2021 年 10 月 26 日
各 位
株式会社北洋銀行

道内金融機関初！！知的財産に特化した商談会を開催します
北洋銀行は、道内中小企業の知的財産（以下、知財）活用による新事業や新商品開発の支援として、
11 月 30 日（火）に商談会を開催します。
日本国内で出願された特許は約 167 万件ありますが、その半分以上が実用化されず、眠ったままと
いわれている中、一部の大企業や研究機関では、特許情報を開放（以下、開放特許）し、特許を活用
したい企業との共同によるものづくりが行われています。
本商談会では、北海道信金、空知信金、道南うみ街信金、旭川信金、帯広信金、大地みらい信金と
連携し、開放特許を有する大企業・研究機関と道内中小企業との個別商談会兼相談会を実施します。
道内中小企業にとっては、開放特許を活用することで、新事業や新商品等ものづくりに関わる開発費の
削減や時間短縮等のメリットが期待されます。
また、本商談会は北海道経済産業局の「令和 3 年度中小企業知的財産支援事業」として開催しますが、
その一環として、10 月 30 日（土）にテレビ番組「今日ドキッ！スペシャル 特許がニッポン経済を救う！？
な る ほ ど マ ッ チ ン グ 」 を 放 送 し ま す （ 北 海 道 放 送 株 式 会 社 14 ： 00 ～ 14 ： 54 ） 。 道 内 中 小 企 業 の
知財活用事例等を通じ、知財についてわかりやすく理解できる内容となっています。
当行は、引き続き北海道ものづくり産業に携わる企業様のサポートに努め、道内経済の発展に貢献して
まいります。
以 上
北洋銀行グループは、2018 年 12 月「北洋 SDGs 宣言」 を表明し、地域の持続的成長
支援と社会的課題の解決に取り組んでおります。なお、SDGs に関連するプレスリリース
には、該当する SDGs のアイコンを明示しております。
【SDGs】2015 年の国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するための 2030 年
までの国際目標。17 のゴールと 169 のターゲットで構成される。

令和3年度中小企業知的財産支援事業

参 加 申 込 方 法
❶下記の参加規約に記載された事項を全て確認、同意の上、必要事項※1を
下記アドレス※2へ送信してください。

【申込期限：11月12日（金）】
※1

知財ビジネスマッチングに参加希望であること、企業名、担当者様氏名、所属部署、

※2

北洋銀行地域産業支援部：h-mono@hokuyobank.co.jp

電話番号、
メールアドレス、
ご案内を受けた金融機関・支店名を明記して下さい。

❷北洋銀行地域産業支援部より申込書をEメールにて送付いたします。
❸申込書を入力の上、上記アドレスにご返信ください。

参加資格
参加者は反社会的勢力に該当しない企業等に限定します。
商談参加者の選考
お申込多数の場合は、主催者・商談相手による選考を経て商談会への参加者を決定します。
お申込時点で参加を確約するものではありませんのでご留意ください。
商談開始時間
商談開始時間は主催者側で決定させていただきます。
商談の自己責任原則
商談やお取引についてはお客さまの判断と責任で行ってください。
取得情報の扱い
本商談会を通じて得た情報は、本事業運営の他、各種商談会等に係る
ご連絡等に限り利用させていただきます。
キャンセル・取消し
参加規約等に違反したと認められる場合、参加を取消すことがあります。

