特許庁 

イベント参加方法

ブランディング
新市場創出

 OKINAWA

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。
URL

  https://www.junkai-jpo2019.go.jp/

FAX

  03-6812-8649

E-mail

  junkai1@junkai-jpo2019.go.jp

「令和元年度 知財のミカタ～巡回特許庁～」運営事務局（株式会社日経イベント・プロ内）
TEL : 03-6812-8673（9:30 ～ 17:30、土・日・祝日・年末年始は除く）
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「自分には関係ない」と思われがちな知財。
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実は知財なのです。
「巡回特許庁」では、知財活用の事例やポイントを発信。

沖縄県
工業技術センター

知財の見方を変え、知財をビジネスの味方につける
キッカケをつくります。

うるま会場アクセス

大濱信泉記念館

会

沖縄県石垣市登野城2-70
車

：沖縄自動車道路 北中城 ICより約25分、
沖縄南 ICより約20分、沖縄北 ICより約20分
バス：東陽バス泡瀬営業所より徒歩約12分

場

アクセス

沖縄県工業技術センター

in OKINAWA

沖縄県うるま市州崎12-2

空港からバス：終点バスターミナルから徒歩３分
空港から車で約30分
https://ohamanobumoto.net/access/

出張面接（沖縄県集中実施期間）

無料

参加無料

要申込

in 八重山

令和2年1月20日（月）

期間：令和2年1月20日（月）▶ 令和2年2月14日（金）
場所：沖縄県全域

13：30 ▶ 16：45（開場13：00）
大濱信泉記念館

上記期間中に、出願人や代理人等の近隣地域に審査官が伺って面接を行う「出張面接」を沖縄県で集中的に実施します。
「面接」では、特許庁

に出願した案件（特許は審査請求した案件のみ）について出願人や代理人等が直接審査官に出願内容を伝え、審査官の見解を直接確認するこ

とができます。
「出張面接」の詳細や、お申し込み等については、以下のお問い合わせ先にお気軽にご相談ください。
特許出張面接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

E-mail：PA2103@jpo.go.jp

TEL：03-3581-1101 内線2907 FAX：03-5570-1588

E-mail：PA1530@jpo.go.jp

意匠出張面接に関するお問い合わせ先 意匠課企画調査班

特許の出張面接はホームページ
からもお申込みできます

特許出張面接

in うるま

令和2年1月30日（木）

12：45 ▶ 16：45（開場12：15）
沖縄県工業技術センター

主

催： 特許庁、内閣府沖縄総合事務局

後

援： 沖縄県、石垣市、竹富町、与那国町、うるま市、
（一社）日本知的財産協会、日本弁理士会、日本弁護士連合会、

共

事前申込制

催： INPIT（（独）工業所有権情報・研修館）

弁護士知財ネット、
（独）中小企業基盤整備機構、日本弁理士会九州会、沖縄県商工会議所連合会、

沖縄県商工会連合会、
（公社）沖縄県工業連合会、
（公財）沖縄県産業振興公社、沖縄県中小企業団体中央会、

沖縄県中小企業家同友会、
（一社）沖縄県経営者協会、
（一社）沖縄県発明協会、八重山ビジターズビューロー、
石垣市観光交流協会、竹富町観光協会、与那国町観光協会、沖縄県工業技術センター

知財のミカタ

知財のミカタ〜巡回特許庁〜
イベントプログラム

in 八重山

知財は自分には関係ないと思ってい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、

メインセッション

何でも相談
コーナー

 式会社ユーグレナにおける八重山地域での
株
事業展開のこれまでとこれから

13:30

（五十音順）

13:30 ～ 15:00

意匠法改正セミナー
基調講演

ミニセッション

特許庁 審査第一部 意匠課 企画調査班

メインセッション

※プログラムは予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

何でも相談
コーナー

こ
 れからの沖縄地域における市場創出のための知的財産活用戦略について

システム・インテグレーション株式会社 代表取締役社長
 本弁理士会併催イベント
A-1 日

15:15 ～ 16:45

石井 里菜

13:30

16:45

多喜 義彦 氏

個別セッション

知的財産の活用事例について

モデレータ：多喜 義彦 氏
パネリスト：沖縄工業高等専門学校 副校長（研究・産学連携担当）／株式会社シルクルネッサンス 代表取締役
株式会社沖縄ＴＬＯ 代表取締役 玉城 昇 氏
日本弁理士会九州会 幹事 本堂 裕司 氏
株式会社ミヤギパッケージ 取締役／企画開発部 部長 森 武司 氏

伊東 昌章 氏
（五十音順）

お申込みは不要です。

ぺんぎん あいり 氏

イベントプログラム

お気軽にお越しください。

お気軽にお越しください。

A-1 日
 本弁理士会併催イベント
八重山地域のブランド構築に向けたディスカッション

お申込みは不要です。

株式会社ユーグレナ 経営戦略部 法務知財課 課長／博士（農学）／弁理士 嵐田 亮 氏

モデレータ：合同会社ブランドスケープ 代表 井上 俊彦 氏
パネリスト：日本弁理士会九州会 副会長 大久保 秀人 氏
有限会社ペンギン食堂 取締役／株式会社石垣ペンギン 代表取締役

12:45 ～ 13:15

16:45

個別セッション

15:15 ～ 16:45

in うるま

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！

～

13:30 ～ 15:00

知財のミカタ〜巡回特許庁〜

知財は自分には関係ないと思ってい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！

基調講演

令和元年度

～

令和元年度

※プログラムは予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

メインセッション 13：30〜15：00
基調講演

無料

要申込

定員30名

メインセッション 13：30〜15：00
基調講演

無料

定員40名

株式会社ユーグレナにおける八重山地域での事業展開のこれまでとこれから

これからの沖縄地域における市場創出のための知的財産活用戦略について

株式会社ユーグレナは、これまで八重山地域と深い関係を築いてこられました。ここでは、知的財産活動に取り組まれてきた同社の嵐田亮氏よ
り、同社の事業と八重山地域の結びつきや、八重山地域への思い、そしてこれからの八重山地域での事業の展望について、特許権や商標権の
活用の話を交えながら講演いたします。

