
弁理士  春名 真徳 氏
（ユニアス国際特許事務所）
神戸大学大学院医学系研究科　保健学専攻　博士前期
課程修了。臨床検査技師及び弁理士の資格を取得し、
2010年からユニアス国際特許事務所にて執務。

琉球大学
工学部2号館 大会議室（13:00 開場・受付）

＜運営事務局＞　株式会社 近代美術
TEL. 098-889-3302  （担当／下地・友寄）
［10:00～17:00（月 - 金）土日祝祭日のぞく］

第 1部 : 講演「用途発明の基礎と権利化について」
第 2部 : 講演「商品マーケティングにおける
　　　　　　 様々なタイプの知財の活用について」
　　　　Q&Aとディスカッション
第 3部 : 知的財産の留意点について

食品開発に
合わせた
知財の活用法

講師紹介

講演プログラム

健康食品に関わる企業から出願が急増
している「用途特許」をテーマに、講師
に医薬品・食品・バイオテクノロジーを
専門分野とするユニアス特許事務所の
春名真徳先生をお招きし、特許だけで
はなく、商標・意匠を含めた知財権を複
合的に活用する戦略（知財権ミックス
戦略）について講演していただきます。
県内外の事例を基に活用戦略に役立
つ講座をお届けします。

日時

定員

申込
方法

問合せ

会場

内閣府 沖縄総合事務局 平成30年度 知的財産活用リレーセミナー事業

内閣府沖縄総合事務局委託 平成30年度 知的財産活用リレーセミナー事業

主催：内閣府沖縄総合事務局　　協力：株式会社 沖縄TLO

参加費
無料
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裏面の参加お申し込みフォームにご記入の上、
運営事務局宛FAX（098-889-4500）
にてお申し込みください。

但し、定員に達し次第締め切りとさせていただきます。



＜運営事務局＞　株式会社 近代美術
TEL. 098-889-3302  （担当／下地・友寄）
［10:00～17:00（月 - 金）土日祝祭日のぞく］

第1部  講演「知的財産権とは？ー基礎編ー」
第2部  県内外の活用事例と自社製品に活かすワークショップ

講演プログラム

日時

定員

問合せ

主催：内閣府沖縄総合事務局　　共催：名護市商工会

参加費
無料

内閣府 沖縄総合事務局　平成30年度 知的財産活用リレーセミナー事業

名護市産業支援センター
2階 中会議室

会場
（名護市大中 1-19-24）

申込
方法

（BS 国際特許事務所 所長）

講師:

1982年立命館大学理工学部機械工学科卒業後、
松下電器産業株式会社入社。
1988年に弁理士登録、ジーベック国際特許事務所入所。
1996年には島根県津和野町（旧日原町）の特許顧問に就任。
2007年にBS 国際特許事務所開設。2015年には博士号（農学）を
取得。知的財産に関わるさまざまな課題解決にあたっている。
沖縄でも定期的に相談窓口を設けている。

参加無料
みなさまお誘い合わせの上
お気軽にお申し込みください

知的財産の基本

弁理士  阿部 伸一氏

ものづくりや特産品開発に関わる事業主のみなさん必見！商標や意匠、特許など、知的財産取得の
必要性を感じながらも、まだ取り組めていない、どう使っていいかわからないなどの課題を抱えて
いませんか？今回のセミナーでは知的財産の基礎知識を分かりやすくお伝えし、県内外の活用事
例を多数紹介、地域ブランディング戦略に活かせる実践的なセミナーです。
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但し、定員に達し次第締め切りとさせていただきます。
裏面の参加お申し込みフォームにご記入の上、
運営事務局宛 FAX（098-889-4500）
にてお申し込みください。

沖縄県知財総合支援窓口の利用方法の御紹介
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内閣府 沖縄総合事務局
平成30年度 知的財産活用リレーセミナー事業

知的財産を活かした
地域特産品のブランディング

グローバル化していく沖縄で「知的財産」は無視できない！

「知的財産」と聞くと“難しそう”と感じる方も多いの
ではないでしょうか。
今回のセミナーでは、特許・商標・意匠などの県内・県
外の知的財産活用事例を基に、特産品商品に係る表
示の留意点やビジネス展開に於いての重要事項など、
実践的な活用法をワークショップ・個別相談対応で弁
理士が分かりやすくご紹介いたします。

参加費無料要事前申込定員 50名

特許権 商標権 意匠権

内閣府沖縄総合事務局委託 平成30年度 知的財産活用リレーセミナー事業
主催 内閣府沖縄総合事務局　　共催：石垣市商工会

知的財産を特産品に活かす！

第1部 地域特産品のブランディング
第2部 ディスカッションを交えた実践ワークショップ

講演プログラム

弁理士  木戸 基文氏
（木戸弁理士事務所）

講師:

