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【１】地域団体商標カードの作成について（INPIT） 
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INPIT では、「地団カード（地域団体商標カード）」を試行的に作成・配布してお 

り、地団カードの作成を希望する団体を募集しています。 

この地団カードはカード収集愛好家などの一般消費者（知財とは関連の薄い層） 

へ訴求する広報活動として、地域団体商標の対象産品や団体等の知名度向上（ブ 

ランド構築）にも寄与することを目的としています。 

 

対象 ：地域団体商標権を取得している団体 

締切り：11/30（火）（必着） 

作成数：20 団体程度（1 団体あたり 2,500 枚程度） 

 

▽今回の募集の詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.inpit.go.jp/chidan-card/apply.html 
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【２】IP ePlat（INPIT 知的財産オンライン学習ツール）利用不可日のご案内 

  （INPIT） 
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このたび、新サーバへの切り替えメンテナンスを行うため、下記の日程におきま 

しては、IP ePlat をご利用いただけません。 

・日時：11 月 27 日（土） 9:00～13:00 

 

ご不便をおかけし、申し訳ございません。 

ご了承のほど、よろしくお願いいたします。 

■…━…━…━…━…━…━…━イベント情報━…━…━…━…━…━…━…■  

イベント情報については、以下の中国地域知的財産戦略本部 HP のイベントカレン 

ダーを随時更新しておりますので、こちらもご活用ください。 

  

▽中国地域知的財産戦略本部 HP イベントカレンダー▽ 

https://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/event/index.html 
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【３】「第 2 回 つながる特許庁 in 津」、「第 3 回 つながる特許庁 in 長岡」 

       開催のお知らせ（特許庁） 
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特許庁は、日本各地を訪問し地域の皆様と直接つながることにより知財を身近に 

感じていただき、また地域と全国をつなげることで各地の知財の取組を全国へ発 

信するイベント「つながる特許庁」を、全国 6 都市で順次開催しています。 

開催地域における知財の先進的な取組事例をご紹介するほか、各分野の第一線で 

活躍している専門家等を講師に迎え、知財の気づきとなるセミナーを行います。 

現地でのイベントの様子は、全国にも YouTube Live でオンライン配信しますので、 

開催地域以外の方も是非ご視聴ください！ 

 

12 月は、以下 2 都市で開催します。 

＜第 2 回 つながる特許庁 in 津＞ 

開催日時：12/14（火）13:00～17:20 

開催場所：ホテルグリーンパーク津 6 階 伊勢（三重県津市羽所町 700） 

 

＜第 3 回 つながる特許庁 in 長岡＞ 

開催日時：12/24（金）13:00～17:00（予定） 

開催場所：長岡グランドホテル（新潟県長岡市東坂之上町 1 丁目 2-1） 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://tsunagaru-jpo2021.go.jp/ 
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【４】シンポジウム「グローバルな時代におけるイノベーション」  

   オンライン開催のお知らせ（WIPO 日本事務所） 
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WIPO 日本事務所は、WIPO ジュネーブ本部の知財ビジネス部門との共催により、 

中小企業・スタートアップ企業に向けたオンライン・シンポジウムを開催します。 

本シンポジウムでは、イノベーション・サイクルを通して知財管理を行うための 



ツールや戦略を紹介しつつ、国内外の有識者や関係者の皆様にもご参加をいただ 

き、グローバルな競争力強化、オープン・イノベーション、SDGs 等の視点から、 

ビジネス戦略や事業展開に資する知的財産の役割について、多くの事例も交え議 

論を行います。 

この機会が、日本のみならず、世界の中小企業やスタートアップ企業の皆様の知 

的財産戦略やイノベーション戦略、知的財産管理の発展の一助となれば幸いです。 

 

開催期間：12/2（木）～12/3（金） 

開催形式：オンライン 

開催言語：日本語・英語（同時通訳） 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.wipo.int/sme/ja/news/2021/news_0005.html 
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【５】「知的財産判例セミナー 第 16 回」開催のお知らせ 

