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1.【地域団体商標登録】青森県藤崎町「ときわにんにく」 
 
東北地域においては 58 件目、青森県の地域団体商標としては 13 件目の登録です。青森県のにん
にくは、「たっこにんにく」「青森の黒にんにく」が既に地域団体商標に登録されています。 
にんにく生産が盛んな県として PR 効果が高まることを期待します。 
 
権利者：津軽みらい農業協同組合 
登録日：2022 年 2 月 28 日（商標第 6519597 号） 
https://www.tohoku.meti.go.jp/2004_tokkyo/topics/pdf/220324.pdf 
 
また、特許庁が「地域団体商標ガイドブック；カタログ編 2022」を発行しました。2021 年 12
月末時点の地域団体商標を掲載しています。 
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/tiikibrand.html 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2.「おいしい東北パッケージデザイン展」アーカイブサイトが出来ました 
 
2014 年度の初開催以来、おいしい東北パッケージデザイン展に参加していただいた商品の情報
を集めたアーカイブサイトができました。実用化商品の購入先等も案内していますので、是非御

https://www.tohoku.meti.go.jp/2004_tokkyo/topics/pdf/220324.pdf
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覧ください。 
https://www.tohoku.meti.go.jp/2004_tokkyo/topics/220328.html 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. 地域団体商標「秋田由利牛」クラウドファンディング挑戦 
 
知的財産室は「秋田由利牛」のリブランディング支援を行っています。新たな取組としてクラウ
ドファンディングに挑戦し、秋田由利牛振興協議会はその思いを伝える動画を YouTube に公開
しました。是非御視聴ください。 
 
YouTube 動画【和牛界の刺客 秋田由利牛】なぜ今、クラウドファンディングという挑戦をする
のか 
https://youtu.be/srDsJIHjFBM 
 
TOHOKU 地域ブランド展開のためのブランディング可能性調査事業「秋田由利牛まるごと味わい
尽くすプロジェクト」 
https://www.tohoku.meti.go.jp/2004_tokkyo/topics/pdf/220307.pdf 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4.【INPIT】宮城県知財総合支援窓口が移転します 
 
2022 年 4 月 1 日より、宮城県知財総合支援窓口の設置場所が変更します。連絡先も変わります
ので御注意ください。 
 
＜2022 年 3 月 31 日まで＞ 
仙台市青葉区中央 2-7-30 角川ビル 414 号 
＜2022 年 4 月 1 日より＞ 
仙台市泉区明通 2－2 宮城県産業技術総合センター内 
電話：022-725-6370 
https://www.tohoku.meti.go.jp/2004_tokkyo/topics/220324.html 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
5.「特許庁ステータスレポート 2022」を取りまとめました 
 
特許庁ステータスレポートは、最新の特許庁の統計情報及び政策の成果をいち早く発信すること
を目的として、作成しています。国内外への情報発信ツールとして活用するため、日本語と英語
を併記した構成としています。 
https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/2022/index.html 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
6.「みんなの意匠権 十人十色のつかいかた」を発行しました 
 
意匠制度の活用方法が 4 コマ漫画で分かるガイドブックです。特に、10 人の仮想人物による意匠
制度活用例を 4 コマ漫画で紹介するパート 2 は、意匠制度になじみのない方にとっても親しみや
すい内容となっています。 
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/info/minnano_ishoken.html 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
7.【特許及び実用新案】マルチマルチクレーム制限について 
 
2022 年 4 月 1 日より、特許出願及び実用新案登録出願において、マルチマルチクレームが認め
られなくなります。施行後に出願をする際は御注意ください。 
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【再掲】 
8. 特許庁広報誌「とっきょ Vol.52」“山形らしさ”をデザインに盛り込んだ山形新幹線「E8 系」 
https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/index.html 
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9.【特許庁】令和 3 年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ 
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/kaisei/2022_ryokinkaitei.html 
 
━━━━━━━・・・・・‥‥‥………  
◇補助金情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【再掲】 
1．成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech 事業) 
公募期間：2 月 25 日（金曜日）～4 月 21 日（木曜日）17 時 
https://www.tohoku.meti.go.jp/koho/koshin/kobo/2022/k220301001.html 
 
━━━━━━━・・・・・‥‥‥………  
◇オンラインセミナー 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1.【INPIT】（初級）知的財産権研修 
 
知的財産に関連する業務に従事する職員等（特に知財初学者）を主な対象に、その業務遂行に必
要な基礎知識を習得していただく研修です。 
 
研修期間：6 月 7 日（火曜日）～9 日（木曜日）（3 日間） 
研修方法：オンラインリアルタイム 
定員：約 40 名 
受講料：8,300 円（消費税込） 
申込期限：4 月 25 日（月曜日）15 時 まで（必着） 
詳細 https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/gyosei/syo/index.html 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【再掲】 
2.【INPIT】知的財産権制度説明会（実務者向け） 
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/chizai_setumeikai_jitsumu.html 
 