これからのビジネスにおいては、産業分野を超えた企業の連携を通じた相乗効果によって、新市場を創出することが重要になってきます。ここでは、沖縄地域において新市場
を創出していくための企業連携の可能性と、そこでの知的財産の活用の重要性について、日本全国の様々な企業・事業の開発を支援されてきた多喜義彦氏が講演いたします。

対象者

  地域の行政機関、支援機関、商工団体、業界団体、地域の観光関係事業者、同関係機関、地域の店舗、事業者 等

対象者

2008年東京大学農学生命科学研究科博士課程修了。2008年株式会社ユーグレナ入社。研究開発職として約10年間バイオ燃料開発業務に従事。2011年弁理士登録。2018年より現職。現在は知的
財産管理業務、契約書確認業務を担当。

個別セッション 15：15〜16：45
A-1

対象者

無料

要申込

定員20名 パネルディスカッション

日本弁理士会併催イベント

  地域の行政機関、支援機関、商工団体、業界団体、地域の観光関係事業者、同関係機関、地域の店舗、事業者 等

モデレータ： 合同会社ブランドスケープ 代表／内閣府クールジャパン地域プロデューサー／特許庁 地域団体商標海外展開支援事業 ブランドプロデューサー 井上 俊彦 氏

何でも相談コーナー

13：30〜16：45



● 新しい技術を開発したけれど、これで特許はとれるの？意匠は？
● 新しい商品・サービスのネーミングを相談したい
● 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？

ぺんぎん あいり 氏

無料

個別セッション 15：15〜16：45

申込不要

こんな疑問やお悩みに、特許庁職員がお答えします。お気軽にご相談ください！

※相談は先着順で受け付けます。 ※相談時間は 30分程度です。※秘密厳守

秘密厳守

対象者

無料

要申込

定員40名 パネルディスカッション

日本弁理士会併催イベント

これからの八重山地域の発展に向けて、八重山地域全体でのブランド作りが期待されます。ここでは、知財専門家、ブランド専門家及び八重山地域の事業者から、八重山地域
内外でのブランド作りの事例と、これからの八重山地域でのブランド作りのポイントについてディスカッションを行います。

多喜 義彦 氏

大学在学中の 1970年、開発設計の受注を契機に創業する。1988年システム･インテグレーション株式会社を設立し､ 代表取締役に就任。現在40数社の技術顧問として、ものづくりにおける技術支援
や応用の提案を中心に、事業の枠組みから製品の仕様、販売プランまで総合的に手がけ、アライアンス支援も行う。開発実績は 3000件を超え、現在までに約1000社（グループ企業含む）に及ぶ企業
の技術的な支援に関わってきた。そのほか、新しいビジネスを開発できる人材育成講座を全国で開催。

A-1

八重山地域のブランド構築に向けたディスカッション

パネリスト： 日本弁理士会九州会 副会長 大久保 秀人 氏
有限会社ペンギン食堂 取締役／株式会社石垣ペンギン 代表取締役

  うるま市州崎地域の製造業等企業、うるま市内インキュベーション施設に居住するバイオ関連企業 等

システム・インテグレーション株式会社 代表取締役社長

株式会社ユーグレナ 経営戦略部 法務知財課 課長／博士（農学）／弁理士 嵐田 亮 氏

要申込

知的財産の活用事例について

  うるま市州崎地域の製造業等企業、うるま市内インキュベーション施設に居住するバイオ関連企業 等

沖縄地域においても知的財産を活用した連携体制構築や海外展開推進によって新市場を創出しようとする動きが進んでいます。ここでは、教育・研究機関と企業との連
携やアイデアを生かした海外展開についての事例を、そこで知的財産がどのように活用されたのかを合わせて、紹介いたします。

モデレータ： システム・インテグレーション株式会社 代表取締役社長

多喜 義彦 氏

パネリスト： 沖縄工業高等専門学校 副校長（研究・産学連携担当）／株式会社シルクルネッサンス 代表取締役 伊東 昌章 氏
株式会社沖縄ＴＬＯ 代表取締役 玉城 昇 氏、日本弁理士会九州会 幹事 本堂 裕司 氏、株式会社ミヤギパッケージ 取締役／企画開発部 部長 森 武司 氏

ミニセッション

12：45〜13：15

意匠法改正セミナー 定員20名

無料

要申込

近年、デザインを活用して、イノベーション力
やブランド力を向上させる企業が増えていま
す。こうした企業活動の成果である画像デザ
イン、建築物の内・外装デザイン、一貫した
コンセプトに基づく群のデザインなどをきちんと保護できるように、意匠法が改
正され、令和元年5月17日に公布されましたので、簡単にご紹介いたします。
特許庁 審査第一部 意匠課 企画調査班 石井 里菜

何でも相談コーナー



13：30〜16：45

無料

申込不要

秘密厳守

● 新しい技術を開発したけれど、これで特許はとれるの？意匠は？
● 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）を相談したい！
● 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？
こんな疑問やお悩みに、INPIT 沖縄県知財総合支援窓口の支援担当者や沖縄県よろず支
援拠点のコーディネーター、特許庁職員がお答えします。お気軽にご相談ください！

※相談は先着順で受け付けます。 ※相談時間は 30分程度です。※秘密厳守

