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SIC に入居されている専門家をご紹介します。

ＳＩＣ−１

特許業務法人 大貫小竹国際特許事務所

あらゆる協力をおしみません！

【事業紹介】

当事務所は、企業の盛衰を司る知的財産権の取得と保護を国の内外
を問わず、技術と法律を駆使して的確にアドバイスする総合的な特許
事務所を目指しています。日本出願のみならず、外国出願に精通して
います。取扱い業務は次の通りです。
〇
〇
〇

【代表プロフィール】

大貫 和保（おおぬき かずやす）70歳
茨城県出身、高校の時に相模原に移り、
現在は川崎市に在住。「練習には、よく
行くけれど真っ直ぐ飛ばないから爽快さ
が足りない。」と言う大貫さんのゴルフ
歴は40年。最近の休日は、約６坪の畑で
トマト、ナス、きゅうり、大根、ブロッ
コリーなど季節の野菜づくりに励んでい
ゴルフ姿の大貫さん
ます。

弓を射る中田さん

中田 修（なかた おさむ）61歳
山口県出身、相模原市中央区に在住。
47歳から始めた弓道は現在5段の腕前。
7年で国体(2006年兵庫国体)に出場し、
現在、麻布大学弓道部のコーチも務め
ている相模原のエースです。

【センター入居のきっかけは？】

大貫さんは、技術が好きで大学の法学部在学中に弁理士の資格を取
得しました。卒業後、弁理士の仕事に就きましたが、電気や機械分野
の専門知識が必要であることを感じ、工科系の大学に通い、技術知識
を身につけました。最近は、ますます技術分野が多方面に広がり、お
客様の技術が先端技術であることから、日々、技術に関する資料を集
め、知識を深めています。
渋谷の特許事務所に就職後、昭和46年に「大貫特許事務所」を設立
し、平成13年12月にインターネットの急速な普及により、特許業務の
環境が整備されたことからＳＩＣに相模原オフィスを開設しました。
ＳＩＣへの入居は、日ごろから大貫さんが育った相模原への貢献をし
たいとの思いがあり、事務所の中田さんの相模原への引っ越しを契機
にＳＩＣのアドバイザーとなり企業支援に協力したことがきっかけで
した。

特許、実用新案、意匠、商標の日本国及び外国への出願、異議
申立、審判の代理
特許訴訟の代理、侵害訴訟の代理及び補佐
知的財産権に関するアドバイス、会社、組合の顧問

少人数の事務所ですが、出願時には、特許明細書を発明者と面談し
て作成をアドバイスし、拒絶理由通知時にも、発明者等と協議して意
見書なり補正書の作成をアドバイスします。
技術が進むと共に特許が必要になってきますが、特許は国別である
為、それぞれの国へ特許申請をしなければなりません。昭和30年代、
日本が技術大国になったように、その後韓国、中国と移り変わってい
ます。海外へ打って出るときは、当該国に特許出願すべきです。相談
は基本的に無料です。特許庁の電子図書館で画面を見ながら特許相談
を受け付けています。

【起業家へアドバイスいただけますか？】

1. ベンチャー企業は、目標の技術分野を決めて、既存の技術を特許
で探してみてください。同一でないことが確認出来てから起業を
決めることをお勧めします。
2.特許庁の特許公報を見ることも肝心で、今の技術を見ることは、
新たな分野・技術に繋がります。
3.商談に行く先の企業が持つ特許を知ることが肝要です。自分のラ
イセンスとクロスライセンスの可能性がありうるからです。
4.商談の前に技術を特許出願しておくことを勧めます。技術は秘密
保持をお願いしても、漏れてしまうということを肝に銘じておい
て下さい。
5.知的財産紛争が多発していますが、その前に相談に来ていただき
たい。
特許権の権利範囲の解釈が一般常識を越える判断基準を持っており、
専門家の特許事務所にご相談下さい。侵害を主張する側と、侵害であ
ると主張される側とでは、アドバイスの内容を異にし、事案に対し適
切な判断を提供しています。

【これからの夢または目標は？】

ＳＩＣが支援する企業から上場企業が出てくるよう協力をしたい。
技術を保護する側面で協力していきます。
特許業務法人大貫小竹国際特許事務所
SIC-1 301号室
Tel.042-770-9273 Fax042-770-9274
http://www.ohnukikotake-ipo.com/

相模原Oﬃce

≪本栖湖竜ヶ岳トレッキング報告≫
平成 25 年 11 月 16 日（土）06：00 〜 17：00 開催しました。
参加者３名（男性ばかりでした）で世界文化遺産に登録され
た富士山を一望してきました。前日は雨でしたが、当日は、
すっきりと日本晴れとなりました！！ 次回のトレッキング
を企画中です。是非、ご参加ください。

↑日頃の行いがとても良い３名です。
←すばらしい富士山でした。

ごほうこく
ごほうこく

ご案内
ご案内

♪The HINT 10 & 個別相談会

≪第２７回南西フォーラム≫ビジネスチャンスは身近な地域にある！！

- 自社の強みをアピールし、新しいパートナーシップを築こう！ -

11 月 20 日（水）に開催しましたミニセミナーには、
15 名の参加をいただきました。今回は、税理士の天野
俊裕さんに会社の経理処理で一番身近な試算表につい
て説明をいただきました。試算表を活用することで資
金繰りをはじめとする色々な会社の経営判断に生かす
事ができると好評でした。

● 開催日時 平成 25 年 12 月 5 日（木）13:00 〜 17:00
● 会場 相模原市立産業会館 １Ｆ 多目的ホール
● 定員 150 名（申込順） 入場無料