37.5度以上の発熱のある方、
体調の
優れない方はご来場をお控えください。

❷

マスクの着用をお願いします。

❸

手指の消毒をお願いします。

❹

来場者やスタッフ同士の距離の
確保にご協力お願いします。

❺

大きな声での会話はお控えください。

本ビジネスマッチングに関するお問合せ・ご連絡先

川根・丸山・高野

◎企業が開放する特許を使って新事業や
新商品開発に活用してみませんか？

こんなお客さまにおすすめ
● 新商品開発のアイデアを探している
● 新事業に挑戦したい

● 製品の開発コストや時間を削減したい
● 技術面の課題を解決したい

● 自社製品の付加価値・信頼度を高めたい

日 時：2021年11月30日（火）11：30〜17：00
場 所：TKPガーデンシティPREMIUM札幌大通6F

1商談/30分
参加無料

高桑ビル

商談・相談企業団体

❶

北洋銀行地域産業支援部

北洋銀行
知財ビジネスマッチング

札幌市中央区南1条西1丁目8番地2

新型コロナウイルス感染症対策

皆さまへ

中小企業の開発者・経営者の皆さまへ

◎特許や商標など知的財産に関する
悩みや課題はありませんか？

参加規約

ご参加の

Webサイト掲載のご案内

ものづくりに関わる

株式会社イトーキ

キユーピー株式会社

大和ハウス工業株式会社

国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構

富士通株式会社

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構

株式会社リコー

日本弁理士会北海道会
一般社団法人北海道発明協会
（50音順）

011-261-1321

主催：株式会社北洋銀行

電話番号：

Eメール：h-mono@hokuyobank.co.jp

www.hokuyobank.co.jp

後

援（予定）
： 北海道経済産業局、北海道、札幌市

特別協力（予定）
： 北海道信用金庫、空知信用金庫、道南うみ街信用金庫
旭川信用金庫、帯広信用金庫、大地みらい信用金庫
（銀行コード順）

開 放 特 許 技 術 の 一 例
A

株式会社イトーキ
家具を中心とした幅広い
分野の特許を開放します

１．簡単組立・解体が可能なフラットパック家具

B

その他開放特許もございます！
キユーピー株式会社

卵黄のチカラで、
プリンやカスタード
クリームをより濃厚に！よりなめらかに！
カスタードプリンの食感改良技術

・板材の板厚だけで積み重ね
（コンパクト梱包）
が可能となります
・工具レスで組立、解体が可能な
板材連結の特許技術です
【特許第6848875号】
こんな業種と
開発が期待！

建設業者、製造業者

・日本で生産されるタマゴの約10％を取り扱う当社は、マヨネーズの原料としての
活用だけでなく、厚焼き卵、錦糸卵から茹卵、
タマゴサラダ、中身を均一にして
殺菌した液状の卵まで、卵に関わる様々な商品を開発、製造、販売しております
・今回は卵黄の成分である
「卵黄レシチン」
を配合することで、
プリンやカスタードクリームがより濃厚、
よりなめらかになります
【特許第5683762号】
こんな業種と
開発が期待！

食品製造業者

卵の機能は「凝固性、乳化性、起泡性、
色調、美味しさ」の５つ。これら機能を
活用し、
より美味しくより魅力的な商品
開発のお手伝いをさせてください。

E

F

富士通株式会社

様々な富士通の開放特許を貴社の
新事業・新ビジネスにご活用ください。

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構(道総研)

ほっかいどうの希望をかたちに！

１．印刷画像へのコード埋込技術

１．素材のおいしさを閉じ込めた
『レアフル®』

・画像中に人の目に分かりにくい色処理
を施してコードを埋め込む技術です
・スマホ等で読み取ると動画やWEB
サイトが表示されます
【特許第4260781号】

・りんご、
なし等の常温保存技術です
・シロップ不使用で、素材の風味や
食感が楽しめます
・端境期のスィーツ等の原料に最適です
【特許第6308556号】

こんな業種と
開発が期待！

全業種（自社ＨＰリニューアルや新たな宣伝広告にも）

みなさまと共に
食と農の未来を創ります

１．長期的な町並み移り変わりの推定方法

１．
γ-アミノ酪酸（GABA)の効率的生産方法

建設業者、設計コンサルタント業者、市町村

２．清掃容易な植物栽培装置

３．
その他開放特許有！

その他お勧めのシーズも取り扱いしております。
・自動で体にフィットする椅子
・仮眠ボックス

こんな業種と
開発が期待！

食品製造業者、農業者、製菓・飲食店

・清掃を容易にでき、
しかも、植物の
栽培を継続しながら清掃できます
・簡素な構成により実現できる植物
栽培装置です
【特許第5738584号】
こんな業種と
開発が期待！

