
 

   

 

【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 
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７.【セミナー】「（中小企業者向け）リアルな企業事例から新しいビジネス 
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 １.【セミナー】「令和４年度知的財産活用普及啓発セミナー」参加者募集中！ 

（関東経済産業局）  

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/public-

sector/articles/lg/intellectual-property-utilization-spread-awareness-

seminar.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

関東経済産業局管内 10 県(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）において知的財産活用促進を目的とした 

普及啓発セミナーを実施します。各県の企業の強みとなる知的財産を見える化し、 

形にすることで、新たなビジネスの創出や顧客・協力先との関係性強化を目指す 

内容となっております。 

なお、参加費は無料です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

  

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/public-sector/articles/lg/intellectual-property-utilization-spread-awareness-seminar.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/public-sector/articles/lg/intellectual-property-utilization-spread-awareness-seminar.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/public-sector/articles/lg/intellectual-property-utilization-spread-awareness-seminar.html


 

   

 

＜現在募集中のセミナー＞ 

  

【新潟県】 

・テーマ：特許調査分析結果を上手に活用する方法 

・日 時：2022 年 11 月 15日(火)14:00～17:00 

・形 式：集合型（定員 50 名） 

・会 場：三条商工会議所 4 階研修室（新潟県三条市須頃 1-20） 

・申込締切：11 月 14 日（月)17:00 まで 

・チラシはこちら 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/public-

sector/lg/jp-lg-intellectual-property-utilization-spread-awareness-seminar-

15.pdf 

・申込フォームはこちら 

https://forms.office.com/r/3rSLXxnzuE 

 

【山梨県】 

・テーマ：医療機器分野での知的財産権の権利化のポイント～医工連携の事例も 

含めて～ 

・日 時：2022 年 12 月 8日(木)13:30～15:30 

・形 式：オンライン Zoom（定員 100 名） 

・申込締切：12 月 2 日(金)17:00 まで 

・チラシはこちら 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/public-

sector/lg/jp-lg-intellectual-property-utilization-spread-awareness-seminar-

19.pdf 

・申込フォームはこちら 

https://forms.office.com/r/hxud8adkfq 

 

○お問い合わせ先 

関東経済産業局知財マネジメント事務局（有限責任監査法人トーマツ） 

E-Mail：kanto-chizai@tohmatsu.co.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２.【お知らせ】特許印紙により特許料等を予め納付できる期限を令和 5 年 

3 月 31 日とします（特許庁） 

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

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/public-sector/lg/jp-lg-intellectual-property-utilization-spread-awareness-seminar-15.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/public-sector/lg/jp-lg-intellectual-property-utilization-spread-awareness-seminar-15.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/public-sector/lg/jp-lg-intellectual-property-utilization-spread-awareness-seminar-15.pdf
https://forms.office.com/r/3rSLXxnzuE
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/public-sector/lg/jp-lg-intellectual-property-utilization-spread-awareness-seminar-19.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/public-sector/lg/jp-lg-intellectual-property-utilization-spread-awareness-seminar-19.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/public-sector/lg/jp-lg-intellectual-property-utilization-spread-awareness-seminar-19.pdf
https://forms.office.com/r/hxud8adkfq
mailto:kanto-chizai@tohmatsu.co.jp
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」につきまして、「特許印紙に 

よる予納」をできる期限が令和５年３月３１日となりましたのでお知らせします。 

今後、予納への入金手段は、書面においては「現金納付書」、インターネット 

出願ソフトにおいては「電子現金」での入金の取り扱いとなります。 

 

○予納の入金手段について 

１．特許印紙による予納（令和 5 年 3 月 31 日まで） 

  ※特許印紙による予納の廃止後も、予納制度自体は存続します。 

   また、特許印紙を貼付しての手続についても引き続きご利用可能です。 

２．インターネット出願ソフトを利用した電子現金による予納（令和 5 年 1 月から） 

３．銀行振込（現金納付書）による予納（令和 3 年 10 月から開始済） 

 

○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 

 

○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 

＜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 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２.【イベント】地域と特許庁を結ぶイベント「つながる特許庁 in 札幌」、 

「つながる特許庁 in KANSAI」申込受付中！（特許庁） 

 https://tsunagaru-jpo2022.go.jp/ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日本各地を訪問し地域の皆様と直接つながることにより知財を身近に感じていた 

だき、また地域と全国をつなげることで各地の知財の取組を全国へ発信するイベ 

ント、「つながる特許庁」を全国 6 都市（札幌市、日立市、大阪市、広島市、 

熊本市、那覇市）で開催中です。 

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/yonou_oshirase.html
https://tsunagaru-jpo2022.go.jp/


 

   

 

 

第 2 回は 11 月 9 日(水)北海道札幌市、第 3 回は 11 月 14 日(月)大阪府大阪市で 

開催いたします。（※現地でのイベントの様子を YouTube Live で配信します 

ので、開催地域以外の方も是非ご視聴ください！） 

  