≪台湾環境関連製品発表会≫

♪子どもワークショップ

10 月 12 日（土）、第 4 回子どもワークショップでは、「音の不思
議を体感しよう！マイスピーカー」を開催し、9 組の親子が参加しま
した。「音」をテーマに、さまざまな音を聴く体験
や実験を通じて、音の正体が「空気を含む物体の
【振動】
」であることや、音の伝わる速さや質、
大／小や高／低の違いといった音の不思議を解明
し理解を深め、その集大成としてオリジナルの
スピーカーを作りました。
※第 5 回は、定員に達しましたので、募集を締め切らせていただきました。

-♪入居の皆様へ 第６回＆第７回募集予告♪-

≪第 6 回「 体験！はんだごて

ライントレーサー作り！」
≫

● 開催日時 平成 26 年 1 月 25 日（土）9:30 〜 12:30
● 会場 SIC-3 3F 食堂
● 協力企業：株式会社タクマ精工

≪第 7 回「親子で作ろう！ドライフラワー」≫

● 開催日時 平成 26 年 3 月 8 日（土）9:30 〜 12:30
● 会場 SIC-3 3F 食堂
● 協力企業：日本化工機材株式会社
12 月中旬から公募開始の予定です。どうぞ、お楽しみに！

TAIWAN ECO-PRODUCTS PRESENTATION
● 開催日時 平成 25 年 12 月 13 日（金）14:00 〜 17:00
● 会場 機械振興会館 地下３階 研修室 -1
● 内容 台湾企業８社のプレゼンテーション
台湾企業との面談
● 参加費 無料

≪第 4 回モノづくり企業のための宇宙科学研究会≫

- 赤外線天文衛星 SPICA に向けたコロナグラフ光学装置の開発 ● 開催日時 平成 25 年 12 月 17 日（火）18:00 〜 20:00
● 会場 相模原市立産業会館 3Ｆ 大研修室
● 定員 50 名（申込順） 入場無料

≪先行案内：日台 建築・環境ビジネスマッチング≫

- 環境配慮型の建築材料、建築工法、関連機器に関するビジネ
スマッチングを台北で開催します ● 開催日時 平成 26 年 2 月 18 日（火）・19 日（水）
※ 詳細が決まり次第、ご案内申し上げます。

詳しくは、 SIC ホームページをご覧ください。
子どもワークショップ第 1 回～第 4 回までの動画を
アップいたしました。 どうぞご覧ください。
http://goo.gl/1oNGTg

わたしの好きなこと・もの・時間
〈企画総務部

タペストリーと
クッション

〈企画総務部

中野 宏枝〉

とても細やかな
エコーキルト

小さい頃からものを作ることが好きで、小学生になってからは針を
持ってちくちくと、フェルトのマスコット、くまやうさぎのぬいぐる
みなどを飽きもせずに黙々と作っていました。社会人になってからは、
そんな時間もなくなっていましたが、手芸店に勤めだしてから、再び
「もの作り魂」に火が付きました。お店に飾る見本品を試行錯誤しな
がら作り、それを見たお客様から「私も作ってみたい。」と言ってい
ただけたときは、とても嬉しかった記憶があります。
４年ほど前、ハワイアンキルトに興味を持ち、作ってはみたものの
上手くいかなかったので約２年間教室に通いました。ハイビスカスや
プルメリア、イルカやウクレレなどハワイならではのモチーフをアッ
プリケしたとても華やかなキルトですが、モチーフの周りを波紋のよ
うに何周も縫っていくエコーキルトは、気の遠くなる作業です。私の
場合、集中すればするほど必要以上に針目が1〜2㎜と細かくなってし
まい、110㎝サイズのタペストリーを完成させるのに約10カ月！
でも、丁寧に作業して時間がかかった分、完成したときの達成感は
なんともいえないものでした。
次は思い切ってベッドカバーサイズにチャレンジ？まだまだ先の話
ですが…。

編集
後記

どんな人ですか？ SIC スタッフ編
清水 奈生子〉

10年ほど前から風水を取り入れた生活をしています。当時、スピリ
チュアルブームで友人と旅行に行く際に「どうせ行くならパワースポ
ットを訪れよう」ということとなり、全国のパワースポットや吉方位
を調べ始めたのがきっかけでした。
風水なんてただの占いと思っていましたが意外と奥が深く、気がつ
くと風水関連の書物を何十冊も読みあさっていました。よく黄色のお
財布で金運アップ！と耳にしますがこれは色が持つパワーを利用した
色風水です。他に石（パワーストーン）や花などの風水もありますが、
私は、旅行風水が特に好きです。
旅行を計画する際に、家族全員の吉方位になるようにし、必ず源泉
かけ流しの温泉に入ります。また、パワースポットを訪れ、湧き水を
飲みます。今年は、夏休みを利用し日光に行ってきました。小学校の
修学旅行以来で、華厳の滝や東照宮はとても懐かしかったです。しっ
かり温泉にも入り、湧き水も飲み、パワーが充填された気がします。
吉方位は毎年変わってしまうので、まだまだ訪れたい場所はたくさ
んあります。 風水旅行の計画を立てるのも、醍醐味の1つです。

ラナンキュラスの花を玄関に ... いいですね〜。

塩で洗って、水晶もいいですよ〜。

11 月 28 日（木）、第 1 回 SIC 入居企業経営者交流会を開催いたしました。SIC スタッフを含め 34 名の参加をいただき、活気のあ
る交流会となりました。次号で、ご紹介させていただきます。さて、今年も 12 月に入りました。年末年始に帰省される方は、切
符の手配等もお済のことと思います。良い年末年始をお迎えください。2014 年が皆様にとって良い年になりますように！
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