 
━━━━━━━・・・・・‥‥‥………  
◇新型コロナウイルス関連支援  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
経済産業省▼https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 
 
特許庁▼https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_shutsugan.html 
 
━━━━━━━・・・・・‥‥‥………  
◇プレスリリース  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
＜特許庁＞ 
★特許庁ステータスレポート 2022 を取りまとめました 
★意匠制度の活用方法が 4 コマ漫画で分かるガイドブックを発行します！ 
★子供の創造性を高めるオンラインコンテンツ 「ひらめく！かいてん博物館」を公開しました 
★とがったアイデアをビジネスへ～知財アクセラレーションプログラム IPAS2021 Demo 
Day 開催！～ 
★オープンイノベーション促進のためのモデル契約書（大学編）及びモデル契約書（新素材編・
AI 編）ver2.0 を取りまとめました 
★「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定されました 
https://www.jpo.go.jp/index.html 
 
＜東北経済産業局＞ 
★青森県藤崎町「ときわにんにく」地域団体商標に登録。東北地域の地域団体商標は 58 件に！ 
★管内の経済動向（2022 年 1 月分） 
https://www.tohoku.meti.go.jp/ 
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━━━━━━━・・・・・‥‥‥………  
◇知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
『特許調査にチャレンジ!』 
 
企業の皆様から「特許調査を実施して役立てています」とお聞きする事例が少ない気がします。
特許調査を実施しないと特許侵害リスクを抱えたビジネスになってしまいますし、特許情報の効
な活用のチャンスを逃してしまうかもしれません。しかし、その一方で特許調査は作成のための 
時間と検索技術などが必要で、いざ特許調査に着手しようとしてもためらってしまう方が多いの
ではないでしょうか。そのような皆様に、着手の糸口となる簡易的な調査方法を御紹介します。 
 
まず第一に、競合企業の定点調査です。特許情報プラットフォーム J-PlatPat(注 1)の「特許･実用
新案検索」画面において、「検索項目」から「出願人/権利者/著者所属」を選び、その隣の「キー
ワード」欄に気になる会社名を入力し検索します。最初はどんな出願があるかタイトルを見る 
だけでも構いません。その検索を毎月継続すると、競合企業の動きが見えてきますし、どんな用
語や分類が使われているかを知ることができます。 
そして第二に、既に調査された資料の活用です。特許庁では、新市場の創出が期待される分野な
どから、今後の進展が予想される技術テーマを選定して特許出願技術動向調査を実施しています
(注 2)。スポーツ関連技術、触覚センシングなど 250 以上の様々なテーマが蓄積されています。 
今後も教育分野における情報通信技術の活用、手術支援ロボット、ウイルス感染症対策、スマー
ト農業などが予定されています。 
 
上記の方法から得られた IPC 分類やキーワードなどの情報は、自社で本格的な特許調査を実施す
る際の手懸かりとなり調査を進めやすくなります。そして、本格的な特許調査結果を見やすく、
見える化して経営層に情報提供すれば事業意思決定にも貢献できる資料となります。皆様も未来
へとつながる特許調査にチャレンジしませんか。 
 
<参考> 
注 1: 特許･実用新案検索  
(J-PlatPat 特許情報プラットフォームホームページ) 
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0100 
 
注 2:特許出願技術動向調査(特許庁ホームページ) 
https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/index.html 
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東北地域知財戦略本部事務局 
（東北経済産業局知的財産室） 
〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町 3-3-1 
仙台合同庁舎（B 棟）3 階 
電話：022-221-4819   FAX：022-265-2349 
E-MAIL：tokkyo-chizai アットマーク meti.go.jp 
（アットマークを@にしてください） 
★配信停止・メルアド変更手続 
上記連絡先までお知らせください。 
★事務局ホームページ 
https://www.tohoku.meti.go.jp/chizai-enet/ 
★バックナンバー 
https://www.tohoku.meti.go.jp/chizai-enet/library/merumaga.html 
 
本メルマガは、購読を希望された方、知的財産に関係される大学・企業・公設試・自治体・産業支
援機関の方や産学官連携に関与される方、東北地域知財本部関係者に配信させていただいており
ます。 
《電子署名付加について》 
送信元メールアドレスに電子署名(S/MIME 証明書）を付加してお届けしております。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━CHIZAI━━━ 
※配信元：東北地域知財戦略本部事務局（東北経済産業局知的財産室） 
※本メールマガジンの無断転載を禁じます。 
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