平成２９年度知財総合支援窓口運営業務
(独)工業所有権情報・研修館事業請負事業

要予約

平成２９年度

4月

5月

6月

7月

8月

９月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

知財専門家無料相談会 開催日程

福島県知財総合支援窓口
福島県商工会連合会
いわき産学官ネットワーク協会
福島県発明協会
中通り指導センター
１３：３０−１６：３０
１３：００−１６：００
１３：１５−１６：１５
常設相談 【弁理士】
常設相談 【弁護士】
窓口相談【弁理士】
外部相談【弁理士】
外部相談【弁理士】
外部相談【弁護士】
5日(水) 吉川 まゆみ 13日(木) 二瓶 貴之 21日(金) 酒井 俊之 3日(月) 関根 光生 21日(金) 片寄 恭三
12日(水) 伊藤 正則 27日(木) 小池 達哉
19日(水) 吉川 まゆみ
26日(水) 水野 博文
10日(水) 伊藤 正則 11日(木) 二瓶 貴之 19日(金) 酒井 俊之 15日(月) 関根 光生 26日(金)
児島 敦 26日(金) 湊 一将
17日(水) 伊藤 正則 25日(木) 小池 達哉
24日(水) 吉川 まゆみ
31日(水) 水野 博文
７日(水) 水野 博文 8日(木) 二瓶 貴之 16日(金) 酒井 俊之 5日(月) 関根 光生 30日(金) 片寄 恭三
14日(水) 伊藤 正則 22日(木) 小池 達哉
21日(水) 吉川 まゆみ
28日(水) 水野 博文
5日(水) 伊藤 正則 13日(木) 二瓶 貴之 14日(金) 酒井 俊之 3日(月) 関根 光生 28日(金)
児島 敦
12日(水) 伊藤 正則 27日(木) 小池 達哉
20日(水) 吉川 まゆみ
26日(水) 水野 博文
2日(水) 伊藤 正則 17日(木) 二瓶 貴之 18日(金) 酒井 俊之 7日(月) 関根 光生 25日(金) 片寄 恭三 25日(金) 湊 一将
9日(水) 吉川 まゆみ 24日(木) 小池 達哉
23日(水) 吉川 まゆみ
30日(水) 水野 博文
6日(水) 吉川 まゆみ 14日(木) 小池 達哉 15日(金) 酒井 俊之 4日(月) 関根 光生 29日(金)
児島 敦
13日(水) 伊藤 正則 28日(木) 二瓶 貴之
20日(水) 水野 博文
27日(水) 水野 博文
4日(水) 伊藤 正則 12日(木) 小池 達哉 20日(金) 酒井 俊之 2日(月) 関根 光生 27日(金) 片寄 恭三
11日(水) 伊藤 正則 26日(木) 二瓶 貴之
18日(水) 吉川 まゆみ
25日(水) 水野 博文
1日(水) 吉川 まゆみ 9日(木) 小池 達哉 17日(金) 酒井 俊之 6日(月) 関根 光生 17日(金) 児島 敦 17日(金) 湊 一将
8日(水) 伊藤 正則 30日(木) 二瓶 貴之
15日(水) 吉川 まゆみ
22日(水) 水野 博文
29日(水) 水野 博文
6日(水) 伊藤 正則 14日(木) 二瓶 貴之 15日(金) 酒井 俊之 4日(月) 関根 光生 22日(金) 片寄 恭三
13日(水) 吉川 まゆみ 21日(木) 小池 達哉
20日(水) 水野 博文
27日(水) 伊藤 正則
10日(水) 伊藤 正則 11日(木) 二瓶 貴之 19日(金) 酒井 俊之 9日(月) 関根 光生 26日(金)
児島 敦
17日(水) 吉川 まゆみ 25日(木) 小池 達哉
24日(水) 水野 博文
31日(水) 吉川 まゆみ
7日(水) 伊藤 正則 8日(木) 二瓶 貴之 16日(金) 酒井 俊之 5日(月) 関根 光生 23日(金) 片寄 恭三 23日(金) 湊 一将
14日(水) 吉川 まゆみ 22日(木) 小池 達哉
21日(水) 水野 博文
28日(水) 水野 博文
7日(水) 伊藤 正則 8日(木) 二瓶 貴之 16日(金) 酒井 俊之 5日(月) 関根 光生 16日(金)
児島 敦
14日(水) 吉川 まゆみ 22日(木) 小池 達哉
20日(火) 水野 博文

＊＊＊お問い合わせ・ご相談＊＊＊
福島県知財総合支援窓口 024-963-0242 （一社)福島県発明協会：福島県ハイテクプラザ２Ｆ
○福島県商工会連合会 中通り指導センター 0248-94-2680 ○いわき産学官ネットワーク協会 0246-21-7570

