平成 29年 度

戦略的畑財 マネジメント促進事業
知的財産 セミナーのご案内
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知的財産 は「特許権」、「商標権」だけではなく、創意工夫をして生まれる
自社 の強 みであ りどの会社 にも存在 します。皆様の会社では新 しい商品や
サ ービス を開発 したが、思 うように売れない といったお悩 みはあ りません
か ? 売れない理由は、その商品の強みである 「知的財産」を顧客 にうまく
伝 えられていないからかもしれません。
この知財経営塾 では、全 4回 のカ リキ ュラムで 自社 の強み =「 知的財産」
を見える化 し、それがさまざまな方 向 にもたらす効果 を学ぶとともに、いか
にそれを経営 に活 か していくかを学んでいただきます。
デ

定員 5社 程度
お申込み多数の場合は、主催 者 にて受講選考を行 います。
※4回 のカ リキ ュラム全て参加できることを必須条件 と します。
※開催期間中に講師が参加企業を訪問 し、ビジネスプラン作成支援等を行 います。

事前中込嗣

セミナープログラム

<第 1回 >開 催 日時 :平 成 30年 1月 18日

(木 )15:00〜

17:00(受 付 14:30〜 )

会場 :大 宮ソニ ックシティ 501会 議室 さいたま市大宮区桜木町 1‑7‑5

『自社 の経営課題 に有効 な知的財産 のはたらき』
先進企業 の事例や、仮想のケーススタディで、基本的な考 え方を整理したうえで、
自社が知財活動 に取り組む目的について考えます。

<第 2回 >開 催 日時 :平 成 30年 2月 6日

(火 )15:00〜

講師 :土 生

17:00(受 付 14:30〜

哲也 氏

)

会場 :大 宮ソニ ックシティ 501会 議室 さいたま市大宮区桜木町 1‑7‑5

『自社 の強みを活 か した様 々な知財活動 のあ り方』
様々な事例紹介やグループワーク等を基に、自社の強みを活かした様々な知財活動への
取り組みのあり方について学びます。

く第 3回 >開 催日時 :平 成 30年 2月 23日

(金 )15:00〜

会場 :大 宮 ソニ ックシティ 501会 議室

講師 :木 戸 基文 氏

17:00(受 付 14:30〜 )

さいたま市大宮区桜木町 1‑7‑5

『知的財産 を活 か した ビジネスプラ ンの作成 にむけて』
具体的な事例をもとに自社の強みである知的財産の経営への活かし方について検討し、
最終回の発表に向けた整理を行います。

<第 4回 >開 催日時 :平 成 30年 3月 9日
会場 :大 宮 ソニ ックンティ

(金 )

501会 議室

講師 :木 戸 基文 氏

14:00〜 17:00(受 付 13:30〜 )
さいたま市大宮区桜木町 1‑7‑5

『知的財産を活か したビジネスプラ ンの発表・意見交換』
第 3回 までの講座を踏まえ、受講者に知財=「 自社の強み」を活かした課題解決の方策、
ビジネスプランを発表いただき、塾生同士の意見交換や講師のコメントで理解を深めます。

講師:土 生 哲也 氏
木戸 基文 氏

主 催 :広 域関東固知的財産戦略本部 (関 東経済産業局)・ 特許庁・ 埼玉縣信用金庫
実施機関 :一 般社団法人発明推進協会

語 師 紹 介

土生

哲也

(は

ぶてっや)氏

土生特許事務所

弁理士

日本開発銀行 (現 日本政策投資銀行 )入 行。同行新規事業支援室 の開設 スタッフとなり、ベ ンチャー
向け融資知的財産権担保融資制度 の立上げを行う。 1998年 から2001年 まで、新規事業投資lttl(政 府系 ベ ンチャー
キャピタル)に 出向し、ベ ンチャー投資 を担当。計 6年 半 に渡り、ベ ンチャーファイナンスに携わり、中小企業の実情
にも精通 している。
また、特許庁や各地域 の経済産業局 の中小企業 向け知財戦略支援事業 において、委員を歴 任、主に先進事例
調査のとりまとめを担当し、知 的財産 という切り国からの中小企 業支援 のあり方を提言している。
また、数 々の 中小企業 の知財支援活動 に直接携わった経験 を基 に、全 国各地 で知財 による中小 企 業経営 の活性
化 をテーマとした多数 の講演実績有り。金融機関関係者や、中小企業経営者 から好評を博 している。
長年 に渡り、経営戦略に資する知財活動の観点から各種 の 中小企 業支援 に携わってきた功 績 により、平成 29年
度知財功労賞 経済産業大 臣表彰を受賞。
著書 に、「 経営 に効く7つ の知財力」 (発 明推進協会 )、 「元気 な中小 企 業 はここが違う!〜 知的財産で引き出す会
社 の底力〜」 (金 融財政事情研究会 )他 。

1989年

木戸 基文

(き

どもとふみ)氏

木戸弁理 士事務所

弁理 士

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、植物公園の運営 ・企 画 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 る。セミナーが分かり
やす いと人気を集めている。

お申し込み

下記 の 申込書 に必要事項 を ご記入 の上、
営業担当者 も しくは店頭窓 口に参加 申込書 をお渡 しください。

平成 29年 度戦略的知財 マネジメン ト促達事業
「知財経営塾〜 自社の強みを活かす ビジネスプラン作成 〜」
参加 申込書
埼玉縣信用金庫

営業企画部

行
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年
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※ご記入いただいた個人情報 は、主催者 において今回のセ ミナーにかかる事務処理、今後のセ ミナー等のご案内 (DM、 メールマガジン等)以 外 には利用 いたしません。
また、承詰なく第二者に提供することはありません。
※申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断 りさせていただきます。

