
◆ 第 42回 岩槻城址公園桜まつり ◆ 
 

岩槻城址公園は約 600 本の桜が咲く、県内有数の桜の名所

です！！桜の開花時期にはライトアップも行われます(*^。^*)

フリーマーケットや、飲食物・植木草花の販売、6 日には琴、 

7 日には和太鼓演奏などもあるそうです♪ 

お花見に行ってみてはいかがですか? 

日時： 4 月 6 日（土）・7 日（日）10：00～16：00 

桜のライトアップ： 18：00～21：00 

会場： 岩槻城址公園 
http://www.stib.jp/event/data/sakuramatsuri.html 

◆ 2019さいたまるしぇ withさいたマーチ ◆ 

さいたま市内にある「食」をテーマに、ご当地グルメ、推奨土産

品、スイーツ等の販売を行ないます。また、会場内ではステー

ジイベントも開催されます。 

日時： 3 月 30 日（土）・31 日（日） 10：30～16：00 

※雨天決行（荒天中止） 

会場： さいたま新都心公園 （大宮区北袋町 1-190-24） 

問合せ：050-5541-8600（ハローダイヤル） 

主催： 公益社団法人さいたま観光国際協会 
http://www.saitamarche.info/topics/9624/ 

 

 

●ABS通信発行について 
いつもご愛読ありがとうございます。 

しばらくの間 ABS 通信は隔月の発行とさせて頂きます。これ

からもよろしくお願いします。次回は 5 月 20 日発行です(^^)/ 

●GW 受付・管理室 お休みのお知らせ 

アステリ VIP ： 4月 28 日（日） ～ 5月 6日（月） 

ALVEARE  ： 4月 27 日（土） ～ 5月 6日（月） 

 

 

 

 

●有料ゴミの価格が変更となります 

平成 29 年環境省発表による「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律の一部を改正する法律」に伴い、事業ごみの処分費が

順次変更となっております。有料ごみ処分の際には随時受

付・管理室にお声がけ下さいませ。 

http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/ 
 

 

 

 

 

亀崎総合特許商標事務所様は、弁理士業務の全般を行なっていらっしゃいます。主に、知的財産（特許・実

用新案・商標・意匠）の、特許庁に登録する手続きを、発明者に代わって行なっていらっしゃるとの事です。 
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「分かりやすく、身近な存在でありたい」を標語として、

仕事に取り組んでいます。お客様との信頼関係が大切

な為、何度も足を運び、繰り返し打ち合わせを行ないま

す。お客様との情報共有・相互理解に努めています。 

 

①特許権⇒新しく考案・発明されたものに対して与えられる権利。 

（例：㈱ロッテの雪見だいふく⇒餅の成分の改良により、柔らかい餅とアイスクリームのコラボを実現。） 

②実用新案権⇒元々あるものに対して組み換えや考え方を変えたものに対して与えられる権利。 

   （例：花王㈱のクイックルワイパー⇒生活環境の変化や人口の高齢化を視野に入れて開発した商品。） 

③商標権⇒誰が作った商品またはサービスなのか、を表すマークに与えられる権利。 

   （例：㈱不二家のペコちゃん⇒活発なアメリカ人少女をイメージして創作。） 

④意匠権⇒新しく考えられた形や模様、デザイン等に対して与えられる権利。 

   （例：ユニ・チャーム㈱の超立体マスク⇒マスクの概念を一変。立体構造になっているのが最大の特徴。） 

 

 

 

長野市で双子の兄として生まれました。東京理科大学 工学部第一部 機械工学科へ進学し、東京工業

大学大学院 理工学研究科 機械物理工学専攻 修士課程を修了。その後、輸送機器メーカーに就職す

ると同時に、元々興味のあった弁理士試験の勉強を開始しました。そんな中、「自分には弁理士の仕事の

方が向いているのではないか」と思うようになり、1 年後、都内の特許事務所に転職。実務経験を積みな

がら、勉強開始から 5 年後に無事合格しました。初めから開業を志していた為、5 年間勤めた特許事務所

から、埼玉県内の、沢山の案件が経験できる特許事務所へ転職し、4 年間更なる経験を積みました。そし

て、2014年 7月 1日に亀崎総合特許商標事務所を設立、2018年 9月 1日に ALVEAREへ入館しました。 

南与野駅周辺の区画整理で事務所の移転が必要となり、物件を探しました。先輩の弁理士が姉妹館「アステリ VIP」に入館

していたこともあり、「ALVEARE」を知りました。勝田社長やオフィスアテンダント皆さんの雰囲気や、新装された建物が希望と

合致した為、1 年以上先の退去期限を待たずに、前倒しして「ALVEARE」に入館しました。入館して半年が経ちますが、とても

居心地がよく、不自由さを感じたことがありません。 

 

