
※ INPITは「いんぴっと」と読みます

■■■■■■■■ 開設日時■■■■■■■■

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

支援担当者
（ 相 談 員 ）

予約不要

知的財産権全般に対する相談
９：００～１２：００ １３：００～１７：３０

受付手続の終わった方から順に、ご案内します。

専門家 ※1

（弁理士・弁護士）

要 予 約

配置なし

意匠
商標

特許
実用新案

意匠
商標

弁護士 ※2

１３：００～１７：００

※1 専門家との相談をご希望の方は、下記電話番号にてご予約ください。

※2 弁護士の相談は、第２、第４金曜日のみの対応となります。

※3 電子出願端末機器の利用をご希望の場合も必ず事前にご予約ください。

平日の９時～１７時３０分 （12時～13時は、昼休憩）

○受付時間は１７時までとなります。

○土曜、日曜、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）は、お休みです。

○ご相談の前に受付手続（ 「相談受付票」等のご記入）が有ります。

住所：八王子市旭町1-1

セレオ八王子北館 ９階

開設日：毎月第２水曜日 （予定）

時間：１３時～１６時

要予約： TEL 042-621-3550 

住所：東京都港区虎ノ門三丁目1番1号

虎の門三丁目ビルディング１階内

開設日：毎週月曜～金曜日

時間：9時-12時、13時-17時30分（受付17時迄）

TEL 03-6424-5081 TEL 03-6273-3332

住所：板橋区板橋２－６５－６

開設日：毎月第１水曜日（予定）

時間：１０時～１６時

要予約： TEL 03-3579-2172

住所：足立区千住１-５-７

開設日：毎月第４水曜日（予定）

時間：１０時～１６時

予約： TEL 03-3870-1221

※ 足立区内で創業検討中、

または同区内で事業を営む方のみご利用可

住所：東大和市桜が丘2-137-5

中小企業大学校東京校 東大和寮3階

開設日：毎月第２木曜日（予定）

時間：14時～17時 予約： TEL 03-3502-5521

現場で設備を確認しながら相談したい等の場合は

お問い合わせください。
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セレオ八王子 北館

北口

国道20号線

JR八王子駅
至高尾 至立川・新宿

京王プラザ
ホテル

八王子TCビル

東急ストア
学園都市センター

TAMA協会

バス降車場

地下駐車場入口

八王子市新産業開発・
交流センター
（開発・交流プラザ）

京王
八王子駅

［住　所］八王子市旭町 1-1  セレオ八王子北館９階
［開設日］毎月第２水曜日（予定）
［時　間］13 時～ 16 時
［要予約］TEL 042-621-3550

92.7(w)×104.5(H)mm

東京都 知財総合支援窓口
虎の門三丁目ビルディング1階



■知的財産権制度の概要説明や新商品販売時の留意点

■特許、商標等の権利取得に必要な手続や、先行技術調査方法

■保有している知的財産権を活用した事業プラン策定サポート

■共同研究で留意すべき情報内容や、出してはならない自社技術の守り方

■海外での権利取得、模倣品対策、海外企業との取引時の注意点

■職務発明制度の説明や基本的な規程の考え方、社内規程策定アドバイス 等

■窓口へ来所のうえ、面談でのご相談

■不要（※電子出願端末機器の利用、専門家相談を

ご希望の場合は事前にご予約下さい。）

■無料（何回でも無料でご利用可能）

■支援時間の目安 窓口担当者…１案件当たり、概ね１時間

知財専門家…１件当たり、概ね４０～５０分

■窓口の来訪時間 当日の相談人数、相談時間等により相談できない場合もあります。

お早めにお越しください。

■支援後の最終判断 窓口担当者や知財専門家の支援後、その支援内容に基づき実行するか

否かは相談者の判断によるもので、窓口担当者、知財専門家、及び当

協会は法的責任を負うものではないことを予めご了承ください。

私たち支援担当者が、専門家と協働してお悩み解決をお手伝いします！

守川 修平 担当日:原則毎日 我妻 守男 担当日:不定期兼子 宏子 担当日:原則毎日 久保 行幸 担当日:不定期 金尾 良子 担当日:不定期 大仲 通弘 担当日:不定期

相談企業： Grace 様 https://art-grace.com/

相談内容： 独自技法により食品模型などを制作するクラフト教室、および

制作に用いるオリジナル材料の販売を行う中、従来技法に囚われず、自由に創作・普及活動を進めるため

の知的財産権取得を検討され、まずはクラフト及び作品群の名称を商標登録できないか相談されました。

支援内容： 従来クラフトと相談者の独自クラフトの違いを確認し、名称候補を共に

検討するうち、漠然としていたコンセプトが徐々に明確になりました。

また、知的財産の必要知識を説明しました。

その後、何度かの支援を経てご自身で出願書類を作成し、商標出願、登録。

更に、指導過程で開示せざるを得ない独自技法を特許取得すべきか、秘匿かの

検討を行い、専門家（弁理士）活用による出願書類の確認等支援の結果、ご自身

で特許出願され、特許取得されました。

出願を自ら行うことにより、独自技法の特徴を認識、表現可能となり、現在、全国的な

指導プログラムを企画され、推進されています。

相談企業： オギクボ開発株式会社 様 https://www.ogiqvo.com/

相談内容： 自社保有の特許に係るシステムと類似のシステムが

ネット上に公開されているのを発見し、対処方法を相談されました。

支援内容： 自社保有の特許、及びネット上の類似システムについて

説明を受け、それぞれを確認しました。また、侵害問題については、

専門家（弁護士）相談を勧めると同時に、類似システムの実施者の

所在調査を助言しました。

その後、専門家（弁護士）を交えた協議を行い、特許権の範囲と類似システムを比較し、抵触の可能性が高

いと判断。このような場合、相手方に特許の存在を知らせる必要があるため、ご自身で案文を作成し、専門家

（弁護士）による助言を経て警告状を発送した結果、相手方は抵触を認め、ソフトウェアを修正する旨の回答

を得て１ヶ月足らずで解決しました。

警告状を発送し保有権利を主張できたことにより、自社技術の特徴を更に熟考し、新たな市場の開拓を進めて

おられます。

ソフトウェア特許の権利行使食品模型の制作技法開発と事業化

マップ型デジタルサイネージシステム「FLOWMAP4D」

特許 商標 特許 契約 その他

さらに詳しい情報はWebで 知財総合支援窓口 東京都 検索

写真 A　作品例 「ネイキッドケーキ」

写真 B　作品例 「シフォンケーキ （ビオラの砂糖漬け）」


