
 

   

 

【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 

 ３２４号（2022年 11月 11 日発行） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■□ 目次 □■  

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）【再掲】 

２.【お知らせ】＜ハーグ＞令和 4年 12月 1 日からの日本の個別指定手数料額 

について（特許庁） 

３.【セミナー】初共催！特許庁と株式会社マクアケによる知財セミナーを実施 

します！（特許庁） 

４.【公募】IPランドスケープ支援事業（第４回公募）受付中です（INPIT） 

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） 

６.【イベント】「国際シンポジウム－若者と知財－」を開催します（WIPO） 

７.【お知らせ】下請取引適正化に関する説明会を開催します（関東経済産業局） 

８.【セミナー】（オンライン）第 21回地域商社協議会を開催します（内閣府） 

 

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

 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）【再掲】 

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。 

  

＜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） 

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


 

   

 

・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】＜ハーグ＞令和 4年 12月 1 日からの日本の個別指定手数料 

額について（特許庁） 

https://www.jpo.go.jp/system/design/hague/tesuryo/hague_fee_japan.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

WIPO からの重要なお知らせ「個別指定手数料の変更：日本（HAGUE/2022/11）」 

のとおり、日本の個別指定手数料額が、本年 12 月 1日より変更になります。 

 

日本を指定して国際出願をする際は、ご注意ください。 

 

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/design/hague/tesuryo/hague_fee_japan.html


 

   

 

○詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/design/hague/tesuryo/hague_fee_japan.html 

 

○お問い合わせ先 

特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室ハーグ担当 

電話：代表 03-3581-1101 内線：2683 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ３.【セミナー】初共催！特許庁と株式会社マクアケによる知財セミナーを 

実施します！（特許庁） 

 https://www.jpo.go.jp/support/chusho/makuake_seminar.html  

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

“応援購入サービス”の運営及び中小企業の製品プロデュース支援を行って 

いる株式会社マクアケと共催で、知的財産セミナーを実施します。 

E コマースによるビジネスが加速する中、特許庁からは、商品・サービスの強み 

（＝知的財産）を適切に保護することの重要性をわかりやすく解説します。 

知的財産と、新商品・新規事業創出（「アタラシイ」）のための具体的手段と 

を一挙に学べるチャンスです。 

E コマースを活用した新商品展開を検討されている企業の方々は是非ご参加くだ 

さい。 

 

〇タイトル：「今知りたい知的財産 新しい技術やアイデアを守り、賢く新発売 

するコツとは？」   

○日  時：2022年 11月 22 日（火）14：00～15：00 

○開催方法：オンライン（Zoom ウェビナーにて配信予定） 

○参 加 費：無料 

○申込期限］11 月 22 日（火）13：00まで 

  

○詳細はこちらの公式ページをご覧ください。 

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/makuake_seminar.html 

  

○お問い合わせ先 

特許庁普及支援課支援企画班 

電話：03-3581-1101 内線：2145 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

https://www.jpo.go.jp/system/design/hague/tesuryo/hague_fee_japan.html
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/makuake_seminar.html
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/makuake_seminar.html


 

   

 

４.【公募】IPランドスケープ支援事業（第４回公募）受付中です（INPIT） 

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

中小企業等の経営層が持つ「経営」や「事業」の課題に対して、市場や事業、 

知財等の分析を通じた解決策のご提案を支援いたします。例えば「経営計画の 

策定」や「販路拡大」「競争力の強化」「事業の転換」など、技術開発に限ら 

ない様々な課題に対して支援を行います。 

 

【第４回公募】 

○公募期間：2022年 10月 31 日(月)～11月 25日(金) 17:00 まで 

○公募対象者：以下の 1～7 のいずれかに該当する方からの応募を受け付けます。 

１．中堅企業・中小企業、個人事業者、中堅・中小企業者で構成されるグループ 

２．地方公共団体 

３．公設試験研究機関 

４．都道府県等中小企業支援センター 

５．商工会議所や商工会等 

６．事業協同組合 

７．大学、高等専門学校、高等学校等の教育機関 等 

 

○公募要領、申請書等、詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html 

 

〇お問い合わせ先 

「IP ランドスケープ支援事業」事務局  PwC あらた有限責任監査法人 

E-mail：jp_ipl_promotion@pwc.com 

独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）知財戦略部 営業秘密管理担当 

電話：代表 03-3581-1101 内線：3841 

E-mail：trade-secret@inpit.go.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 

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html
mailto:jp_ipl_promotion@pwc.com
mailto:trade-secret@inpit.go.jp
https://seminar.jpaa-kanto.jp/?ye=2022


 

   

 

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。 

 

＜新たに募集が開始されたテーマは下記のとおりです＞ 

 