・高めの血圧を下げるなどの機能を持つとされるアミノ酸の
一種「GABA（ギャバ）」
を、従来品の1/4程度の価格で生産
する方法です
・野菜など食品への利用が可能です
【特許第5252412号】
こんな業種と
開発が期待！

農業者、製造業者、農業参入検討先

２．
その他開放特許有！

G

H

上記以外にも多数の解放可能な
特許権を保有しております。J-Plat Patにより弊社
の保有特許は検索可能です。
まずはご確認下さい。

農研機構では食料・農業・農村に関わる研究成果
からさまざまな特許や実用新案を取得し、普及、
利用促進を行っています。

株式会社リコー

屋内でも現在地が分かる！…GPS電波が届かなくても測位可能
ઙૄভজ॥ش
車が雪に埋もれても大丈夫！…停めた車の位置まで誘導
ોदुਠऋীऊॊ*ؼآ36ਗ਼ణऋඍऊऩऎथुਜ਼૭ચ
ઙૄভজ॥ش
ऋपඇुोथुপຣؼآीञभਜ਼઼ऽदා

ોदुਠऋীऊॊ*ؼآ36ਗ਼ణऋඍऊऩऎथुਜ਼૭ચ
１．歩行動作から現在値を測位する技術
؝ڭనষऊैਠக॑ਜ਼घॊૼ
ऋपඇुोथुপຣؼآीञभਜ਼઼ऽदා

こんな業種と
開発が期待！

્ْಅਸ਼ಀٓ

岽峽峔ர峒

؝ڮఠణभਭਦਜ਼઼ऊैਜ਼઼ऽदාघॊૼ
岽峽峔ர峒
ۉھঢ়৴岝৵ਲ਼岝ධ୫
৴岶ୄآ

２．音波の受信位置から駐車位置まで誘導する技術
؝ڮఠణभਭਦਜ਼઼ऊैਜ਼઼ऽदාघॊૼ
؞दऋষ্ਂपऩढथ

・カリウム含有量を低く抑えた野菜（レタ
ス・ホウレンソウ）の水耕栽培技術です
・野菜本来の甘味を出す独自の液肥
配合も特長です
【特許第6418347号】

・正座、しゃがみ作業時の負担を軽減する装置です
・作業時の動作を妨げず、腰掛けとしても利用可能です
・農作業、工事現場、ガーデニングなどで活用
可能です
【特開2020-192040】

・雪で車が行方不明になっても本技
ेॉؚ५আشढ़شਜ਼઼ੲਾ
؞दऋষ্ਂपऩढथ
ऊैਜ਼઼ऽदාदऌ
術を採用することにより、
スピーカー
ुমૼ఼॑৷घॊऒधप
ऽघ
ेॉؚ५আشढ़شਜ਼઼ੲਾ
位置情報から駐車位置まで誘導
્ْಅਸ਼ٓ
ऊैਜ਼઼ऽदාदऌ
できます
ऽघ
્ْಅਸ਼ٓ
【特許第6379588】
岽峽峔ர峒
ۉھঢ়৴岝崝嵤崻崡قৃଵ৶ಉك

