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5.【再掲】TOHOKU DX ⼤賞 2022 の募集を開始します！ 
 
◆補助⾦情報 
1. [外国出願補助⾦]岩⼿県 2 次公募中 
2. [JETRO]審査請求補助⾦ 公募開始 
3. ものづくり等⾼度連携・事業再構築促進事業（令和 4 年度当初予算）2 次公募中 
 
◆オンラインセミナー・説明会情報 
1. 特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）オンライン講習会（9 ⽉ 5 ⽇より申込開始） 
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◆新型コロナウイルス関連⽀援 
◆知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
『パッケージデザインを活⽤したブランド化⽀援』 
 
 
◆トピックス 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1.【知的財産室】令和 4 年度 TOHOKU デザイン創造・活⽤⽀援事業の参加企業及び対象商品決定！
対象商品のデザイナーを募集します 
 
公募の結果、下記の参加企業とデザイン対象商品が決定しました。対象商品の実⽤化及び商品化に
向け、パッケージデザインを作成するデザイナーを募集します。 
下記詳細にて募集要項等を御参照の上、御応募ください。 
 
・株式会社松栄（岩⼿県⼤船渡市（岩⼿⼯場））  対象商品：乾燥早採わかめ 
・TRS ⾷品有限会社（岩⼿県釜⽯市）           対象商品：三陸⿂の⾻まで⾷べるお⿂セット 
・丸友しまか有限会社（岩⼿県宮古市）         対象商品：揚げかまぼこ 
・株式会社カネダイ（宮城県気仙沼市）         対象商品：冷凍パスタ 
・福島紅葉漬株式会社（福島県伊達市）         対象商品：阿武隈の紅葉漬 
 
公募期間：9 ⽉ 1 ⽇（⽊曜⽇）〜9 ⽉ 15 ⽇（⽊曜⽇）必着 
詳細：https://thk-package-design2022.go.jp/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. J-PlatPat メンテナンス実施のお知らせ 
 
下記の期間はメンテナンス等のため、J-PlatPat 全サービスを停⽌いたします。 
【全サービス停⽌⽇】9 ⽉ 22 ⽇（⽊曜⽇）19：00〜9 ⽉ 26 ⽇（⽉曜⽇）9：00 
（9 ⽉ 22 ⽇（⽊）はヘルプデスクも 19:00 までとなります。） 
https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/maintenance/notice.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. 令和 4 年度「知的財産活動調査」へのご協⼒をお願いします！ 
 
特許庁では、我が国における知的財産活動の実態を把握することを⽬的として、9 ⽉ 1 ⽇から「知的
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財産活動調査」を実施します。 
紙の調査票の郵送提出のほか、政府統計共同利⽤システムを利⽤したオンラインでの御回答は 24 時
間いつでも回答可能です。調査票が届いた企業等の皆様は、9 ⽉ 30 ⽇までに、オンラインまたは郵
送での御回答をお願いします。 
https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/chizai_katudo/2022/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4.「⽇本ネーミング⼤賞 2022」募集開始 
 
ネーミングの重要性を広く社会に発信することで、ネーミングの質と価値の向上を図り、産業の発
展に寄与することを⽬的に優れたネーミングを選出・表彰します。 
 
応募期間：9 ⽉ 1 ⽇（⽊曜⽇）〜10 ⽉ 15 ⽇（⼟曜⽇） 
審査料：応募 1 点につき、5,500 円（税込） 
応募対象：2021 年 10 ⽉ 1 ⽇から 2022 年 9 ⽉ 30 ⽇までの間に、⽇本国内で販売または提供されて
いる「商品名」「サービス名」「社名」等（そのネーミングは商標登録されていること）。 
https://j-naming-award.jp/#about 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
5.【再掲】TOHOKU DX ⼤賞 2022 の募集を開始します！ 
応募期限：9 ⽉ 30 ⽇（⾦曜⽇） 
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_joho/topics/220729.html 
 
 
 
◆補助⾦情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. [外国出願補助⾦]岩⼿県 2 次公募中 
 
東北経済産業局は、東北各県中⼩企業⽀援センター等を通じ、外国出願にかかる費⽤の⼀部を補助
しています（中⼩企業等海外出願・侵害対策⽀援事業費補助⾦）。岩⼿県で 2 次公募が⾏われていま
すので、是⾮御活⽤ください。 
 
＜岩⼿県＞ 
公募期間：8 ⽉ 26 ⽇（⾦）〜10 ⽉ 7 ⽇（⾦）16 時 00 分締切 
詳細：公益財団法⼈いわて産業振興センター 
http://www.joho-iwate.or.jp/fipr 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. [JETRO]審査請求補助⾦ 公募開始 
 
JETRO では、審査請求補助⾦（中⼩企業等外国出願中間⼿続⽀援事業）の公募を開始しました。 
海外で特許の権利化を進めるにあたり、外国特許庁へ審査請求を予定している中⼩企業者等に対し
その経費の半額を助成します。 
 
公募期間：8 ⽉ 29 ⽇（⽉）〜11 ⽉ 30 ⽇（⽔）17 時 00 分厳守（予算がなくなり次第終了） 
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_prosecution_1.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. ものづくり等⾼度連携・事業再構築促進事業（令和 4 年度当初予算）2 次公募中 
 
