
知財エクステンションスクール
～気軽に学ぶ、多彩なプログラム～

平成27年度の知財エクステンションスクールは、成功企業の事例や著作権
など多彩なメニューを取り入れ、更に皆様の知的財産の活用を応援します。
初めて参加する企業様、また過去に参加はしたが、さらに理解を深めたい企
業様の経営者・担当者の皆様の参加をお待ちしております。

お問合せ
（実施期間）一般社団法人 沖縄県発明協会
〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎12－2 沖縄県工業技術センター内
mail: j-miyakawa@okinawa-jiii.jp URL: http://www.okinawa-jiii.jp
>> 電 話 098-921-2666 ＦＡＸ 098-921-2672
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多彩な講師陣と旬のテーマがみなさんを待っています。

大久保秀人
弁理士

有吉修一朗
弁理士

四宮 隆史弁護士

何連明
外国法事務
弁護士

土生哲也弁理士

内閣府沖縄総合事務局委託
平成27年度知的財産普及啓発事業

永田 宙郷
(EXS Inc.代表)

中村はる美
(株)レイ企画

森智香子弁理士

赤嶺 かおり(崩芽)



①知財（特許）コース

～成功・失敗事例にみる特許の活かし方～

②知財(意匠・商標)コース ～知財は会社を救う～

初級

県内外の特許などの活用事例を
紹介しながら、専門家とともに皆様
の会社における知財活用方法を学
びます。

自社で特許を取るのみならず、特
許以外の方法による保護や他社
の特許活用にも触れます。

県内では商標出願数が多いものの、
ブランド作りに活かせているのはまだ
一部の企業です。

県内企業の成功例や伝統産品の
活かし方を紹介し、専門家とともに
学びます。

回
数

タイトル 講師 日時 会場

1
成功事例・失敗事例
～特許を利用した事業
戦略～

大久保秀人弁理士
(えるだ法律特許事務所）
(株)レイ企画 代表取締役 中村はる
美(染毛剤の商品開発事例について)

2015年8月05日 (水)
13:30～16:30

沖縄産業支援センター
研修室(中) : 305

2
知財のシゴト
～知財担当者って何す
るの？～

筒井宣圭弁理士
(有吉国際特許事務所）
県内酒造会社ご担当者
(社内の取組について)

2015年8月14日 (金)
13:30～16:30

沖縄産業支援センター
会議室(大) : 303

3
特許だけじゃない！
～ノウハウ・営業秘密管理
～

山口健司弁護士・弁理士
(青和特許法律事務所)

2015年9月02日 (水)
13:30～16:30

沖縄産業支援センター
研修室(中) : 304

４
大手企業・大学の特許
を使ってみる！

埼玉県産業技術総合センター
副センター長 鈴木康之
琉球大学 機械システム工学科
柴田信一教授(大学と企業の共同研究につ
いて）

2015年9月17日 (木 )
13:30～16:30

沖縄産業支援センター
会議室(大) : 303

回
数

タイトル 講師 日時 会場

1
成功事例・失敗事例
～商標を利用した事業
戦略～

有吉修一朗弁理士
(有吉国際特許事務所）
(株)オキネシア 代表取締役 金城幸隆
様(商品開発事例について)

2015年08月13日 (木)  
13:30～16:30

沖縄産業支援センター
会議室(大) : 303

2
知財は会社を救う
～商品開発と知財～

大久保秀人弁理士
農業生産法人（合）崩芽
赤嶺 かおり(商品開発事例について)

2015年08月24日 (月)  
13:30～16:30

沖縄産業支援センター
会議室(大) : 302 

3
知財は会社を救う
～意匠権の賢い使い方
～

飯田昭夫弁理士
(いいだ特許事務所)

2015年09月10日(木)  
13:30～16:30

沖縄産業支援センター
会議室(小) : 306

4
伝統産品のブランディング
ワークショップ

永田 宙郷
(EXS Inc.代表)
※伝統工芸と現代の雑貨のコラボ等を
得意とする講師です。

2015年09月24日 (木)  
13:30～16:30

沖縄産業支援センター
研修室(中): 305

～見つけた、私の知財～2015年夏

大久保秀人弁理士 山口健司弁理士

有吉修一朗弁理士

初級

飯田昭夫
弁理士



⑤著作権管理セミナー

～引用と盗用の区別、できますか？～

④海外知財セミナー ～どうする中国ビジネス～

中級

中級

全国的な地域ブランドを築いた「博多
あまおう」の事例を参考に、ブランド化
のための制度や手法を学びます。全
国的知名度を獲得している団体の事
例、また森智香子弁理士、農水省ご
担当者のお話を聞きます。

日時：2015年12月2日(水) 13:30～16:30
講師：
・JA全農ふくれんご担当者様
・森智香子弁理士(Sun East知的財産事務所
所長)
・農林水産省ご担当者(地理的表示制度について)
会場：沖縄産業支援センター会議室(大):302

