戸潤氏著「下町ロケット」に登場する神谷弁護士 

のモデルとなった鮫島 正洋 氏をはじめ、高橋 正憲 氏、永島 太郎 氏ら、3 名の 

弁護士の先生にご講演いただきます。 

企業の法務や知財について勉強されたい方、課題解決されたい方、今後のビジ 

ネス展開において知財活用をしていこうと検討されていらっしゃる方など是非 

ご参加ください！ 

 

○開催概要（全 3 回シリーズ） 

＜第 1 回＞ 

・日 時：令和 4 年 11 月 2 日（水）16:00～18:00 

・テーマ：技術法務総論＋知財戦略 

・講 師：弁護士法人内田・鮫島法律相談事務所 弁護士／弁理士 鮫島 正洋 氏 

 

＜第 2 回＞ 

・日 時：令和 4 年 11 月 16 日（水）16:00～18:00 

・テーマ：モデル契約書を使った法務のあり方／OI の進め方 

～ハードウェアビジネスの進め方（材料編）～ 

・講 師：弁護士法人内田・鮫島法律相談事務所 弁護士／弁理士 高橋 正憲 氏 

 

＜第 3 回＞ 

・日 時：令和 4 年 11 月 30 日（水）16:00～18:00 

・テーマ：モデル契約書を使った法務のあり方／DX の進め方 

～個人情報保護・営業秘密（データ編）～ 

・講 師：弁護士法人内田・鮫島法律相談事務所 弁護士／獣医師 永島 太郎 氏 

 

○開催方法：オンライン会議システム（Zoom）  

○対  象：埼玉・東京・神奈川・および首都圏近郊の中小企業の皆様（職歴不問） 

mailto:ip-jz04@inpit.go.jp
https://www.tamaweb.or.jp/archives/24629


 

   

 

        金融機関、自治体、産業支援機関の皆さま 

○定  員：100 名（先着順） 

 

○詳細についてはこちらのページをご覧ください。 

https://www.tamaweb.or.jp/archives/24629 

 

○お問い合わせ先 

一般社団法人首都圏産業活性化協会(TAMA 協会) 担当：芳賀・鈴木・笠井 

電話：042-631-1140 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

６. 【お知らせ】信州大学知的財産シンポジウム 2022「産学官連携と知的 

財産～信州域から発信するイノベーションエコシステムと知財戦略の新しい 

かたち～」のご案内（信州大学学術研究・産学官連携推進機構） 

https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/suirlo/topics/2022-1.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

本シンポジウムでは、冒頭に、基調講演で我が国の知財エコシステムの強化に 

関する取組について紹介します。続いて信州大学のイノベーション創出システム 

について紹介し、企業からの視点、そして研究者の視点からの講演を行い、また 

信州域を担当する行政の立場から今の時代の産学連携と支援策もご紹介します。 

産学官連携において持続的な発展をもたらすには、どのようなイノベーション 

エコシステムを構築し進めていくのが良いか、知財戦略にも触れつつ、今後の 

道筋について議論を深めます。 

 

大学関係者だけでなく、産学官連携や知的財産活動に携わられる方々に幅広く 

ご参加いただきたく思います。多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

○日  時：令和 4 年 11月 4 日（金）14:00～17:00 

○開催形態：オンライン（Zoom ウェビナー） 

○対  象：産学官連携や知的財産にご興味のある方ならどなたでもご参加いた 

だけます 

○参 加 費：無料（要事前登録） 

○主  催：信州大学 学術研究・産学官連携推進機構 

○後  援：関東経済産業局、独立行政法人工業所有権情報・研修館、 

      公益財団法人長野県産業振興機構、一般社団法人長野県発明協会 

 

https://www.tamaweb.or.jp/archives/24629
https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/suirlo/topics/2022-1.html


 

   

 

○詳細はこちらのページをご覧ください。 

＜イベント案内＞ 

https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/suirlo/topics/2022-1.html 

＜チラシ＞ 

https://www.shinshu-

u.ac.jp/institution/suirlo/docs/221104_chizaiseminar_flyer.pdf 

 

○お問い合わせ先 

信州大学 学術研究・産学官連携推進機構 知的財産・ベンチャー支援室 

電話：0263-37-2074 

E-MAIL：chizai@shinshu-u.ac.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

７.【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。 

 

（現在受付中のテーマは下記のとおりです） 

 

