知財ist（チザイスト）研修 オンライン2022
2022年４月開講
2/1受付開始（予定）

知財ist（チザイスト）になろう！

全７課程年間パック

特割価格 会員５００,000円／一般６０0,000円（税込）

法律7科目＋実務５科目＋海外４科目＋調査２科目＋訴訟５科目＋経営４科目＋マスター総合編２科目を
１年間を通して受講できるお得な年間パックです！ ※定員になり次第締め切ります

限定20名
6/2〆切

特典 2022年3月31日までに年間パックをお申込みいただいた方には「知的財産権法文集」、「標準特許法（高林龍著）」
「PCTの活用と実務（下道晶久・淺見節子共著）」（合計1万円相当）を贈呈します！ （規定要件を満たした方には修了証書交付）
予
告

①無料Zoomセミナー「社内向け知財教育の勘所」＆知財ist説明会 2022年2月1日（火）13:30～15:30
対象：知財ist研修の受講を検討している方 およびその上司の方

②リアル開催キックオフ説明会＆交流会 2022年4月20日（水）15:00～17:00
対象：年間パックお申込者様限定

場所：虎ノ門研修室

1年間続くなんて
大河ドラマみたいだニャ

知財ist（チザイスト）研修の3つの特長
☑法律から実務まで （全29科目）
☑双方向型
（オンデマンド科目では、Zoom質問会で疑問点を解決、
☑サポート体制 Zoom講義では、１週間のアーカイブ配信で復習も可能）

１．法律課程 ７科目パック

※法律課程では、
大学カリキュラムのような
密度の濃い、充実した
講義を体験できます

☛ココが ・Zoom講義では、リアルタイムで質疑応答
・オンデマンド科目では、Zoom質問会で講師と直接質疑応答

双方向 ・演習、レポート課題を実施し、理解を深め、知識の定着を図ります

パック特別受講料 会員210,000円／一般260,000円（税込）
法律課程は特にお得！

（3時間あたり 会員7,000円／一般8,670円（税込））

科目名（定員40名）

時間数／日程

講師

科目別受講料 会員／一般

１．特許法（技術保護法）

オンデマンド
90分×16コマ

早稲田大学 法学部・大学院法学研
究科 教授 高林 龍 氏

70,000円／86,000円

２．商標法・不正競争防止法

オンデマンド
90分×12コマ

明治大学 情報コミュニケーション学部
教授 今村 哲也 氏

53,000円／65,000円

３．知的財産権と民法

オンデマンド
90分×6コマ

ユアサハラ法律特許事務所
弁護士 深井 俊至 氏

28,000円／３４,000円

４．知的財産権と民事訴訟法

オンデマンド
90分×12コマ

慶應義塾大学 大学院法務研究科
准教授 工藤 敏隆 氏

53,000円／65,000円

５．知的財産権と独占禁止法

オンデマンド
90分×4コマ

関西大学 総合情報学部
教授 泉 克幸 氏

19,000円／23,000円

６．知的財産基本法と日本の知財
戦略

オンデマンド
90分×2コマ

発明推進協会 研究所所長
扇谷 高男 氏

7,000円／10,000円

７．著作権法
（Zoom講義3時間×4日間）

①6/3金 ②6/10金
③6/17金④6/24金

獨協大学 法学部 法律学科 教授
3８,000円／4６,000円
張 睿暎 氏
（講義時間：13:30～16:30）

パック受講料 会員７４,000円／一般89,000円（税込）

２．実務課程 ５科目パック

（3時間あたり 会員9,250円／一般11,125円（税込））

科目名（定員40名）

日程（13：30～16：30）

講師

科目別受講料 会員／一般

１．特許審査基準
（Zoom講義3時間×2日間）

①7/5火②7/6水

栄光特許事務所 弁理士
木村 伸也 氏

２０,000円／２４,000円

２．特許審査審判中間手続き
（Zoom講義3時間×2日間）

①7/12火②7/13水

栄光特許事務所 弁理士
木村 伸也 氏

２０,000円／２４,000円

３．特許明細書作成実務
（Zoom講義3時間×2日間）

①7/20水②7/27水

一燈国際特許事務所 所長弁理士
橘 和之 氏

２０,000円／２４,000円

４．知財契約の基礎と実務
（Zoom講義3時間×1日間）

9/7水

兼子・岩松法律事務所
弁護士 村田 真一 氏

１１,000円／１３,000円

５．英文契約の基礎と実務
（Zoom講義3時間×1日間）

9/27火

日本アバイア㈱ 取締役 法務部部長
弁理士 向山 純子 氏

1１,000円／１３,000円

日程、および講師等は変更する可能性もございます。２０２２．１．２８現在
◆お問い合わせ先◆
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-1-1 一般社団法人 発明推進協会
チザイスト
知的財産情報サービスグループ 研修チーム TEL：03-3502-5439 FAX：03-3506-8788