江田島(広島)のみかん農家に生まれる。愛
媛大学大学院(農学)修了後、広島市役所で
農業指導・農産物ブランド化等を担当し、農
業・地域振興に詳しい。在職中に弁理士資格

を取得し上京、大手事務所での修行を経て独立。独立後は中小企業
を専門に特許・商標出願を行う他、特許庁等の中小企業関連の委
員・農林水産省「農業技術の匠」選定委員を歴任、公務員向けweb
教材の開発も手掛ける。分かりやすいセミナーで人気を集めている。

但し、定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

（13：00開場・受付）

＜運営事務局＞　株式会社 近代美術
TEL. 098-889-3302  （担当／下地・友寄）
［10:00～17:00（月 - 金）土日祝祭日のぞく］

参加費
無料

石垣市商工会 ２階ホール
（石垣市浜崎町 1-1-4）

日時

定員

問合せ

会場

申込
方法 裏面の参加お申し込みフォームにご記入の上、

運営事務局宛 FAX（098-889-4500）
にてお申し込みください。

会場MAP

新栄
公園

石垣市商工会

沖縄県知財総合支援窓口の利用方法の御紹介



12月5日
50名

水
13:30～16:30（13:00開場・受付）

＜運営事務局＞　株式会社 近代美術
TEL. 098-889-3302  （担当／下地・友寄）
［10:00～17:00（月-金）土日祝祭日のぞく］

第1部  講演「ものづくりと知的財産」
第2部  ディスカッションを交えた実践ワークショップ

講演プログラム

日時

定員

問合せ

締め切り：11/28（水）迄

主催：内閣府沖縄総合事務局　共催：沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター・沖縄バイオ産業振興センター

参加費
無料
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沖縄健康バイオテクノロジー
研究開発センター  研修室会場
（うるま市州崎12-75）

申込
方法 裏面の参加お申し込みフォームにご記入の上、

運営事務局宛 FAX（098-889-4500）にて
お申し込みください。

但し定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

多喜  義彦 氏
システム・インテグレーション株式会社
代表取締役社長

講師:

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）を
超える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義を全国で開催。

新規事業をお考えの方、商品開発に関わる方向けに、知的
財産の活用戦略について学ぶセミナーを開催します。商標
や意匠、特許など、企業が抱えている知財に関する課題を洗
い出し、それに対処する方法などを具体的に学びます。知的
財産を事業活性に活かすヒントを探すセミナーです。

内閣府 沖縄総合事務局  平成30年度 知的財産活用リレーセミナー事業

技術と市場ニーズの
マッチングを探る！
知財活用戦略セミナー

技術と市場ニーズの
マッチングを探る！
知財活用戦略セミナー
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▲至 北中城 至 勝連

▲

MEGA
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沖縄健康バイオテクノロジー
研究開発センター

県道33号線

沖縄県知財総合支援窓口の利用方法の御紹介



会社名 ※正式名称をご記入ください。

ご連絡担当者

参加者氏名（フリガナ）

（ ）

（ ）

（ ）

部署名・役職名

お名前 ：
TEL ：

FAX ：

E-mail ：

所在地（〒　　　　－ ）

※送付状は不要です。そのまま、ご送信ください。

参加お申込みフォーム

申込先 FAX098-889-4500

内閣府沖縄総合事務局委託 平成30年度 知的財産活用リレーセミナー事業
主催：内閣府沖縄総合事務局　〈運営事務局〉 株式会社 近代美術

〈運営事務局〉 株式会社 近代美術  FAX098-889-4500
TEL.098-889-3302（下地・友寄） ［10：00～17：00（月～金）土日祝祭日のぞく］

【参加無料】 定員各50名
内閣府沖縄総合事務局委託
平成30年度 知的財産活用リレーセミナー事業

技術と市場ニーズのマッチングを探る！ 知財活用戦略セミナー
うるま市/沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター 研修室

デザイン・商品企画に活かせる！ 知っておくべき知的財産の活用方法
11/14（水）13：30 ～16：30 那覇市/沖縄産業支援センター3F 大ホール

参加

11/21（水） 13：30～16：30

（水） 13：30～16：30

事業主が知っておくべき知的財産の基本
名護市/名護市産業支援センター 2階  中会議室

11/27

12/5

（火）13：30～16：30
知的財産を活かした地域特産品のブランディング

石垣市/石垣市商工会 ２階ホール

11/16（金）13：30～16：30 西原町/琉球大学工学部2号館 大会議室（２F）
沖縄における「機能性表示食品」と「用途特許」の活用戦略について

1

2

3

4

5

参加

参加

参加

参加

終了しました
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