
スタートアップ知財セミナースタートアップ知財セミナー
令和４年度九州地域のスタートアップ知財戦略機運醸成に関する普及・広報事業
主催：経済産業省九州経済産業局、九州知的財産活用推進協議会

2022 in KYUSHU2022 in KYUSHU

第　回

令和4年12月7日（水）
14：00～16：30（13：30受付開始）
場所：Garraway F（ギャラウェイ・エフ）
定員：50名程度（オンライン100名）

オープンイノベーション
×
知財

資金調達
×
知財

企業価値
×
知財

資金調達に知財は本当に活用できるのか？
活用できるならその方法は？
具体策を辣腕弁護士より紹介します。

ファシリテーター
専修大学 経済学部
特任教授
見山謙一郎 氏
パネリスト
Gamaエキスパート
代表取締役
上釡健宏 氏

講師
UniBridge知財事務所 
代表
弁理士坪内 寛 氏

3

第　回

令和4年11月28日（月）
14：00～16：30（13：30受付開始）
場所：COMPASS小倉（コンパス小倉）
定員：40名程度（オンライン100名）
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第　回

令和4年11月14日（月）
14：00～16：30（13：30受付開始）
場所：XOSS POINT.（クロスポイント）
定員：40名程度（オンライン100名）

1
知財を活用していかに企業価値を高め、
顧客ロイヤルティの向上を図っていくかに
ついて、事例を交えて紹介します。

講師
明倫国際法律事務所
弁護士・弁理士
田中雅敏 氏

●熊本開催

●北九州開催

●福岡開催

　社会が大きく変容する中、既存の枠にとらわれない着想や視点をもって新たなビジネスを生むスタートアップ
は、時代を切り拓くイノベーションの担い手として大きな期待が寄せられています。
　スタートアップの更なる成長にあたっては様々なステークホルダーとの相互理解や共創関係の構築・拡大が重
要ですが、経営資源の少ないスタートアップが武器を磨くことなくこうした取組を進めていくことは困難です。
　そこで今回は「知的財産」をキーワードに、「企業価値向上」「資金調達」「オープン・イノベーション（OI）」に焦点
を当てたセミナー・シンポジウムを開催します。
　自らの事業戦略や企業アライアンスに活かすヒントを得る機会として、奮って
ご参加ください。
　なお、当日は名刺交換の場を設ける予定ですので、お名刺をご持参ください。

参加無料
現地＋オンライン開催

異なる強みを持つ企業間の共創は、自らの殻や限界を破る大き
な転換点となりえます。
今回は、学識経験者・大企業・スタートアップのそれぞれの視点
で、OIの現状や課題、解決に向けた取組等について討論します。
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※申込いただいた個人情報については、事務局（九州経済産業局、一般社団法人発明推進協会（本事業に係る請負事業者））で適切に管理し、本事業（令和４年度九州地域のスタートアップ知財戦略機運醸成に関する普及・広報
事業）の運営に関する業務にのみ使用いたします。また、ご提供いただいた個人情報は、その保護について万全を期すとともに、ご本人の同意なしに事務局以外の第三者へ開示、提供することはありません。
※申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りさせていただきます。
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E-mail

氏名
ふりがな
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参加ご希望の方は、事前登録が必要です。下記申込書に必要事項を
ご記入の上、FAX、E-mail等にてお申込ください。
E-mailでお申し込みの場合は、参加したいセミナー、オンライン参
加か会場参加かを明記してください。
先着順で受け付け、定員になり次第、締め切ります。
お申し込みいただいた方には、E-mailまたはFAXにて受講票をお送
りいたしますので、当日プリントアウトしてお持ちください。

UniBridge知財事務所
代表 弁理士　坪内 寛 氏
福岡市出身。九州大学大学院工学研究科
修士課程（機械工学専攻）を修了。株式会社
東芝に入社し、水力発電機器事業に従事。
特許事務所勤務を経て、九州大学知的財
産本部で知財業務に従事。技術移転グルー
プ長、知的財産グループ長を担務。2016年
に九州大学を退職し、UniBridge知財事務
所を設立。中小企業・ベンチャー企業向けの
知財コンサルティング、知財関連契約の媒
介等に注力。