☆テーマ「自社の知的財産を守るために知っておくべき知識」 

・日 時：2022 年 11月 25 日(金)15：00～17：00（無料相談会：17:00～18:00） 

・形 式：オンライン（Zoom ウェビナーによるライブ配信） 

・定 員：100 名（※先着） 

・テーマの詳細及びお申込みページはこちらをご覧ください。 

https://seminar.jpaa-kanto.jp/seminar/398?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.【イベント】「国際シンポジウム－若者と知財－」を開催します（WIPO） 

https://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/news/2022/news_0037.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2022 年の世界知的財産の日のテーマであった「若者」につき、引き続き取り組み 

を深化させるべく、若者と SDGs をテーマとした国際シンポジウムを下記の日程 

で開催いたします。幅広く国内外からご登壇者をお招きし、イノベーションや 

SDGs を推進する中で、若者の活躍と知的財産の価値を考えます。 

 

知的財産制度に携わる方はもとより、企業等にて SDGs 活動を行っている方、 

保護者や大学、研究開発や学校教育に携わる方、学生・生徒まで、幅広くお聞き 

いただけるプログラムとなっています。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

○開催日時：2022年 11月 29 日（火）16：00 開始、18：00 終了予定（日本時間） 

○形  式：オンライン（Zoom）（※イベント視聴には参加登録が必要です） 

○参 加 費：無料（事前登録制） 

○言  語：日本語／英語（同時通訳） 

 

○詳しくはこちらの公式ページをご覧ください。 

https://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/news/2022/news_0037.html 

 

https://seminar.jpaa-kanto.jp/seminar/398?ye=2022
mailto:kanto-ipseminar@jpaa.or.jp
https://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/news/2022/news_0037.html
https://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/news/2022/news_0037.html


 

   

 

○問い合わせ先 

世界知的所有権機関（WIPO）日本事務所 

電話：03-5532-5030 

E-mail：japan.office@wipo.int 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ７.【お知らせ】下請取引適正化に関する説明会を開催します（関東経済産業局） 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shitauke/r4_shitauke_info_session.htm

l 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和 4 年度「下請取引適正化推進月間」の実施にともない「関東経済産業局下請 

取引適正化に関する説明会」を開催します。当説明会では、中小企業との取引 

適正化に向けた国の取組や下請取引にあたっての留意事項について説明します。 

また、令和 5年 10月より開始されるインボイス制度などの内容について東京国税 

局よりご説明いただきます。 

下請事業者と取引がある皆様、インボイス制度について理解を深めたい皆様に 

おかれましては、是非ともご参加ください。 

 

○日  程：2022（令和 4）年 11 月 17日（木）、24 日（木）、29 日（火） 

○時  間：13：30～16：30（各日） 

○場  所：日本教育会館 第一会議室（東京都千代田区一ツ橋 2-6-2） 

○定  員：各日 100名 

○説明内容：下請取引適正化の取組、下請取引にあたって留意すべき事項、 

      消費税のインボイス制度、インボイス制度導入にあたり 

      下請法上留意すべき行為、IT 補助金・持続化補助金の紹介など 

 

○詳細及びお申込みはこちらのページをご確認ください。 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shitauke/r4_shitauke_info_session.html 

 

○お問い合わせ先 

関東経済産業局産業部適正取引推進課 担当：合谷木、小原 

電話 048-600-0325 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ８.【セミナー】（オンライン）第 21 回地域商社協議会を開催します（内閣府 

https://chiikisyousya-network.go.jp/ 

mailto:japan.office@wipo.int
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shitauke/r4_shitauke_info_session.html
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shitauke/r4_shitauke_info_session.html
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shitauke/r4_shitauke_info_session.html
https://chiikisyousya-network.go.jp/


 

   

 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

地域商社事業に対する支援活動の一環として、下記のとおりオンラインセミナー 

を開催します。地域商社ビジネスを考えるための視点として、新規顧客の獲得 

や新たな販路の開拓を図るための地域に根差した伝統文化の高付加価値化の在り 

方について、事例発表を踏まえてパネルディスカッションを行います。 

地域商社事業に取り組む団体の皆様や、地域商社事業に興味関心をお持ちの皆様 

のご参加をお待ちしております。 

 

○テ ー マ：「ご当地の伝統文化を高付加価値化し、国内外に発信する地域商社」 

○開催日時：2022年 11月 22 日（火）14：00～16：30 

（アフタートークは 17：00 まで） 

○形  式：オンライン（Webex） 

○参 加 費：無料（※会員登録が必要です） 

○申込期限：11 月 18 日（金）12：00まで 

 

○詳しくはこちらの内閣府「地域商社ネットワーク」サイトをご覧ください。 

https://chiikisyousya-network.go.jp/ 

 

○問い合わせ先 

令和 4 年度地域商社ネットワーク事務局 

（三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社） 

電話：03-6228-1430 ※対応時間は 9:00～12:00、13:00～17:00（土日祝除く） 

E-mail：info-chiiki-syousya-nw@murc.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://chiikisyousya-network.go.jp/
mailto:info-chiiki-syousya-nw@murc.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
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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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