
主 催：特許庁、九州経済産業局／共 催：INPIT ((独)工業所有権情報・研修館)
後 援：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、佐賀市、（一社）日本知的財産協会、

日本弁理士会、日本弁護士連合会、弁護士知財ネット、（一社）九州ニュービジネス協議会、
        日本弁理士会九州支部、弁護士知財ネット九州・沖縄地域会、（独）中小企業基盤整備機構九州本部、

佐賀県商工会議所連合会、佐賀県商工会連合会、佐賀県中小企業団体中央会、
        (公財)佐賀県地域産業支援センター、佐賀県発明協会

オープニングイベント・参加お申し込み先

平成３０年８月２２日（水）13：00▶17：00
ホテルグランデはがくれ（佐賀市天神２丁目１番３６号）

知財のミカタ ～巡回特許庁 in 九州～

特許庁は、地域のみなさまに知的財産（知財）を効果的に活用していただくため、

日本全国を巡回します。
知財の活用ポイントなどお役立ち情報を発信する“オープニングイベント”を

開催すると共に、出張面接を集中的に実施。
 「なんだか難しそうで敷居が高い」という知財の見方を変え、

ビジネスの味方につけるキッカケをつくります。

オープニングイベント参加のお申し込みは、インターネット、Eメール、FAXにより
下記運営事務局へお申し込みください。

「平成30年度 知財のミカタ～巡回特許庁～」運営事務局
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-6-10 笠原ビル（株）日経ピーアール内
TEL : 03-6812-8690
営業時間：土・日・祝日を除く平日 9:30～17:30

特許は
ホームページからも
お申込みできます

知財のミカタ

特許出張面接

オープニング
イベント

平成３０年８月２２日（水）▶９月１８日（火）
九州全域（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）

出張面接
■特許に関するお問い合わせ先 調整課地域イノベーション促進室
TEL：03-3581-1101 内線3104  FAX：03-3580-8122　Email：PA2103@jpo.go.jp

■意匠に関するお問い合わせ先 意匠課企画調査班
TEL：03-3581-1101 内線2907 FAX：03-5570-1588　
Email：PA1530@jpo.go.jp

日 時： 平成３０年８月２２日（水）～９月１８日（火）
場 所： 九州全域（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）
上記の期間中に、審査官が地域に出向いて面接を行う「出張面接」を集中的に実施します。出願した案件について、特許庁
の審査官と直接対話を行うことができます。
出張面接の詳細についてのお問い合わせやお申し込み等については、以下のお問い合わせ先に気軽にご相談ください。

出張面接（無料・要申込）

ホテルグランデはがくれ
（佐賀市天神２丁目１番３６号）  
２階 フラワーホールＡ、フラワーホールＣ、
      シンフォニーホールＡ、シンフォニーホールB

電車:ＪＲ佐賀駅から徒歩６分

車  :長崎自動車道「佐賀大和ＩＣ」より車で約15分
      天神二丁目信号がホテル入口

N

●
佐賀県庁

●
佐賀警察署

●佐賀病院
国道34号線（北部バイパス）

●
バスセンター

佐賀銀行本店

どん3 の森
佐賀新聞社
アバンセ

市立図書館

天神二丁目信号

グランデはがくれ

●JP 中央郵便局

JR 佐賀駅

●市役所
●

郵便局

県総合運動場●

至有明佐賀空港

至鳥栖至武雄

至鳥栖至武雄

至佐賀大和 I.C

参加
無料

オープニングイベント・会場アクセス

E-mail junkai2@junkai-jpo2018.go.jp
URL https://www.junkai-jpo2018.go.jp/
FAX 03-6812-8649

（予定）



13:00

～

14:10

14:30

～

15:30

14:15～14:20　　知財総合支援窓口の紹介（INPIT佐賀県知財総合支援窓口）

何でも相談コーナー
２ＦシンフォニーホールBメインセッション　２ＦフラワーホールＡ

主催者挨拶： 特許庁
基 調 講 演： 竹下製菓株式会社　代表取締役社長　竹下真由氏

お
申
込
み
は
不
要
で
す
。

お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

「地域で光り輝く企業を目指して」

15:45

～

16:45

個別セッション

オープニングイベントプログラム

知財のミカタ ～巡回特許庁 in 九州～

ベーシック アドバンス

商標審査官は願書のココを見る！
~商標審査官による商標出願セミナー~

14：30～15：30
知的財産（知財）に興味のある方から実務に携わっている方まで全てのみなさまに
ご参加いただけるように、様々なプログラムをご用意しました。
お好きなプログラムを選んで、知財を味方につけるキッカケを一緒につかみましょう！

日本弁理士会併催イベント
「知財広め隊セミナー」

B-1 
 

A-1
 

２Ｆ フラワーホールＣ
 

２Ｆ シンフォニーホールＡ
 

 

