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令和４年３月 
会員各位 

日本弁理士会  
会長  杉村 純子 

  日本弁理士協同組合 
理事長  石渡 英房 

 

◆全国向けオンライン・オンデマンドにて開催します◆ 
 

【主催：日本弁理士会 運営：日本弁理士協同組合】 

令和４年度 弁理士事務所職員講座  

 外国出願手続実務  開催のご案内 
 
拝啓 平素は日本弁理士会並びに日本弁理士協同組合の運営に格別のご高配を賜り誠にあ
りがとうございます。 

近年、国境を越えて外国特許庁へ行う出願手続が重要性を増しており、外国出願実務を
事務所職員に習得していただくことが急務となっております。この要望に応えるべく開講
しました本講座は、本年度で 9 回目の開催となり毎回ご好評をいただいております。 

本講座は外国関係の業務について、事務所職員が知っておくべき手続や制度の基礎的な
事項を過不足なく網羅しており、特許事務所に求められる幅広い知識を持った人材を育成
するのに最適な内容となっております。 

 
なお、本年度はオンライン・オンデマンド形式で開催となっており、主な特徴をまとめ

ますと、以下の通りです。 
〇 ご自宅や事務所などに居ながらにして受講可能 
〇 一週間の配信期間内であれば、何度でも視聴可能 
〇 中断・再開が可能なため、視聴中の来客、電話などにも対応可能 
 

事務所職員によって支えられる部分も大きい特許事務所にあって、事務所職員の能力向
上は必須です。皆様の事務所の職員の方々に是非お声をお掛け下さい。全国の特許事務所
の皆様により多くのご参加をお願いしたく、ご案内申し上げます。 

敬具 
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１．対象 
特許事務所で外国事務を行う事務所職員 
（※ 主として「事務所職員経験が１年未満の方」を対象としていますが、体系的な知

識を確認したい経験者の方にも有用です。） 
 

２．講義内容／スケジュール 
別紙表（３頁）をご参照ください（※内容は一部変更になる場合があります） 

※ Zoom によるオンデマンド配信となります 
※ 各講座は１週間毎に配信します。それぞれ指定の期間内にご受講ください。 
※ テキストは配信日までに郵送致します。 

 

３．受講料（税込）   
 組合員事務所 非組合員事務所 

①全科目コース ６２，７００円 ８３，６００円 

②特許コース（特許６回分） ３４，６５０円 ４６，９４０円 

③商標コース（商標４回分） ２３，１００円 ３１，３００円 

④各１回受講 ６，０５０円 ８，２５０円 

「プレ講義」（①～④のいず
れかのコース申込者は無料） 

３，０００円 ４，０００円 
 
※ 全科目コースの受講料には、全 11 回分の講座受講料の他、修了試験受験料及び修了

証書発行料が含まれています。 
 

４．修了証書発行 
全科目コース受講者のうち、９科目以上の視聴が終了し、修了試験において６０％以

上得点された方に、日本弁理士会会長及び日本弁理士協同組合理事長の連名による修了
証書を発行いたします。併せて、事務所の代表弁理士には修了通知書を発行いたします。
全科目コース受講者以外は、修了証書発行の対象となりません。 

なお、できるだけ接触を避けるため、修了試験は通信受験とします。 
 

５．「プレ講義」配信 
  ５月２５日からの講座配信開始に先立ち、「プレ講義」配信を行います。 
・配信期間 ５月１１日（水）～５月２４日（火）（特許講義３０分、商標講義３０分） 
・内容   特許及び商標の基礎的な事項（主に国内の制度）について 
・受講料  上記の通り（①～④のいずれかのコースにお申込みいただいた方は無料） 

お問い合わせは日本弁理士協同組合事務局までお願いします 
TEL:03-5772-8033 Mail:kensyu@benrishi-k.gr.jp 
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講義内容 ／ 配信スケジュール 
（各講座は概ね 2時間４０分の内容です） 

 

 