複数の中⼩企業等が連携し、新たな付加価値の創造や⽣産性向上を図るプロジェクト、新分野、業態
転換、⾰新的な製品・サービス開発、⽣産プロセス等の改善に取り組むプロジェクトについて、その
経費の⼀部を最⼤ 2 年間⽀援します。 
公募期間：8 ⽉ 10 ⽇（⽔曜⽇）〜9 ⽉ 16 ⽇（⾦曜⽇）17 時 00 分 
https://www.tohoku.meti.go.jp/koho/koshin/kobo/2022/k220817001.html 
 
 
◆オンラインセミナー・説明会情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. 特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）オンライン講習会（9 ⽉ 5 ⽇より申込開始） 
 
参加費無料の Teams によるオンライン講習です。 
各科⽬は定員 50 名で、定員に達した時点で募集終了となります。 
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開催⽇時：9 ⽉ 27 ⽇（⽕曜⽇）  
     10:00〜11:30（商標） 
     13:00〜14:45（特許・実⽤新案） 
     15:15〜16:45（意匠） 
https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/lecture/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2.【再掲】2022 年度知的財産権制度説明会（初⼼者向け）＜オンライン配信＞ 
 
これから知的財産権を学びたい⽅、企業等で知財部⾨に新しく配属された⽅などの初⼼者が対象で
す。特許庁の産業財産権専⾨官が知的財産権制度の概要を中⼼にわかりやすく説明した動画を、IP 
ePlat でオンライン配信します。 
https://www.inpit.go.jp/setsumeikai/index.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 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
＜東北経済産業局＞  
▼東北地域百貨店・スーパー販売額動向（2022 年 6 ⽉分速報） 
▼管内の経済動向（2022 年 6 ⽉分） 
▼東北地域鉱⼯業⽣産動向（2022 年 6 ⽉分速報） 
▼2022 年 4〜6 ⽉期東北地域経済産業調査結果  
https://www.tohoku.meti.go.jp/ 
 
 
◆知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
『パッケージデザインを活⽤したブランド化⽀援』 
 
「商品のパッケージデザインを変更して、今までより売上を伸ばしたい。」「新商品販売を予定して
おり、コンセプトに沿ったパッケージデザインを提案してほしい。」そのように考えている企業さん
は少なくないでしょう。 
 
⼀般的に、パッケージデザインは、商品購⼊の⼤きな決め⼿になるものと考えられています。いくら
素晴らしい商品を提供していたとしても、⼿に取ってもらえなければ、商品の良さを理解してもら
うことはないからです。パッケージは、顧客と商品とをつなぐ最初の接点として、商品の魅⼒を伝え
る重要なコミュニケーションツールであり、ブランド化のための重要な要素となります。これが⾷
品関連商品であればなおのことで、訴求⼒の⾼いパッケージであれば、多くの⼈に⼿にとってもら
える機会が増え、購⼊に⾄る確率も⾼まるでしょう。 
 
そのようなより多くの⼈に⼿にとってもらえる魅⼒的なパッケージデザインの活⽤を⽬指す企業を
⽀援すべく、当知的財産室では、「令和 4 年度 TOHOKU デザイン創造・活⽤⽀援事業」を実施しま
す。先⽇⽀援対象商品 5 点が決定し、本⽇ 9 ⽉ 1 ⽇からデザイナー募集を開始します。（注 1） 
 
昨年度までは、⽀援対象商品のパッケージデザインを全国から広く公募して選定する、コンテスト
形式の事業でしたが、今年度は、デザイナーを全国から広く公募し、対象商品を提供する企業とマッ
チングを⾏う形式に変更しています。選定されたデザイナーと⽀援対象企業は、実⽤化に向けて両
者でコミュニケーションを深めながら、⼀からデザインを作り上げていく内容となっています。 
本事業では、さらに、デザインコンセプトを定め、ビジュアルの⽅向性を⽰すアートディレクター
や、マーケティングなど流通に詳しい専⾨家の助⾔も受けることができ、皆で知恵を出しながら、商
品の魅⼒を最⼤限伝えるデザインを作成していくことになります。 
 
さて、パッケージデザインと知的財産との関連ですが、冒頭で、パッケージデザインはブランド化に
資する重要な要素だと申し上げましたが、魅⼒あるパッケージデザインについて模倣されないよう
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に、ネーミング（商品名）やロゴ・マーク、包装容器の形状など、商標登録や意匠登録を⾏い、ブラ
ンドとして保護する必要性が⽣じる可能性があります。本事業では、その⼿続についても事務局で
サポートしますが、貴社においてもパッケージデザインの知財⾯での保護について、今⼀度⾒直し
てみてはいかがでしょうか。その際は、各県の「INPIT 知財総合⽀援窓⼝」のご利⽤をお勧めします。
（注 2） 
 
今年度終盤には、仙台市内会場（予定）で成果発表会も開催予定です。詳細は、注 1 の特設サイト
で順次公開いたします。引き続きチェックいただければ幸いです。 
 
注 1：「令和 4 年度 TOHOKU デザイン創造・活⽤⽀援事業」特設サイト 
https://thk-package-design2022.go.jp/ 
 
注 2：（独）⼯業所有権情報・研修館（INPIT） 
「知財総合⽀援窓⼝」ポータルサイト 全国の窓⼝⼀覧 
https://chizai-portal.inpit.go.jp/area/ 
 
 
━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 宮城県仙台市⻘葉区本町 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。 
  


