


知財ist（チザイスト）になろう！



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１．法律課程

２．実務課程
３．訴訟課程

４．海外課程

５．調査課程
６．経営課程

７．創造課程
（調整中）
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知財エキスパート養成プログラム開講

終了予定
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知財ist（チザイスト）研修

「知財ist（チザイスト）」とは、知財実務担当者、および知財のプロフェッショナルを目指す人材を表す造語です。

■内容面
① 総合的、網羅的、体系的流れに沿って、法律的考え方、知財全般に関する知識、考え方、さらには実務にすぐに

役立つ知識を一貫したカリキュラムで学べる。
② 受講生と講師との距離感が近く、少人数のため、質問もしやすい。緊張感のある双方向のライブ受講体系。
③ レポート課題の添削等の効果測定、グループ演習などを通じて受講成果を確認できる。課程修了者には、当協会

より「知財ist（チザイスト）」認定書を授与。
■受講形態
④ 必要な科目だけを１科目ごとに選択受講。

課程全科目おまとめ受講の場合は、特別割引あり。→詳しくは「おまとめ受講の特別割引」をご覧ください。
⑤ おまとめ受講申込みで、同一企業内、どなたでも受講できるシェア受講可能。（１科目につき、お一人様受講）

おまとめ受講 課程名 開講時期・内容

１．法 律 ５月開講、７科目、１４日間
民法、民事訴訟法から、特許法、実用新案法、意匠法、商標法など、法
律的考え方を学ぶ。

２．実 務 ７月開講、６科目、８日間
特許出願から、権利化までの流れ、明細書の作成実務、およびその後の
特許活用、契約関係について学ぶ。

３．訴 訟 １０月開講、６科目、６日間
訴訟関係（侵害訴訟、審決取消訴訟）について、基本的事項から、特
許、意匠、商標の事例を通して学ぶ。

４．海 外 ９月開講、５科目、５日間
国内だけでなく、米国、中国、PCTの出願、管理、主に米国訴訟関係に
ついて学ぶ。

５．調 査 １１月開講、２科目、３日間
特許調査実務について、検索の基礎から、特許分析までPC実習を通じて
学ぶ。

おまとめ受講に含
みません。

６．経 営 ２０１６年２月開講、４科目、4日間
様々な企業の知財戦略について、経営戦略と絡めて学ぶ。

おまとめ受講に含
みません。

７．創 造 調整中

■会場：発明会館７階 研修ルーム
■講義時間：午前の部10:00～13:00 午後の部14:00～17:00（途中休憩あり）
■定員：各科目40名（定員になった場合は、全科目申込者を優先させていただきます。）
※日程、講師、カリキュラムは、諸般の事情により変更することがございます。
※「調査課程」につきましては、PC 実習を伴うため、定員は各科目20名とさせていただきます。
※法律科目をご受講される際には、法文集（発明推進協会発行「知的財産権法文集」等）をご持参願います。
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おまとめ受講の特別割引について

【以下の場合は、特別割引料金となります。】
① 法律課程 ７科目、全１４日間をおまとめ受講する場合
② 実務・訴訟・海外 ３課程 １７科目 全１９日間をおまとめ受講する場合
③ 法律・実務・訴訟・海外・調査 ５課程 ２６科目 全３６日間をおまとめ受講する場合

お申し込み内容 日数 受講料（テキスト代含む）（消費税８％込み）

１．法律課程（７科目）

計７科目＋見学会２回

１４日間 各科目別に受講する場合
会員225,000円、一般280,000円のところ

特別割引価格
会員200,000円、一般250,000円

２．実務課程（６科目）
３．訴訟課程（６科目）
４．海外課程（５科目）

計１７科目

１９日間 各科目別に受講する場合
会員338,000円、一般414,000円のところ

特別割引価格
会員280,000円、一般350,000円

１．法律課程（７科目）
２．実務課程（６科目）
３．訴訟課程（６科目）
４．海外課程（５科目）
５．調査課程（２科目）

計２６科目

３６日間 各科目別に受講する場合
会員626,000円、一般769,000円のところ

特別割引価格
会員450,000円、一般550,000円

※「６．経営課程（４科目）」、および「７．創造課程（調整中）」につきましては、おまとめ受講の特別割引価格に
は含まれておりません。

同一企業内シェア受講について

お申込みフォームには、代表者様１名のお名前をご記入し、備考欄に「シェア受講希望」とご記入し、お申込みください。
詳細につきましては、別途、担当者よりご連絡申し上げます。

