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1.【令和 4 年度知財功労賞】宮城県の株式会社利久が受賞しました！ 
 
特許庁は、知財功労賞の経済産業大臣表彰と特許庁長官表彰の受賞者を公表しました。 
東北地域からは宮城県の株式会社利久が知的財産権制度活用優良企業に選ばれ、特許庁長官表彰
を受けます。 
https://www.jpo.go.jp/news/koho/tizai_koro/2022_tizai_kourou.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2.「おいしい東北パッケージデザイン展 2021」カタログを発行しました 
 
入賞作品、入選作品、過年度受賞作品の実用化状況（※）を掲載したカタログを発行しました。
入賞作品については審査評も掲載しています。御希望の方には無料で配布いたしますので、当室
へお問合せください。 
https://www.tohoku.meti.go.jp/chizai-enet/support/sokushin_3.html 
 
※過年度受賞作品の実用化については、今回のコラム「おいしい東北アーカイブサイト」でも御
紹介しています。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3.【特許庁】ウクライナ情勢により被災された方に対する手続救済措置について 
 
ウクライナ情勢により被災されて所定の手続ができなくなった方に対して、特許、実用新案、意
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匠及び商標に関する出願等の手続救済措置についてお知らせいたします。 
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuduki-20220404.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4.【INPIT】産学連携・スタートアップ相談窓口を設置しました 
 
大学が進めている産学連携に関する課題解決のため、無料で相談を受け付けています。産学連携・
スタートアップ創業でお悩みの大学の皆様は是非御相談ください。 
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/uics_madoguchi/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
5.【INPIT】知っておきたい知的財産契約の基礎知識について（改訂） 
 
契約の基礎知識や知的財産契約の実務について、初歩的な内容から分かりやすく解説しています。
各種契約書のサンプルまで掲載されており、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。
※12 年ぶりの改訂です 
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ip-contract.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【再掲】 
6.【INPIT】宮城県知財総合支援窓口が移転しました 
 
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した。連絡先も変わりま
すので御注意ください。 
 
＜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 
 
━━━━━━━・・・・・‥‥‥………  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1.令和 4 年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業知的財産支援事業）公募中 
 
中小企業等への「知的財産支援施策を拡充させる事業」及び中小企業等に対する「知的財産支援
の先導的な取組を定着させる事業」の実施に要する経費を補助します。 
 
応募資格：条件を満たす産業支援機関 
応募締切：5 月 6 日（金曜日）17 時 00 分必着 
https://www.tohoku.meti.go.jp/koho/koshin/kobo/2022/k220407001.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2.「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（ビジネスモデル構築型）」(3 次公募開始) 
 
複数の中小企業に対して、継続的にビジネスモデル構築・事業計画策定を支援する民間サービス
を対象とした補助金です。 
 
公募開始：3 月 30 日（水曜日）17 時 00 分 
申請受付：4 月 22 日（金曜日）17 時 00 分 
申請締切：5 月 31 日（火曜日）17 時 00 分 
https://www.tohoku.meti.go.jp/koho/koshin/kobo/2022/k220401001.html 
 
━━━━━━━・・・・・‥‥‥………  
◇オンラインセミナー・説明会情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1.【IP ePlat】コンテンツリリースのお知らせ（令和 4 年 3 月） 
 
INPIT の e-ラーニングサイト「IP ePlat」にて、「中小企業の戦略」の外 8 本の動画教材がリリー
スされました。是非御視聴ください。 
https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/info_r0403.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
2.【WIPO】世界知的財産の日 記念オンラインイベント開催 
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4 月 26 日の「世界知的財産の日」に合わせ、WIPO 日本事務所は「IP and Youth:より良い未来
のためのイノベーション」をテーマに講演やパネルディスカッション等の記念イベントをオンラ
イン形式で開催いたします。(事前申込制、視聴無料) 
 
日時：4 月 26 日（火曜日）13 時 00～17 時 00 分（予定） 
   イベント終了後は、アーカイブ配信予定です。 
詳細：https://www.wipo.int/ip-outreach/ja/ipday/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3.【INPIT】（上級）特許調査研修（審査官の視点に近づこう！） 
 
中小企業で先行技術調査や知財情報の分析業務に従事する方を対象に、効率的な調査手法や進歩
性判断の仕方等について、特許庁審査官 OB の弁理士等による調査実習を行います。 
 
研修期間：6 月 27 日（月曜日）～6 月 28 日（火曜日） 
     6 月 30 日（木曜日）～7 月 1 日（金曜日）4 日間 
研修方法：オンライン（配信環境：Zoom ）及び実地研修 
定員：機械・装置、化学、電気・電子 各 10 名程度 
受講料：43,000 円（消費税込） 
募集期間：5 月 19 日（木曜日）まで 
詳細：https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jyou/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【再掲】 
4.【INPIT】（初級）知的財産権研修 
https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/gyosei/syo/index.html 
 
5.【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 
★令和 4 年度「知財功労賞」の受賞者を決定しました 
★発明の日を記念して、パネル展示と動画公開を行います 
https://www.jpo.go.jp/index.html 
 
＜東北経済産業局＞ 
★令和 4 年度「知財功労賞」の受賞者を決定しました 
宮城県の株式会社利久が特許庁長官表彰 
https://www.tohoku.meti.go.jp/ 
 
━━━━━━━・・・・・‥‥‥………  
◇知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
『おいしい東北アーカイブサイト』 
 
2014 年度から東北経済産業局知的財産室が実施している「おいしい東北パッケージデザイン展」
で優秀賞等を受賞し、新しいパッケージデザインで実用化された商品をまとめたウェブサイト「お
いしい東北アーカイブサイト」(注)がオープンしました。 
 
「もっと多くの消費者に新パッケージ商品を知ってもらいたい。」「新パッケージで販売されてい
る商品を購入したいが、どこで売られているのかわからない。」という声をいただいていたことも
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あり、この度「アーカイブサイト」という形で商品の魅力や購入先を紹介しています。 
 
当サイトでは、「おいしい東北パッケージデザイン展」開始から 7 年の間に実用化されて販売され
た商品の中から、現在販売中の 23 商品が掲載されています。パッケージの刷新を機に、応募商品
のみならず同社の別商品へのシリーズ展開や商品名やラベルのデザインイメージの商標権取得に
より、商品ブランドの構築や保護に取り組んでいる例もあります。 
 
実用化された新パッケージでの販売を経験した企業を対象に行なったアンケートの回答によると、
デザインを一新して販売した結果、「以前に比べて売上が 2 倍から 3 倍に伸びた。」「今までに購
入いただいた方とは別の年齢層のお客様にも手に取っていただけるようになった。」「同業他社の
商品との差別化が図れた。」「海外への輸出や外国人観光客への販売も検討している。」など、事業
を実施した当室にも喜ばしい回答を多数いただきました。 
 
現在も例年同様に行われた同デザイン展の受賞作品の実用化に向けた話し合いが、応募企業と受
賞デザイナーとの間で進んでいます。実用化された新パッケージで販売されこのサイトで御紹介
できる日を心待ちにしたいと思います。 
 
<参考> 
注：おいしい東北アーカイブサイト 
https://oishi-tohoku.go.jp/ 
 
 
━TOHOKU━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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・メールアドレス変更手続については、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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