農業者、食品製造業者

３．
その他開放特許有！
その他、抗菌技術、材料技術なども
ご紹介しています！

作業補助具製造業者、農業者、建設業者

３．
その他開放特許有！

道内の事業者様に広くご利用いただける
知的財産を掲載しています。
詳細は右記のＱＲコードを参照ください。

%峕岵峍峐
ৣ岿岮
岬峔峉

%峕岵峍峐
A1
ৣ岿岮 B1
A2
岬峔峉

৴岶ୄآ

こんな業種と
開発が期待！

ＩＴ関連業者、
サービス業者（駐車場管理等）

岽峽峔ர峒
जभपुऎभ৫ଣ્ಅऋँॉؚ
ۉھঢ়৴岝崝嵤崻崡قৃଵ৶ಉك
৴岶ୄآ
ढ़ॱটॢुओ৷ਔखथःऽघ؛
ॻছॖؚຸཱི5),'ੵؚૡਫ਼ੴؚ
जभपुऎभ৫ଣ્ಅऋँॉؚ
ๆपੲਾؚௐा૭ຆ岝ଵ৶
ढ़ॱটॢुओ৷ਔखथःऽघ؛
ॻছॖؚຸཱི5),'ੵؚૡਫ਼ੴؚ
ๆपੲਾؚௐा૭ຆ岝ଵ৶
その他にも多くの開放特許があり、
カタログもご用意しています。

３．
その他開放特許有！

ドライ洗浄、RFID工具、転倒検知、
近隣に情報提供、厚み可変封筒、作業管理

知的財産に関する専門支援機関です
○知財に関する相談会や講演会・セミナーを実施
(日本弁理士会北海道会)

こんな業種と
開発が期待！

્ْಅਸ਼ಀٓ
ۉھঢ়৴岝৵ਲ਼岝ධ୫
Ｉ
Ｔ関連業者、
小売業者、飲食業者
৴岶ୄآ

ुমૼ఼॑৷घॊऒधप

日本弁理士会北海道会・
一般社団法人北海道発明協会

・北海道で活動する弁理士で
構成された団体です
・ご相談内容に応じて、弁理士の情報をご提供
・専門家である
「弁理士」
が
週２回無料相談会を実施
・セミナー・講演も実施

・屋内や地下で迷子になっても本技術
؞ોृৣदഊपऩढथ
؝ڭనষऊैਠக॑ਜ਼घॊૼ
ुমૼ఼॑৷घॊऒधप
を採用することにより、
スマホさえあ
ेॉؚ५ঐऔइँोयؚ
؞ોृৣदഊपऩढथ
れば、歩行速度から位置を推定できます
నষச২ऊैਜ਼઼॑द
ुমૼ఼॑৷घॊऒधप
ऌऽघ
ेॉؚ५ঐऔइँोयؚ
【特許第6268945号】
્ْಅਸ਼ಀٓ
నষச২ऊैਜ਼઼॑द
【特許第6322960号】
્ْಅਸ਼ಀٓ
ऌऽघ

２．
しゃがみ作業の足腰の負担を軽減！
『体重支持装置』

こんな業種と
開発が期待！

農業者、食品製造業者

３．
その他開放特許有！

２．低カリウム野菜栽培技術

こんな業種と
開発が期待！

国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構

D

弊社の有する未実施特許を
是非とも活用して下さい！

こんな業種と
開発が期待！

２．
ウォーターブロッカー

こんな業種と
開発が期待！

大和ハウス工業株式会社

・地域内の住人の意志を考慮した長期的
な町並みの移り変わりの推定方法です
・長期的な町並み移り変わりのシミュ
レーションやエリア毎に建替え需要の
推定が可能です
【特許第6345461号】

建設業者、製造業者

・分割した防水板の境界部分に防水
ファスナーを採用した防水構造です
・複数本シリンダを活用した
起立機構による安全性が向上します
【特許第4731280号】
【特許第4744265】

C

B2

A1

B1

A2

B2




道内の中小企業・個人事業主等

○知財に関する相談に秘密厳守・無料で対応
(北海道発明協会)
・北海道発明協会は公的委託事業として
「INPIT北海道知財総合支援窓口｣、
｢北海道知的所有権センター｣を
運営しております
・知財相談件数年間約3000件
・開放特許マッチング支援等
こんな業種と
開発が期待！

ZOOMでの相談も可能

道内の中堅・中小・ベンチャー企業・個人事業主等

北海道内唯一の知的財産に関する支援機関です。

・日本弁理士会北海道会
電話011-736-9331
(札幌市北区北7条西４丁目
1-2KDX札幌ビル３階）

・一般社団法人北海道発明協会
電話011-747-7481
（札幌市北区北7条西4丁目
1-2KDX札幌ビル５階）