２Ｆ フラワーホールＣ
 

２Ｆ シンフォニーホールＡ
 

おすすめ対象者 ★★★★★

知財情報を活用しよう
~J-PlatPatを使った調査~

中小企業のみなさん！特許出願してみませんか？！
~特許審査官が皆様の疑問にお答えします~

B-2 
 

A-2
 

個別セッション 無 料 要申込14：30～16：45 定員50名

A-1 
 
日本弁理士会併催イベント「知財広め隊セミナー」
～あなたの会社やお店に眠る知的財産の見つけ方～

■対象者：知財に興味のある方、知財を勉強したい方、等　
概　要：第一部では、知財の大まかな内容を知っていただいた上で、その見つけ方のコツを弁理士

が具体例をあげてご紹介します。第二部では、グループに分かれて、知財の見つけ方を弁理
士と一緒にワークショップ形式（模擬事例を準備）で体験していただきます。

講演者：日本弁理士会九州支部 佐賀県幹事　本夛伸介氏、 知財広め隊・隊員（弁理士）

B-1 商標審査官は願書のココを見る！
～商標審査官による商標出願セミナー～

■対象者：商標出願を目指している企業経営者、従業員、個人事業主、商標権について勉強したい方、等
概　要：登録できない商標出願の例を交えながら審査官がどのような観点で登録の可否を判断し

ているのか説明します。また、商標権の構成や審査の流れも踏まえつつ、適切な権利範囲の商
標権をスムーズに取得するための考え方、注意点を紹介します。

講演者：特許庁職員（商標審査官）

 

地域において
新規事業を考えている方、
菓子製造分野の業務に
関心のある方に
おすすめ！！

商標登録出願
書類を作成するとき
の商標及び指定商品・
指定役務をどう書けば
良いかわからないと
思っている方に
おすすめ！

15：45～16：45

A-2
 
中小企業のみなさん！特許出願してみませんか？！
～特許審査官が皆様の疑問にお答えします～

■対象者：特許出願を目指している企業経営者・研究者、知財を勉強したい方、等　
概　要：特許は「なんだか難しそうで敷居が高い」モノではありません！特許出願ってどうしたらいい？

審査結果が不安だけど、審査官に電話するのはＯＫ？ ＮＧ？ 
　　　 特許料が安くなる方法はないの？など皆様の素朴な疑問にお答えします！
講演者：特許庁職員（特許審査官、産業財産権専門官等）

B-2 知財情報を活用しよう
～J-PlatPatを使った調査～

■対象者：出願を目指している企業経営者・研究者・従業員・個人事業主、競合他社の技術動向を
             調査したい方、等
概　要：INPITでは、インターネットを通じて、誰でもいつでもどこからでも無料で簡単にご利用い

ただける特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）と画像意匠公報検索支援ツール（Graph-
ic Image Park）の2つのサービスを提供しています。これらのサービスを使った出願前の
先行文献調査や他者権利の調査など利用シーンにあわせた活用方法をご紹介します。

講演者：（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）知財情報部

 

特許出願の経験が
ある方やすでに知財を
ビジネスに取り入れている
方も是非！弁理士の
参加も歓迎。

J-PlatPatと
Graphic Image Parkを
使った知財情報の調査や
活用方法を知りたい方

におすすめ！

ベーシック アドバンス
おすすめ対象者 ★★★★★

ベーシック アドバンス
おすすめ対象者 ★★★★★

ベーシック アドバンス
おすすめ対象者 ★★★★★

ベーシック アドバンス
おすすめ対象者 ★★★★★

佐賀県佐賀市出身 高校卒業後上京。
小学校2年生の時にTVで見たロボコンにあこがれて、東工大へ
進学。いずれは佐賀に戻ろうと思っていたので、家業に役立つ
就職をと思い新卒でアクセンチュアへ。家業を一緒に支えて
くれるパートナーを見つけることが出来たので、2011年に帰郷。

基調講演 

「地域で光り輝く企業を目指して」
対象者：企業経営者及び全従業員、
　　　 知財実務担当者、等（初心者の方も歓迎）

竹下製菓株式会社　代表取締役社長　竹下真由氏

メインセッション 無 料 要申込13：00～14：10 定員100名

☆☆☆☆☆ ※おすすめの対象者を表しています。
※17:00 終了予定。

ベーシック アドバンス

特に、知財に
興味があるけど、
よくわからないと
思っている方に
おすすめ！

※相談は先着順で、秘密厳守します。※相談時間は30分程度です。

◎新しい技術を開発したけれど、これで特許はとれるの？
◎新しい商品・サービスのネーミングを相談したい　
◎経営上の悩み（販路開拓、資金繰り、経営革新、創業支援）何でもどうぞ！
◎営業秘密の管理ってどういうこと？
◎海外進出を考えているけれど、知財で気を付けるべき点は？
◎J-PlatPatの活用方法をもっと知りたい

こんな疑問やお悩みに、INPIT佐賀県知財総合
支援窓口の支援担当者、INPIT産業財産権相談
窓口の相談担当者や佐賀県よろず支援拠点の
コーディネーターなどがお答えします。お気軽
にご相談ください！

何でも相談コーナー 無 料 申込不要13：00～17：00