回 配信期間 科目 講義内容 

１ 5/25～5/31 
【特許１】 

国際条約 

パリ条約の優先権の主張、ＰＣＴ国際出願と国内段階移

行手続（日本国特許庁への手続も含む） 

２ 6/1～6/7 
【特許 2】 

欧州 

欧州特許庁（各国特許庁）への特許出願手続、異議申立

の手続、翻訳文、ロンドン協定、国内制度との関係 

３ 6/8～6/14 

【特許 3】 

中国・韓国・台湾・ 

インド 

中国、韓国、台湾、インドの特許制度の特徴と出願手続 

４ 6/15～6/21 
【特許 4】 

アセアン諸国他 

シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、インドネ

シア、ロシア、ブラジルの特許制度の特徴と出願手続 

５ 6/22～6/28 
【特許 5】 

米国Ⅰ 

特許出願手続（出願の種類、出願時に必要な書類、ＩＤ

Ｓ）、特許要件（新規性、グレースピリオド、非自明性、

明細書要件）、出願人の要件（発明者、譲受人） 

※米国Ⅱと併せて受講して下さい 

６ 6/29～7/5 
【特許 6】 

米国Ⅱ 

特許中間処理手続（ＯＡ応答、ＲＣＥ、継続出願、分割

出願）、付与後の手続（再審査、年金）等 

※米国Ⅰと併せて受講して下さい 

７ 7/6～7/12 
【意匠】 

外国意匠 

米国、中国、欧州共同体、ハーグ条約等の意匠制度概要

と出願手続 

８ 7/13～7/20 

【商標 1】 

総論 国際条約・ 

国際出願・ＥＵ 

外国への商標出願ルート、外国へ商標出願する場合のチ

ェックポイント、商標に関する条約（パリ条約、ニース

協定等）、マドリッドプロトコルの制度概要と出願手続、

ＥＵＴＭ 

９ 7/20～7/26 
【商標 2】 

北米他 
米国、カナダの商標制度の特徴と出願手続 

10 7/27～8/2 

【商標 3】 

中国・香港・台湾・ 

韓国 

中国、香港、台湾、韓国の商標制度の特徴と出願手続 

11 8/3～8/9 
【商標 4】 

その他アジア諸国 

インドネシア、タイ、マレーシア、インド、ベトナム、

フィリピン等各国の商標制度の特徴と出願手続 
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【オンライン受講に関する注意事項】 

<ご利用環境> 

・本講座の受講にあたっての推奨環境は、Zoomに依存します。受講に必要なインター

ネット回線やＰＣ、スマートフォンなどは、受講者様が各自ご用意ください。 

・本講座の配信は、１人 1メールアドレスでご受講下さい。 

<事前準備> 

 ・ご視聴用 URLは、各科目の配信開始日に、お申込書「受講者mail」欄にご記入いただ

いたメールアドレスへお送りいたします。 

・ご視聴用 URLよりログインいただく際に、お申込書「受講者mail」欄にご記入いただ

いたメールアドレスをご入力ください。 

<その他注意事項> 

・理由の如何を問わず配信期間の延長はいたしません。配信期間中にご視聴ください。 

・本講座の映像や資料などは、受講者様本人のみがご視聴、ご利用いただけます。同事

務所で複数名受講される場合は、必ず受講される人数分お申込みください。ご視聴履

歴は確認させていただきます。 

・セミナー映像の録画、録音ならびにテキストなど資料の複製は著作権の点から固く禁

じます。 

・受講者様側の回線トラブルなど、受講者様側に起因する理由で講座が受講できない場

合、参加費の返金はいたしかねます。 

・当組合が不正な受講があったと判断した場合には、予告なく受講を中止させ、事務所

責任者様にご報告する場合があります。その場合、受講料の返金はいたしません。 

・本講座はオンライン開催となるため、日本弁理士会の継続研修単位は認定されません。 

 

【お申込に関するに関する注意事項】 

(1)お申込みは、日本弁理士協同組合 HP内「セミナー開催予定」の webフォームから、又

は本案内の申込書にご記入の上、ＦＡＸでお願いいたします。お申込いただいた方には、

メールにて受付完了通知・請求書等をお送りします。（ご希望の方にはご郵送します） 

(2)「①全科目コース」「②特許コース」「③商標コース」をお申込みの場合のキャンセルは

初回開催日の１週間前までに、また、「④各１回受講」でお申し込みの場合のキャンセ

ルは各開催日の１週間前までにご連絡下さい。１週間前を過ぎたキャンセルはお受けす

ることができません。事前に受講料をお支払いいただいていない場合でも、キャンセル

扱いにはならず、受講料の全額を頂戴しますのでご注意下さい。 
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－令和４年度 弁理士事務所職員講座 外国出願手続実務 申込書－ 
（お申込先ＦＡＸ：０３-５７７２-８０３４） 

  令和 4年   月   日 
■ お申込者名 

 

 

■ 受講者名 （ご受講者 1 名様毎に受講者名と mail をご記入と受講科目✓を選択してください。） 

受講者名  
受講者 

Mail 

（ZOOM視聴用） 

受講科目 

□全科目 

□特許(特許 6回) 

□商標(商標 4回) 

□個別受講 

【個別の方】 
右記より選択下

さい。            

□第 1回、□第 2回、□第 3回、□第 4回、 

□第 5回、□第 6回、□第 7回、□第 8回、 

□第 9回、□第 10回、□第 11回 

 

受講者名  
受講者 

Mail 

（ZOOM視聴用） 

受講科目 

□全科目 

□特許(特許 6回) 

□商標(商標 4回) 

□個別受講 

【個別の方】 
右記より選択下

さい。            

□第 1回、□第 2回、□第 3回、□第 4回、 

□第 5回、□第 6回、□第 7回、□第 8回、 

□第 9回、□第 10回、□第 11回 

 

※スペースの関係上、記入欄は 2名分のみですが 3名以上の場合は、こちらの申込書を複数使用ください。 

■「プレ講義」のお申込 
（受講科目のいずれかをお申込の方は無料でご受講いただけます） 

受講者名 

（受講科目    ） （受講科目    ） 

  

 

事務所名 
（   ）組合員事務所    

（   ）非組合員事務所  

代表弁理士名 (弁理士登録番号          )  

申込担当者名 
（請求書・問合せ用） 

 
電話番号 

 

ＭＡＩＬ 
（請求書・問合せ用） 

日本弁理士協同組合 HP内「セミナー開催予定」の webフォームからも
お申込いただけます。 