明倫国際法律事務所
弁護士・弁理士　田中雅敏 氏
1994年慶応義塾大学総合政策学部卒、
1999年弁護士登録、2001年 弁理士登録。
福岡、東京、名古屋、上海、香港、シンガポー
ル、ベトナム（ハノイ／ホーチミン）にオフィスを展
開する明倫国際法律事務所の代表弁護士。
スタートアップ法務、知的財産、企業法務、契
約関係、国際業務、労働法務等の分野を中
心に幅広く活躍し、年間に約60本前後の
講義の講師も担当。
スタートアップ向けの企業法務の基礎や知
的財産の活用について、定期的にセミナー
や相談を実施する他、スタートアップ向けの
法務支援プログラムなどを提供している。

Gamaエキスパート
代表取締役　上釡健宏 氏
鹿児島県加世田市（現南さつま市）生まれ。
長崎大学工学部電気工学科卒業後、東京
電気化学工業（現TDK）入社。2001年記録デ
バイス事業本部技術戦略部長。2002年執
行役員。2003年常務執行役員。2004年取
締役専務執行役員。2006年からTDK代表
取締役社長を務め、M&Aにより自動車向け
事業等の強化をはかり、また生産拠点の統
廃合など構造改革を進めた。2016年代表
取締役会長。2018年ミッションエグゼクティ
ブ。2021年株式会社Gamaエキスパート代
表取締役就任。

専修大学 経営学部
特任教授　見山謙一郎 氏

1990年住友銀行（現三井住友銀行）入行、
本店営業部等で素材型産業を担当し国内
外のM&A業務等に携わる。2005年に同行
を退職後、Mr. Childrenの桜井和寿らが設
立したap bankに理事として参画。2009年
に同理事を退任後、Field Design NetworX 
を起業。現在は大企業の新規事業研修の
企画やアクセラレート業務に従事する他、環
境省中央環境審議会（循環型社会部会）
委員等を兼務。2018年より専修大学経営
学部特任教授（技術戦略論、事業創造等を
担当）。立教大学大学院修了（経営学）。

「スタートアップ知財セミナー
 2022 in KYUSHU」事務局
（一般社団法人発明推進協会内）

TEL：03-3502-5447
FAX：03-3504-1480
E-mail：exl-kyushu-startup@meti.go.jp

■プロフィール■

■会場■

■申込方法■■セミナータイムテーブル■ ■お問合せ先■

FAX：03‐3504‐1480
E-mail： exl-kyushu-startup@meti.go.jp
※E-mailの場合は、メール本文に参加したいセミナーの名称・日時・会場と下記必要
事項をご記入の上、お申込みください。

「スタートアップ知財セミナー2022 in KYUSHU」事務局 行

第1回　XOSS POINT.
熊本県熊本市西区春日1丁目14-1

くまもと森都心プラザ2階

交通●JR熊本駅白川口（東口）から徒歩約3分

第2回　COMPASS小倉
北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号

AIM（アジア太平洋インポートマート）ビル6階

交通●JR小倉駅から徒歩約5分

第3回　Garraway F
福岡市中央区天神2-10-3 VIORO 7F

交通●地下鉄天神駅から徒歩約3分

西鉄福岡（天神）駅から徒歩約1分

第1回　11月 9 日（水）

第2回　11月22日（火）

第3回　11月30日（水）

令和     年     月     日
参加を希望する回に○をお付けください

第1回（熊本）

現地参加

第1回（熊本）

オンライン参加

第2回（北九州）

現地参加

第2回（北九州）

オンライン参加

第3回（福岡）

現地参加

第3回（福岡）

オンライン参加
申込締切

13:30 受付開始
14:00 講師による講演・
 座談会
15:30 名刺交換・
 情報交換会
16:30 終了

スタートアップ知財セミナー2022 in KYUSHU　参加申込書