◆受講における注意事項◆（共通）
①受講にあたっては、受講申込書に必要事項を記入してFAXするか、またはWEBサイトからお申込ください。
②受講料の会員価格とは、(一社) 発明推進協会、(公社) 発明協会、各地域の発明協会のいずれかの会員である場合
に適用されるものです。
③定員に達するまで、先着順で受付けます。
④申込者数が１５名に達しない場合、開催を中止する場合があります。
⑤申込受付後、請求書・聴講券を開催日１０日前頃に送付いたします。
⑥講座開催の前日を起算日として５営業日より前ならばキャンセルできます。 それ以降のキャンセルはできません。
欠席扱いとなり、受講料がかかります。後日、当日のテキストは送付させて頂きます。ご了承ください。

⑦講師・会場・内容および時間等につきましては、都合により変更する場合があります。
⑧受講者の皆様へは、発明推進協会の書籍を受講日の前後各２週間「２割引」にてご購入する事ができます。
⑨講義当日は、開始３０分前より受付けを開始いたします。
⑩ご昼食は、研修室内のお座席にてお取りいただいて構いません。
⑪録音、写真撮影、ビデオ撮影等は、ご遠慮ください。
⑫館内の電源コンセントの利用はできません。
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科目名 日程 講師 ・ 受講料（テキスト代含む）（消費税８％込み）

１．プレ講義＆
オリエンテーション

5/12(火)
午後のみ

発明推進協会 研究所所長 扇谷 高男 氏

「なぜ企業に知財が必要なのか？」知財の必要性とその対応を体系的に説
明。（半日間：無料）

２．技術保護法
（産業振興法）
☆

5/20(水)
6/3(水)
6/19(金)

早稲田大学 法学部・大学院法務研究科 教授 高林 龍 氏

特許法、実用新案法、意匠法、総論・各論、判例、演習
（全３日間：会員50,000円、一般62,000円）

３．商標法 ・
不正競争防止法
（識別法）
☆

6/22(月)
７/2(木)
７/6(月)

明治大学 情報コミュニケーション学部 准教授 今村 哲也 氏

商標法、不正競争防止法、総論・各論、判例、演習
（全３日間：会員50,000円、一般62,000円）

４．著作権法
☆

6/26(金)
7/3(金)

獨協大学 法学部 法律学科 准教授 張 睿暎 氏

著作権法、総論・各論、判例、演習
（全２日間：会員34,000円、一般42,000円）

５．知的財産権と
民法

☆

5/19(火)
5/26(火)

早稲田大学 大学院法務研究科 教授 後藤 巻則 氏

知的財産権と民法（法学概論含む）
（全２日間：会員34,000円、一般42,000円）

６．知的財産権と
民事訴訟法

☆

6/4(木)
6/11(木)
6/18(木)

慶應義塾大学 法学部 法律学科 准教授 工藤 敏隆 氏

知的財産権と民事訴訟法（ADR,独占禁止法概要含む）
（全３日間：会員50,000円、一般62,000円）

７．知的財産
基本法と日本
の知財戦略

7/30(木)
午後のみ

発明推進協会 研究所所長 扇谷 高男 氏

知的財産基本法と日本の知財戦略
（半日間：会員7,000円、一般10,000円）

見学２回
（各約1.5時間）

調整中 知的財産高等裁判所見学、および裁判傍聴
特許庁見学、大審判廷、出願情報の閲覧（課程受講者のみ、無料）

１～７+見学2回
法律課程７科目
１４日間
おまとめ受講

13日間+半日×2回＝全14日間+見学2回
会員200,000円、一般250,000円
（法律課程７科目、おまとめ受講は、特別割引価格となっております。）

１．法 律 課 程

５月～７月開講、７科目、全１４日間
民法、民事訴訟法から、特許法、実用新案法、意匠法、商標法など、法律的考え方を学ぶ。

【お知らせ事項】
① 受講の際は、法文集など、条文の参照できるもの（例、発明推進協会発行「知的財産権法文集」）をご持参

ください。
② 法律課程７科目おまとめ受講の場合は、受講料は特別割引価格となります。
③ 法律、実務、訴訟、海外、調査（26科目、36日間）おまとめ受講の場合は、受講料は、特別割引価格となり