③知財活用ビジネスプランコース

～あなたの会社を知財の力で活性化～

中級

新事業、企業に必要なのはまず資
金。貴社の強みを「知財」として見
える化して会社を活性化、金融機
関や取引先にPRする方法を

学びます。講師はこの分野第一人
者の土生哲也弁理士。
第1回は金融機関向け講座、第2
回が企業向けとなります。

⑥地域ブランド化セミナー

～「あまおう」に学ぶ沖縄ブランドの作り方～

初級

回
数

タイトル 講師 日時 会場

1
(金融機関対象)
・企業における知財の意義と価値
評価

土生哲也弁理士
銀行担当者より取組事
例の紹介

2015年8月21日(金)
14:00~16:00

沖縄県銀行協会
会議室

2

（企業向け）
知財活用によるビジネスプラン
①自社の知財を把握する
②ビジネスプランのまとめ

土生哲也弁理士
2015年9月28日 (月）
13:30～16:30

沖縄産業支援セン
ター会議室(大)：

302

他人の写真、イラストや映像を使うに
は、どのような方法や制約があるのか。
著作権の基礎及び実務的な契約に
ついて、この分野第一人者の四宮隆
史弁護士から学びます。

日時：2015年10月1日(木) 13:30～15:30
講師：
Ｅ＆Ｒ総合法律会計事務所
代表弁護士 四宮 隆史
会場：浦添市産業振興センター・結の街3F中研修室

アジアへ輸出を考える県内企業にとって、
最も不安を感じる展開先は中国かもしれ
ません。何連明弁理士より現地の知財
事情を、合せてWIPOの担当者より中国
における有効な商標の取得方法（商標
の国際登録制度の活用）について紹介
します。

日時：2015年9月3日(木) 13:30～16:30
講師：
・TMI総合法律事務所
何連明外国法事務弁護士
・世界知的所有権機関（WIPO) コンサルタント
大塚正俊
会場：沖縄総合事務局10F会議室

～きっとみつかる貴社の知財～ 2015年秋・冬

四宮 隆史弁護士

何連明
外国法

事務弁護士

土生哲也弁理士

森智香子
弁理士

大塚正俊
コンサルタント

博多
あまおう



お問合せ
一般社団法人 沖縄県発明協会
>> 〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎12－2 沖縄県工業技術センター内
>> mail: j-miyakawa@okinawa-jiii.jp URL: http://www.okinawa-
jiii.jp
>> 電 話 098-921-2666 ＦＡＸ 098-921-2672

お申込方法 ＦＡＸ０９８－９２１－２６７２
このページを切り取りファックス頂くか、沖縄県発明協会ウェブサイトから、セミナーの申込
画面で、下記必要事項（①～④は必須項目）をご記入の上、お申し込みください。
①貴社名 ②住所 ③電話・FAX ④連絡担当者氏名（ふりがな）、所属部署・役職、メールアドレス ⑤セミナー参加者

氏名（ふりがな）、所属部署・役職、⑤メールアドレス
※受講したいセミナーを選択してください。複数のセミナーに参加ご希望の方は、セミナーごとにお申込みください。
※定員になり次第、申込を締切ります。

参加希望のセミナーに○

①知財（特許）コース ～成功・失敗事例にみる特許の活かし方～ 定員

2015年8月5日(水) 成功事例・失敗事例 ～特許を利用した事業戦略～ 20

2015年8月14日 (金) 知財のシゴト ～知財担当者って何するの？～ 20

2015年9月2日 (水) 特許だけじゃない！ ～ノウハウ・営業秘密管理～ 20

2015年9月17日(木) 大手企業・大学の特許を使ってみる！ 20

②知財(意匠・商標)コース ～知財は会社を救う～

2015年8月13日(木) 成功事例・失敗事例 ～意匠商標を利用した事業戦略～ 20

2015年8月24日(月) 知財は会社を救う ～商品開発と知財～ 20

2015年9月10日(木) 知財は会社を救う ～意匠権の賢い使い方～ 20

2015年09月24日 (木) 伝統産品のブランディングワークショップ 20

③知財活用ビジネスプランコース ～あなたの会社を知財の力で活性化～

2015年8月21日(金) (金融機関対象) 企業における知財の意義と価値評価 20

2015年9月28日(月)  知財活用によるビジネスプラン（企業向け） 20

2015年9月3日(木) ④海外知財セミナー ～どうする中国ビジネス～ 20

2015年10月1日(木) ⑤著作権管理セミナー ～引用と盗用の区別、できますか？～ 20

2015年12月2日(水) ⑥地域ブランド化セミナー ～「あまおう」に学ぶ沖縄ブランドの作り方～ 20

必要事項をご記入ください

①貴社名

②住所

③電話・FAX 

④セミナー参加者氏名 部署・役職 氏名

⑤メールアドレス

予約
受付中