パック受講料 会員4８,000円／一般５７,000円（税込）

３．海外課程 ４科目パック

（3時間あたり 会員9,600円／一般11,400円（税込））

科目名（定員40名）

時間数／日程

講師

科目別受講料 会員／一般

１．産業財産権の基本条約－パリ
条約とTRIPS協定－

オンデマンド
90分×2コマ

東京理科大学 教授 弁理士
淺見 節子 氏

１０,000円／１２,000円

２．特許協力条約（PCT）の活用

オンデマンド
90分×2コマ

東京理科大学 教授 弁理士
淺見 節子 氏

１０,000円／１２,000円

9/1２月

北京銀龍知識産権代理有限公司
日本弁理士 雙田 飛鳥 氏

１１,000円／１３,000円

中村合同特許法律事務所
弁理士 服部 博信 氏

２０,000円／２４,000円

３．中国特許出願の実務と管理
（Zoom講義3時間×１日間）
４．米国特許出願の実務と管理
（Zoom講義3時間×２日間）

13:30～16:30

①9/15木②9/29木
いずれも13:30～16:30

パック受講料 会員６５,000円／一般７６,000円（税込）

４．調査課程 ２科目パック

（3時間あたり 会員10,840円／一般12,670円（税込））

科目名（定員２0名）

日程 （13：30～16：30）

講師

科目別受講料 会員／一般

１．情報検索実務
（Zoom講義3時間×3日間）

①10/4火 ②10/7金
③10/11火

スマートワークス株式会社
代表取締役 酒井 美里 氏

３６,000円／４２,000円

２．情報分析手法
（Zoom講義3時間×3日間）

①10/18火 ②10/19水
③11/2水

株式会社イーパテント
代表取締役社長 野崎 篤志 氏

３６,000円／４２,000円

パック受講料 会員６６,000円／一般７９,000円（税込）

５．訴訟課程 ５科目パック

（3時間あたり 会員9,430円／一般11,285円（税込））

科目名（定員40名）

日程 （13：30～16：30）

講師

科目別受講料 会員／一般

１．特許侵害訴訟の理論と実務
（Zoom講義3時間×1日間）

１０/２６水

柳田国際法律事務所
弁護士 弁理士 清水 節 氏

１１,000円／１３,000円

２．知的財産権と行政訴訟
（Zoom講義3時間×2日間）

①11/8火 ②11/16水

中央大学法科大学院
教授 安念 潤司 氏

２０,000円／２４,000円

３．商標、ブランド紛争処理法
（Zoom講義3時間×1日間）

11/30水

三村小松山縣法律事務所 弁護士
三村 量一 氏

１１,000円／１３,000円

４．損害賠償請求
（Zoom講義3時間×1日間）

12/7水

桜坂法律事務所 弁護士
古城 春実 氏

１１,000円／１３,000円

５．事例研究（特許権侵害訴訟）
（Zoom講義3時間×２日間）

①11/22火②12/16金

兼子・岩松法律事務所 弁護士
村田 真一 氏

２０,000円／2４,000円

パック受講料 会員５３,000円／一般6５,000円（税込）

６．経営課程 ４科目パック
科目名（定員40名）

日程
（14：00～16：00）

（2時間あたり 会員6,240円／一般7,650円（税込））
講師

科目別受講料 会員／一般

１．交渉学と知的財産戦略
（Zoom講義２時間×２日間）

①２０２３/１/２５水
②２０２３/2/1水

東京富士大学 客員教授 ／ランドンIP合
同会社 社長 三好 陽介 氏

１４,000円／１７,000円

２．ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄと知的財産戦略
（Zoom講義２時間×2日間）

①２023/2/８水
②2023/２/15水

米国ニューヨーク州弁護士 足立 勝 氏

１４,000円／１７,000円

３．特許管理と知的財産戦略
（Zoom講義２時間×２日間）

①2023/3/１水
②2023/3/8水

京都情報大学院大学 教授 ／紀尾井町戦
略研究所 代表取締役 別所 直哉 氏

１４,000円／１７,000円

４．企業経営と知的財産戦略
（Zoom講義2時間＋3時間）

①2023/3/15水
②２０２３/3/22水

上柳特許事務所 所長 ／上柳IPマネジメ
ント代表 弁理士 上柳 雅誉 氏

１７,000円／２１,000円
（2回目のみ14：00～17:00）

パック受講料 会員２０,000円／一般２４,000円（税込）

７．マスター総合編2科目パック

（3時間あたり 会員10,000円／一般12,000円（税込））

科目名（定員40名）

日程 （13：30～16：30）

講師

科目別受講料 会員／一般

１．標準化と経営戦略
（Zoom講義3時間×１日間）

２０２３/1/19木

一橋大学 イノベーション研究センター
教授 江藤 学 氏

１１,000円／１３,000円

２．デザイン経営と知的財産
（Zoom講義3時間×１日間）

２０２３/2/22水

大阪工業大学大学院
知的財産研究科 教授 山田 繁和 氏

１１,000円／１３,000円