ます。→詳しくは「おまとめ受講の特別割引」をご覧ください。
④ 法律課程７科目申込者を対象として、知的財産高等裁判所の裁判傍聴、および特許庁見学を行います。

（希望者のみ）
⑤ ２～６☆の科目は、日本弁理士会の継続研修として申請中です。本研修を受講し、所定の申請をすると、外
部機関研修として、１日あたり5.5単位が認められる予定です。
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２．実 務 課 程

科目名 日程 講師 ・ 受講料（テキスト代含む）（消費税８％込み）

１．特許審査
基準（新規
性・進歩性）

☆

7/8(水) 東京理科大学 教授 弁理士 浅見 節子 氏

特許審査基準について、事例を交え詳細に解説。
（全１日間：会員18,000円、一般22,000円）

２．中間手続き
（意見書・
補正）
☆

7/15(水) 影山特許事務所 弁理士 影山 秀一 氏

中間手続きについて、拒絶理由への対応を学ぶ。
（全1日間：会員18,000円、一般22,000円）

３．特許明細書
作成実務

7/22(水)
7/29(水)

一燈国際特許事務所 所長弁理士 橘 和之 氏

特許明細書作成について、演習を通じて学ぶ。良い明細書のチェック法
についても学ぶ。
（全２日間：会員34,000円、一般42,000円）

上記１～３
出願権利化
4日間一括申込み

出願権利化4日間
（審査基準、中間手続き、明細書作成）
（全４日間：会員66,000円、一般82,000円）

４．ライセンス
契約と独占
禁止法

☆

9/2(水) 京都女子大学 法学部 教授 泉 克幸 氏

ライセンス契約と独占禁止法について、学ぶ。
（全１日間：会員18,000円、一般22,000円）

５．契約書作成
の実務

☆

9/9(水)
9/16(水)

青山学院大学法学部特別招聘教授 石田 正泰 氏

特許契約書の作成実務について、2日間をかけて学ぶ。演習付き。
（全２日間：会員34,000円、一般42,000円）

６．企業におけ
る知的財産の
活用

☆

9/30(水) 名古屋市立大学理事 青山 高美 氏

企業における知的財産の活用について、事例を交え、学ぶ。
（全１日間：会員18,000円、一般22,000円）

上記４～６
権利活用
4日間一括申込み

権利活用4日間
（ライセンス契約と独占禁止法、契約書作成の実務、知的財産の活
用）
（全４日間：会員66,000円、一般82,000円）

上記１～６
実務課程６科目
８日間おまとめ受講

出願権利化４日間+権利活用４日間：全８日間
会員130,000円、一般162,000円）
（実務課程６科目、おまとめ受講は、割引価格となっております。）

７月～９月開講、６科目、全８日間
特許出願から、権利化までの流れ、明細書の作成実務、およびその後の特許活用、契約関係について学ぶ。

【お知らせ事項】
① 受講の際は、法文集など、条文の参照できるもの（例、発明推進協会発行「知的財産権法文集」）をご持参

ください。
② 実務課程６科目おまとめ受講の場合は、各科目別にお申込みする場合に比べて、受講料は割引価格となり

ます。
③ 法律、実務、訴訟、海外、調査（26科目、36日間）おまとめ受講の場合は、受講料は、特別割引価格となり

ます。→詳しくは「おまとめ受講の特別割引」をご覧ください。
④ １，２，４，５，６☆の科目は、日本弁理士会の継続研修として申請中です。本研修を受講し、所定の
申請をすると、外部機関研修として、１日あたり5.5単位が認められる予定です。