   （山口大学 大学研究推進機構知的財産センター） 
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近年の R&D 活動では、国や所属の違う研究者による共同研究の増加や人工知能技 

術の導入など発明の創作は多様な時代となっています。 

本セミナーでは、このような構図に対処する上で、学説や近時の判例をふまえて、 

国際調和の観点から発明者認定について検討します。 

 

開催日時：12/3（金）16:10～17:40 

開催形式：オンライン（申込後ご招待） 

登壇者 ：大阪大学知的基盤総合センター特任助教 吉田 悦子 氏 

申込締切：12/2（木） 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/?p=5191 
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【６】「第 1 回 岡山大学知財フォーラム」開催のお知らせ 

     （岡山大学 研究推進機構 知的財産本部） 
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研究や教育活動の結果、得られた知的財産を有効に活用することは、岡山大学が 

目指す「研究 ・教育 ・社会貢献」に不可欠な要素です。 

産学連携・知的財産本部では、これらのスキルを得ることを目的として、「第 1 

回知財フォーラム」を開催します。 

 

開催日時：12/13（月）13:00～15:10 

開催形式：オンライン（Zoom ウェビナー） 

参加費 ：無料 

講師  ：第 1 部「地域発ヒット商品の『生み出し方』と『伝え方』」 



     サイバー大学  IT 総合学部教授 

    （商品企画論、地域マーケティング論） 

     北村 森 氏 

     第 2 部「知的財産権の歴史 ～ガリレオから AI へ～」 

     INPIT 岡山県知財総合支援窓口 

     青木 高志 氏・美甘ゆき 氏 

      

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/shakaijin/chizaiforum/ 
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【７】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 
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*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

企業や個人の皆様が「知的財産」に対する興味・関心を持つとともに、知識を深 

めるきっかけにしていただくことを目的に、「知的財産」に関するコラムの連載を 

しています。最前線でご活躍される弁理士の方々によるホットな情報をお届けし 

ていますので、お楽しみください。 

（日本弁理士会 中国会にご協力いただき、月 2 回程度配信予定です。） 

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 
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□■□ 「商品・役務の区分」              ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃ 

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 C.D                ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 商標出願の際、願書には、登録を受けたい商標と、商標を使用する商品・役務 

を記載する必要があります。商品と役務は、45 の区分に分類されており、どの区 

分に該当するかは、「類似商品・役務審査基準」を参照することによって確認で 

きるのですが、この「類似商品・役務審査基準」は、商品・役務が別の区分へ移 

行されたり、新しい商品・役務が追加されたりといった改訂が毎年のようにある 

ため、出願の前には必ず最新の審査基準を確認することが重要です。 

 例えば、2020 年１月の改訂では、それまで第 30 類「菓子」として取り扱って 

いた商品の一部が第 29 類へ移行して、以下のように分かれました。 

第 29 類：菓子（果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものに限る。） 

第 30 類：菓子（果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものを除く。） 

 「果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものに限る。」という字面だけを 

見ると、主な原料が小豆である「羊羹」は第 29 類のように思えてしまいますが、 

「羊羹」は第 30 類に該当するので要注意です。特許庁によると、考え方としては、 

「主として、果物、野菜、豆類又はナッツを主たる材料とし、それらの根本的な 

性質を変えない程度の煎る、煮る、焼く、揚げる等の加工及び調味をしてなる商 

品が、第 29 類の「菓子（果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものに限る。）」 

に該当します。」とのこと。例えば、第 29 類の甘納豆と第 30 類の羊羹、第 29 類の 

焼きりんごと第 30 類のアップルパイを比較すると理解しやすいかもしれませんね。 



 私はこの改訂の後しばらくの間、スーパーやコンビニのお菓子売り場を通るた 

びに、「これは 29 類、これは 30 類だな。」などとブツブツ呟きながら判別してし 

まうという深刻な職業病を発症してしまいました。 
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