・テーマ「特許・商標侵害対策のすすめ」 

・日 時：令和 4 年 10 月 26 日（水）13：30～15：30（無料相談会 15：30〜16：30） 

・形 式：集合型 

・会 場：ベンチャープラザ船橋 1 階会議室（船橋市北本町 1-17-25） 

・定 員：25 名 ※先着 

・共 催：公益財団法人千葉県産業振興センター、一般社団法人千葉県発明協会、 

日本弁理士会関東会の 3 者合同主催 

 

・テーマ「ブランド力向上のために知財の視点を！」 

・日 時：令和 4 年 11 月 11 日(金) 15：00～17：00（無料相談会 16：40〜17：00） 

・形 式：集合型 

・会 場：水戸商工会議所第 1 会議室(4F)（水戸市桜川 2-2-35 茨城県産業会館内） 

・定 員：20 名 ※先着 

https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/suirlo/topics/2022-1.html
https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/suirlo/docs/221104_chizaiseminar_flyer.pdf
https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/suirlo/docs/221104_chizaiseminar_flyer.pdf
mailto:chizai@shinshu-u.ac.jp
https://seminar.jpaa-kanto.jp/?ye=2022


 

   

 

・共 催：水戸商工会議所 

 

○各セミナーの詳細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://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 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

８. 神奈川県立川崎図書館 営業秘密セミナー（全 2 回）のご案内（川崎図書館） 

https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/new-info/2022/10/2-1.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

技術ノウハウ、商品アイデア、顧客情報といった秘密にしておくべき情報は、 

漏洩してしまうと自社の技術的優位性や営業上の強み、さらに資産価値や信用 

が失われ、企業経営にも致命的な影響を及ぼしかねません。他方、これらを適切 

に守ることで会社の成長や利益に大きく貢献することが可能になります。 

本セミナーは、秘密情報を上手に活用し、秘密情報の種類、対策、管理などの 

ポイントを理解し、企業力の向上を目的としています。是非ご参加ください。 

 

○開催日時とテーマ 

＜第 1 回＞はじめての営業秘密～営業秘密管理の導入に向けて～ 

令和 4 年 11 月 11 日（金）13：30～15：00 

＜第 2 回＞秘密情報を守るために～秘密情報管理の導入に向けて～ 

令和 5 年 1 月 17 日（火）13：30～15：00 

○開催方式：オンライン方式（Teams ウェビナー） 

○受 講 料：無料 

○共  催：神奈川県立川崎図書館、神奈川県立産業技術総合研究所、 

INPIT 神奈川県知財総合支援窓口 

 

○詳細及びお申し込みはこちらのページをご覧ください。 

https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/new-info/2022/10/2-1.html 

 

○お問い合わせ先 

川崎図書館 企画情報課  

電話: 044-299-7825 

https://seminar.jpaa-kanto.jp/?ye=2022
mailto:kanto-ipseminar@jpaa.or.jp
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/new-info/2022/10/2-1.html
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/new-info/2022/10/2-1.html


 

   

 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

９.【イベント】「東京都中小企業知的財産シンポジウム 2022 契約力で切り 

拓くオープンイノベーション～技術契約で築く共生＆共創への道～」が開催 

されます（東京都知的財産総合センター） 

https://www.chizaisympo-tokyo2022.jp/ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

中小・スタートアップ企業において、大企業・大学等の協業先との事業連携や 

共同開発を成功に導き、共生や共創への道を築くには「技術契約」が鍵となり 

ます。オープンイノベーション実現に向けての大手企業や大学と結ぶ技術契約 

の考え方について、企業事例も交えながらご紹介します。是非ご参加ください。 

 

○開催期間：令和 4 年 12月 6 日（火）13：00～16：00 (12：30 開場) 

○会  場：イイノホール（東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 4 階） 

           ※来場参加またはライブ配信視聴の選択ができます 

○参 加 費：無料（事前登録制） 

 

○プログラムの詳細及び参加お申し込みはこちらの公式ページをご覧ください。 

https://www.chizaisympo-tokyo2022.jp/ 

 

○お問い合わせ先 

「東京都中小企業知的財産シンポジウム」運営事務局 

電話：03-5644-7499  FAX：03-5644-7228 

E-Mail：chizaisympo@nikkan.tech 

 

 

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

【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】 

https://www.chizaisympo-tokyo2022.jp/
https://www.chizaisympo-tokyo2022.jp/
mailto:chizaisympo@nikkan.tech
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


 

   

 

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） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【！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  

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