３．訴 訟 課 程

科目名 日程 講師 ・ 受講料（テキスト代含む）（消費税８％込み）

１．知的財産権と
行政訴訟

☆

10/7(水) 中央大学法科大学院 教授 安念 潤司 氏

知的財産権と行政訴訟について学ぶ。
（全１日間：会員18,000円、一般22,000円）

２．特許侵害訴
訟、審決取消
訴訟の仕組と
理論

☆

10/14(水) 知的財産高等裁判所 部総括判事 清水 節 氏

特許関係訴訟について、基本から学ぶ。
（全1日間：会員18,000円、一般22,000円）

３．意匠権侵害
訴訟 ～事例と
対応～

☆

10/20(火) 青和特許法律事務所 パートナー弁理士 水野 みな子 氏

意匠について、基本事項の確認から、訴訟に至るまで全般的に学ぶ。
（全1日間：会員18,000円、一般22,000円）

４．商標、ブランド
紛争処理法

☆

10/28(水) 長島・大野・常松法律事務所 弁護士 三村 量一 氏

商標、ブランド紛争（パブリシティ権を巡る紛争）処理法について学ぶ。
（全１日間：会員18,000円、一般22,000円）

５．損害賠償
請求

☆

11/4(水) 桜坂法律事務所 弁護士 古城 春実 氏

特許権に関わる損害賠償請求について、判例を通じて学ぶ。
（全1日間：会員18,000円、一般22,000円）

６．技術的範囲
☆

11/11(水) ホーガン・ロヴェルズ法律事務所 弁護士 窪田 英一郎 氏

技術的範囲について、判例を通じて、学ぶ。
（全１日間：会員18,000円、一般22,000円）

上記１～６
訴訟課程
６科目
６日間
おまとめ受講

訴訟課程：全６日間
会員98,000円、一般122,000円
（訴訟課程６科目、おまとめ受講は、割引価格となっております。）

１０月～１１月開講、６科目、全６日間
特許関係訴訟（侵害訴訟、審決取消訴訟）について、基本的事項から、特許、意匠、商標の事例を通して学ぶ。

【お知らせ事項】
① 受講の際は、法文集など、条文の参照できるもの（例、発明推進協会発行「知的財産権法文集」）をご持参

ください。
② 訴訟課程６科目おまとめ受講の場合は、各科目別にお申込みする場合に比べて、受講料は割引価格となり

ます。
③ 法律、実務、訴訟、海外、調査（26科目、36日間）おまとめ受講の場合は、受講料は、特別割引価格となり

ます。→詳しくは「おまとめ受講の特別割引」をご覧ください。
④ １～６☆の科目は、日本弁理士会の継続研修として申請中です。本研修を受講し、所定の申請をすると、
外部機関研修として、１日あたり5.5単位が認められる予定です。
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４．海 外 課 程

科目名 日程 講師 ・ 受講料（テキスト代含む）（消費税８％込み）

１．知的財産権と
国際条約概論

☆

9/1(火) 東京理科大学 教授 浅見 節子 氏

知的財産関係の国際条約について、パリ条約、TRIPS協定、商標関係条
約等を学ぶ。
（全１日間：会員18,000円、一般22,000円）

２．ＰＣＴとヨー
ロッパ特許出願
の実務と管理

☆

9/8(火) 青和特許法律事務所 弁理士 下道 晶久 氏

PCTとヨーロッパ特許出願の実務と管理について学ぶ。
（全1日間：会員18,000円、一般22,000円）

３．米国特許
出願の実務と
管理

☆

9/15(火) 中村合同特許法律事務所 弁理士 服部 博信 氏

米国特許出願手続きについて、実例を交え学ぶ。
（全1日間：会員18,000円、一般22,000円）

４．中国特許
出願の実務と
管理

☆

9/29(火) 北京銀龍知識産権代理有限公司 弁理士 雙田 飛鳥 氏

中国特許出願の実務と管理について学ぶ。
（全１日間：会員18,000円、一般22,000円）

５．米国特許
侵害訴訟の
概要

☆

10/6(火) 兼子・岩松法律事務所 弁護士 村田 真一 氏

米国特許侵害訴訟に付いて、事例を通じて学ぶ。
（全1日間：会員18,000円、一般22,000円）

上記１～５
海外課程
５科目
５日間
おまとめ受講

海外課程：全５日間
会員82,000円、一般102,000円
（海外課程５科目、おまとめ受講は、割引価格となっております。）

９月～１０月開講、５科目、全５日間
国内だけでなく、米国、中国、PCTの出願、管理、主に米国訴訟関係について学ぶ。

【お知らせ事項】
① 受講の際は、法文集など、条文の参照できるもの（例、発明推進協会発行「知的財産権法文集」）をご持参
ください。

② 海外課程５科目おまとめ受講の場合は、各科目別にお申込みする場合に比べて、受講料は割引価格となります。
③ 法律、実務、訴訟、海外、調査（26科目、36日間）おまとめ受講の場合は、受講料は、特別割引価格となり
ます。→詳しくは「おまとめ受講の特別割引」をご覧ください。

