
知財を学ぼう 初心者向 セミナー in 小田原

連絡先：河野国際特許商標事務所 小田原支所（main@a-kohno.com 小田原市栄町1-6-12）
電話は、弁理士法人 河野国際特許商標事務所 東京事務所（03-3583-5043）宛にお願いします。

「PUMA」 対 「KUMA」 ・・・そして「フランク三浦」

2023年４月17日（月）18:30～20:00

オンライン受講 ：申込者に受講用のURLをお送りします

リアル受講 ：おだわら市民交流センター

「UMECO」小田原駅東口 徒歩３分

費 用：５00円

※ オンライン受講の方は ① PayPay 若しくは ② 銀行送金

※ リアル受講の方は当日集金

参加申し込みは、main@a-kohno.com 宛に

件名を「知財セミナー申込」とお書きの上、下記事項をご連絡ください。

１．参加方法［①オンライン 又は ②リアル］

２．ご氏名

３．ご連絡先（メールアドレス）

●コロナ対策●

オンラインセミナーとリアルセミ

ナーを同時並行で行います。

申込時に選んでください。

また、リアルセミナーは皆様に距

離をとって座って頂けるよう、会

場をUMECO にしました。

講師 弁理士 穂坂道子

次々回は 6月19日（月） テーマは検討中… お楽しみに！

－ 商標法は 著名ブランドのパクリをどう扱うか －

←有名なスポーツ用品メーカ―のロゴと

似ています。商標登録できるかな？？

商標法は著名ブランドのパクリをどう扱

うか、これを知ることは商標制度の根幹

を知ることにつながります。

mailto:main@a-kohno.com


#1 2012年4月 商標 喜多方ラーメン事件

#2 2012年6月 特許 サトウの切り餅事件

#3 2012年9月 著作 ひこにゃん事件

#4 2013年1月 意匠 特許権で守る？意匠権で守る？

#5 2013年4月 実案 無審査で登録になる権利

#6 2013年6月 外国 外国の特許権、外国の商標権

#7 2013年9月 特許 特許調査

#8 2013年11月 商標 商標調査

#9 2013年12月 特許 「カートリッジリサイクル」 消尽とは

#10 2014年1月 商標 コカ・コーラ瓶の立体形状

#11 2014年2月 特許 職務発明 partⅠ

#12 2014年3月 商標 「阪神優勝」はなぜ無効に？

#13 2014年4月 著作 「くまモン」と「ふなっしー」

#14 2014年6月 商標 おんせん県おおいた

#15 2014年9月 特許 ビジネスモデル 特許の境界線

#16 2014年11月 実案 「ハート型レモン」

#17 2015年1月 特許 「特許連合」 特許ゴロ対策

#18 2015年3月 商標 三菱鉛筆は三菱グループ？

#19 2015年5月 特許 チキンラーメンをめぐる知財

#20 2015年7月 特許 職務発明 part Ⅱ

#21 2015年9月 特許 発明の発掘と実用化

#22 2015年11月 商標 「鳥貴族」と「鳥次郎」

#23 2016年1月 外国 中国の知的財産

#24 2016年3月 著作
「Trip Trapp事件」
工業デザインを知財で守る

#25 2016年5月 商標 「山頭火」フランチャイズ

#26 2016年7月 特許
小学生の特許
夏休みの作品「空き缶分別箱」に

#27 2016年9月 著作 「おしゅし」と「時すでにお寿司」

#28 2016年11月 著作 JASRACは何が問題か「最高裁判決」

#29 2017年1月 実案 実用新案 VS 特許

#30 2017年4月 商標 「葵の御紋」の商標権

#31 2017年6月 商標 商標大量出願問題「ＰＰＡＰ」

#32 2017年8月 商標
「ココライン」を題材に
商標権を活かす方法をストリーミング

#33 2017年10月 意匠 「おもしろい意匠権」を紹介

#34 2017年12月 商標
「KUMA」と「PUMA」、
「ﾌﾗﾝｸ三浦」と「ﾌﾗﾝｸﾐｭﾗｰ」

#35 2018年2月 特許 「おもしろい特許権」を紹介

#36 2018年4月 商標 「なーむー」のポーズに商標登録

#37 2018年6月 特許 ビジネスモデル特許の現状

過去のセミナー

#38 2018年8月 意匠 「やわもちアイス」の特許意匠商標

#39 2018年10月 意匠 カメラ付指輪ケースの意匠権

#40 2018年12月 商標 「八丁味噌」を巡る大問題

#41 2019年2月 不競 任天堂 vs マリカー

#42 2019年4月 特許 「いきなりステーキ」の特許権

#43 2019年6月 特許 ＱＲコードの特許権

#44 2019年8月 商標 元号と商標権

#45 2019年10月 全 オリンピックと著作権

#46 2019年12月 特許 発明を盗む

#47 2020年2月 商標 BELLO! 事件（商標権侵害）

#48 2020年8月 意匠 ｶｰﾈﾙｻﾝﾀﾞｰｽの立像は意匠? 商標?

#49 2020年10月 特許 「ﾕﾆｸﾛのｾﾙﾌﾚｼﾞ」特許訴訟

#50 2020年12月 著作 ヤマハ音楽教室 vs JASRAC

#51 2021年4月 著作 リツイートと著作権侵害

#52 2021年6月 特許 特許庁長官の特許権

#53 2021年8月 種苗 種苗法と商標法

＃54 2021年10月 商標
「スマートウォッチ」は「時計」？

- モトローラ事件 -

#55 2021年12月 意匠 「くら寿司の内装」にも意匠登録

#56 2022年4月 商標 たけのこの里、きのこの山 立体商標

#57 2022年６月 特許 ユニクロのセルフレジ その後

＃58 2022年８月 商標 「マツモトキヨシ」音商標

＃59 2022年10月 商標 「ゆっくり茶番劇」

#60 2022年12月 著作 「タコすべり台」

#61 2023年２月 著作 ヤマハ音楽教室 vs JASRAC
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