＜つながる特許庁 in 札幌＞ 

○日 時：2022 年 11 月 9日（水）13：00～16：00 

○会 場：TKP ガーデンシティ PREMIUM 札幌大通 5階 

○対 象：スタートアップ、中小企業、支援機関等 

○定 員：会場参加 50 名／オンライン（YouTube Live）は接続数上限無し 

○参加費：無料 

○申込期限］11 月 4 日（金）17：00 

  

＜つながる特許庁 in KANSAI＞ 

○日 時：2022 年 11 月 14日（月）13：00～16：30 

○会 場：大阪国際会議場 12F 特別会議場 

○対 象：スタートアップ、中小企業、支援機関等 

○定 員：会場参加 100 名／オンライン（YouTube Live）は接続数上限無し 

○参加費：無料 

○申込期限：11 月 9 日（水）17：00 

 

○詳細はこちらの公式ページをご覧ください。 

https://tsunagaru-jpo2022.go.jp/ 

 

○お問い合わせ先 

「令和4年度 つながる特許庁」運営事務局（株）角川アスキー総合研究所内 

E-mail：support@tsunagaru-jpo2022.go.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３.【イベント】（オンライン）「第10回日中韓特許庁シンポジウム」を開催 

します（特許庁） 

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nityukan/10th_nityukan_symposium.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日本国特許庁（JPO）、中国国家知識産権局（CNIPA）、韓国特許庁（KIPO）の 

三庁による知財とカーボンニュートラル技術に関するシンポジウムをオンライン 

配信で開催します。各庁におけるカーボンニュートラル技術の開発・普及のため 

https://tsunagaru-jpo2022.go.jp/
mailto:support@tsunagaru-jpo2022.go.jp
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nityukan/10th_nityukan_symposium.html


 

   

 

の知財制度を紹介し、特許制度を戦略的に活用してカーボンニュートラル技術 

が開発・普及された事例を紹介します。また、カーボンニュートラル達成にお 

ける知財の役割について議論します。ご興味のある方は是非ご参加ください。 

 

○日 時：2022 年 11 月 29日（火） 

13:30～16:30（JST：日本時間、KST：韓国時間） 

12:30～15:30（CST：中国時間） 

○形 式：オンライン配信（Zoom ウェビナー） 

○言 語：日本語・中国語・韓国語（同時通訳有り） 

○参加費：無料（※要参加登録） 

 

○プログラム及び参加申し込みはこちらのページをご覧ください。 

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nityukan/10th_nityukan_symposium.html 

 

○お問い合わせ先 

特許庁総務部国際政策課多国間政策第二班 

電話：代表 03-3581-1101 内線：2564 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４.【イベント】「第 31 回 2022 特許・情報フェア＆コンファレンス」を開催 

します（発明推進協会、日本特許情報機構、産経新聞社） 

https://pifc.jp/ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

最新の特許関連情報と知的財産関連の新製品・新技術情報を一堂に網羅する、 

我が国最大の専門見本市です。85 の特許関連企業や機関・団体が参加し、特許 

や知財関連分野をサポートする最新のソリューション、サービス情報を提供し 

ます。リアル展示会は他には代えがたい貴重な情報交流の場となります。 

この機会に情報交流、ビジネスチャンスとしてご活用ください。 

 

○会 期：2022 年 11 月 9日（水）～11 日（金）10：00～17：00 

○会 場：科学技術館 東京・北の丸公園 

○入場料：無料（※登録制） 

 

○来場事前登録・出展者情報等はこちらのページをご覧ください。 

https://pifc.jp 

 

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nityukan/10th_nityukan_symposium.html
https://pifc.jp/
https://pifc.jp/


 

   

 

○お問い合わせ先 

特許・情報フェア＆コンファレンス 主催者事務局 

産経新聞社 事業本部コンベンション事業部 

電話：03-3273-6180 FAX：03-3241-4999 

E-mail：patent@sankei.co.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５.【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、参加費はすべて無料です。 

 

＜現在受付中のテーマは下記のとおりです＞ 

 

☆テーマ「スタートアップと知的財産 AI が支援する手術支援システムを例に学ぶ」 

・日 時：2022 年 11 月 16日(水)16：00～17：45 

・形 式：オンライン（Zoom ウェビナーにるライブ配信） 

・定 員：500 名（※先着） 

 

☆テーマ「知的財産セミナーin 町田 ～意匠・商標・著作権など デザインに関 

する知財の疑問シェア～」 

・日 時：2022 年 11 月 18日(金)15：00～16：30 

・形 式：オンライン（Zoom ミーティングによるライブ配信） 

・定 員：100 名（※先着） 

 

☆テーマ「特許、商標を知ることで事業リスクを回避し、その活用を図る！」 

・日 時：2022 年 11 月 30日(水)13：30～16：10（無料相談会：16:20〜17:20） 

・形 式：オンライン（Zoom ウェビナーによるライブ配信） 

・定 員：50 名（※先着） 

 