④ １～５☆の科目は、日本弁理士会の継続研修として申請中です。本研修を受講し、所定の申請をすると、
外部機関研修として、１日あたり5.5単位が認められる予定です。
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５．調 査 課 程

科目名 日程 講師 ・ 受講料（テキスト代含む）（消費税８％込み）

１．情報検索
基礎①～特許
検索の基本的
な考え方～
情報検索
基礎②～特許
検索のポイント
と演習～

☆

10/23(金)
11/13(金)

スマートワークス株式会社 代表取締役 酒井 美里 氏

初日には、特許検索の基本的考え方を学ぶ。J-PlatPatの使い方を通じて
特許検索の基礎を学ぶ。（宿題あり）
2日目には、宿題の確認と、演習と通じて、特許検索のポイント等を学ぶ。
海外DB関係についても触れる。
（全2日間：会員42,000円、一般50,000円）

２．情報分析
手法～特許分
析、特許マップ
～

☆

11/27(金) ランドンIP合同会社 日本事業統括部長 野崎 篤志 氏

特許情報の分析手法について、表計算ソフト使って特許マップを作成し、分
析する。
（全1日間：会員21,000円、一般25,000円）

上記１～２
調査課程
２科目
３日間
おまとめ受講

調査課程：全３日間
会員59,000円、一般71,000円
（調査課程２科目、おまとめ受講は、割引価格となっております。）

１０月～１１月開講、２科目、全３日間
特許調査実務について、検索の基礎から、特許分析までPC実習を通じて学ぶ。

【お知らせ事項】
① ＰＣを使った実習を行うため、定員は各科目２０名です。
② 調査課程２科目おまとめ受講の場合は、各科目別にお申込みする場合に比べて、割引価格となります。
③ 法律、実務、訴訟、海外、調査（26科目、36日間）おまとめ受講の場合は、受講料は、特別割引価格となり

ます。→詳しくは「おまとめ受講の特別割引」をご覧ください。
④ １，２☆の科目は、日本弁理士会の継続研修として申請中です。本研修を受講し、所定の申請をすると、
外部機関研修として、１日あたり5.5単位が認められる予定です。
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６．経 営 課 程

科目名 日程 講師 ・ 受講料（テキスト代含む）（消費税８％込み）

１．Ｒ＆Ｄ・標準
化戦略と知的
財産戦略

2016年
2/10(水)

三菱電機株式会社 役員理事 知的財産渉外部長 加藤 恒 氏

R&Dと標準化戦略、および知的財産戦略について、学ぶ。
（全１日間：会員18,000円、一般22,000円）

２．ブランドマネジ
メントと知的
財産戦略

2016年
2/24(水)

米国ニューヨーク州弁護士 日本コカ・コーラ株式会社 ディレクター＆シニア
リーガルカウンセル 足立 勝 氏

ブランドマネジメントと知的財産戦略について学ぶ。
（全1日間：会員18,000円、一般22,000円）

３．特許管理と
知的財産戦略

2016年
3/2（水）

ヤフー株式会社 執行役員 社長室長 別所 直哉 氏

特許管理と知的財産戦略について学ぶ。
（全1日間：会員18,000円、一般22,000円）

４．企業経営と
知的財産戦略

2016年
3/18(金)

上柳特許事務所 所長 弁理士 上柳 雅誉 氏

企業経営と知的財産戦略について学ぶ。
（全１日間：会員18,000円、一般22,000円）

上記１～４
経営課程
４科目
４日間
おまとめ受講

経営課程：全４日間
会員66,000円、一般82,000円
（経営課程４科目、一括申込みは、割引価格となっております。）

７．創 造 課 程

科目名 日程 講師 ・ 受講料（テキスト代含む）（消費税８％込み）

調整中 調整中 調整中

２０１６年２月～３月開講、４科目、全４日間
様々な企業の知財戦略について、経営戦略と絡めて学ぶ。

【お知らせ事項】
① 受講の際は、法文集など、条文の参照できるもの（例、発明推進協会発行「知的財産権法文集」）をご持参
ください。

② 経営課程４科目おまとめ受講の場合は、各科目別にお申込みする場合に比べて、受講料は割引価格となり
ます。

③ 経営課程４科目につきましては、おまとめ受講の特別割引対象には含まれておりません。
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