○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 

 

mailto:patent@sankei.co.jp
https://seminar.jpaa-kanto.jp/?ye=2022
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 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

６.【セミナー】「（中小企業者向け）リアルな企業事例から新しいビジネス 

を創出する～知って得する新事業開発・知財マネジメント～」を開催します 

（中小機構） 

https://www.smrj.go.jp/institute/online_training/course/ki772s0000008spi.ht

ml 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

INPIT が制作した「知財人材マネジメント人材育成教材」を用いて、リアルな 

事例を基にした仮想ストーリーからケーススタディを行い、これからのビジネス 

モデルに対応する重要なポイントや観点について考察するとともに、新しいビジ 

ネスモデルを創出する実習を行うことにより、事業開発・知財マネジメントに 

ついて学びます。 

 

○研修日時：令和 4 年 12月 2 日（金）9：50～17：00 

○対 象 者：経営幹部、管理者 

・新事業開発責任者となる方 

・知財をビジネスに活用したい営業担当者の方 

○会  場：ビジョンセンター西新宿 

○参加方法 

（１）リアル会場でのライブ参加 

（２）後日、動画での見逃し参加（2022 年 12 月 16 日～2023 年 1 月 13 日） 

○受 講 料：16,000 円 

○定  員：30 名（※先着順） 

 

○詳細、お申込み等はこちらのページをご覧ください。 

https://www.smrj.go.jp/institute/online_training/course/ki772s0000008spi.htm

l 

 

○お問い合わせ先 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 人材支援部 担当: 森 

電話：03-5470-1560 

E-mail：jinzai-kikaku@smrj.go.jp 

mailto:kanto-ipseminar@jpaa.or.jp
https://www.smrj.go.jp/institute/online_training/course/ki772s0000008spi.html
https://www.smrj.go.jp/institute/online_training/course/ki772s0000008spi.html
https://www.smrj.go.jp/institute/online_training/course/ki772s0000008spi.html
https://www.smrj.go.jp/institute/online_training/course/ki772s0000008spi.html
mailto:jinzai-kikaku@smrj.go.jp


 

   

 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

７.【セミナー】（オンライン）「JPAA 知財塾（全 3 回）」を開催いたします 

（日本弁理士会）  

https://www.jpaa.or.jp/about-

us/attached_institution/management/jpaachizaijuku/ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

知財が重要と聞き、特許、意匠、商標等が大まかにどのようなものであるかを 

学んだが、 自社の業務の中で具体的に何をすればよいかわからない・・こんな 

お悩みはありませんか？  

 

本セミナーでは、技術開発、商品開発や営業開拓等に活用できる、事業に役立 

つ知財 活動をご紹介するほか、企画、開発、設計、製造、販売といった事業 

フローの中のどのタイミングでどのような知財活動を行うことで事業収益にど 

のように貢献できるかを、事例を用いながら解説します。知財に関する制度の 

説明ではなく、現場で何ができるのか、するとよいのかに焦点を当てた構成と 

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。  

 

※特に、スタートアップ、ベンチャー、中小企業等の、経営層、知財部門、 

経営戦略 部門、企画部門、開発部門等の方のご参加をお待ちしております。  

 

○セミナースケジュール  

＜第 1 回＞事業活動と知的財産実際のヒット  

・日 時（1 クール）令和 4 年 12 月 5 日（月）13：30〜17：30  

    （2 クール）令和 5 年 1 月 13 日（金）13：30〜17：30  

＜第 2 回＞知財はどう活用すべきか  

・日 時（1 クール）令和 4 年 12 月 15 日（木）13：30〜17：30  

    （2 クール）令和 5 年 1 月 20 日（金）13：30〜17：30  

＜第 3 回＞稼ぎ続ける仕組みづくり  

・日 時（1 クール）令和 4 年 12 月 22 日（木）13：30〜17：30  

    （2 クール）令和 5 年 1 月 27 日（金）13：30〜17：30  

○形  式：オンライン（Zoom）  

○定  員：各クール 18 名 計 36 名（抽選）  

○受 講 料：無料  

○申込期限：令和 4 年 11月 22 日（火）23：59  

 

https://www.jpaa.or.jp/about-us/attached_institution/management/jpaachizaijuku/
https://www.jpaa.or.jp/about-us/attached_institution/management/jpaachizaijuku/


 

   

 

○セミナーの詳細はこちらのページをご覧ください。  

https://www.jpaa.or.jp/about-

us/attached_institution/management/jpaachizaijuku/ 

 

○お問い合わせ先  

日本弁理士会 経営・支援室  

電話：03-3519-2709  

E-mail：keiei@jpaa.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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【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） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【！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 

https://www.jpaa.or.jp/about-us/attached_institution/management/jpaachizaijuku/
https://www.jpaa.or.jp/about-us/attached_institution/management/jpaachizaijuku/
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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


 

   

 

＿_/  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