料理好きの妻と、元気な 2人の息子（5歳・2歳）の 4人暮らしです。休日

は、公園や商業施設などに家族で出かけています。時間に融通が利く

仕事なので、平日であっても幼稚園の送迎をしたり、保護者として餅つき

等の行事に参加する事もあります。セリーグ 3 連覇中の広島東洋カープ

の大ファンで、ここ数年は頭がそのことばかりです(笑)。ただ、息子（5歳）

と大宮公園の野球場に、埼玉西武ライオンズの試合を見に行くことが毎

年の恒例になっている為、息子はライオンズファンのようです(^_^;)今年

から下の子も球場デビューをする予定なので、今から楽しみです！！ 

 

日本弁理士会での会務活動をしており、今後も積極的

に行なっていこうと思っております。その活動の一つと

して、私が深く関与した、無料相談所の「市民と専門士

業のスクラム相談所ＳＭ」が今年 5 月に大宮区役所の

新庁舎に開設される予定です。こちらは、埼玉弁護士

会が主動し、埼玉県下の多数の士業団体が支えるも

ので、さいたま市内に在住・在勤の皆様に、すべての

士業サービスをワンストップで提供しています。 

 

 

 
はい。個人のお客様もいらっしゃいます。個人発明家の商品化を応援

する会社「㈱発明ラボックス」※ にも協力をしており、第 4 土曜日には

ALVEAREの会議室で「発ラボ教室」（代表の松本さん・発明ラボックス

会員さん・弁理士で、試作品についてワイワイ話し合う会）も行ってい

ます。こちらに出席されるのは、主婦などの個人の方達が多いです。 

【発ラボ教室のご案内☟】 

https://www.hatsumeilabox.com/hatsulab-guidance/ 

 ※代表 兼 主婦発明家の松本奈緒美さんが、発明を売りたい人、 

買いたい人を結ぶサービスとして展開している会社。 

特許、実用新案、商標、意匠など「知的財産」

についてお困りの事がございましたら、お気軽

にお問合せ下さい。お見積もりは無料です！ 

HP ⇒ https://www.kamezaki.jp 

☎ ⇒ 048-857-0160 

 

 7/1 は弁理士の日♪ 

 もっと詳しく知りたい方は 

【ヒット商品はこうして生ま

れた！】をご覧ください♪ 

https://www.jpaa.or.jp/w

ebbook/hit30/html5.html

#page=1 

 

 

 

人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物等には、 財産的な価値を持つものがあり、そうしたものを総称して「知

的財産」と呼びます。また、それらに関する権利の事を「知的財産権」といい、その内、特許庁が所管している以下の 4 つは「産業

財産権」といいます。これらは、特許庁に出願し登録される事によって、一定期間、独占的に実施(使用)できる権利となります。 

 

◆ 一般公開セミナー 

～経済社会と埼玉県の不動産価格～ ◆ 

経済社会と埼玉県の不動産価格をテーマに、不動産への理

解を深める為の公開セミナーです。受付横掲示板にパンフレ

ットを掲示しています。どうぞご覧下さい。 

日時： 3 月 29 日（金） 13：30～17：00     費用： 無料  

会場： ホテルブリランテ武蔵野 2 階 エメラルド 

申込： 申込用紙にご記入の上、FAX でお申込み下さい。 

問合せ： 048-789-6000（TEL） 048-789-6160（FAX） 

主催： 公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会 
http://www.sfkk.or.jp/ 

 
 

 

 

 

1 階  ケアプランのぞみ 

代表  望田 和輝様 （ケアマネジメント業） 

 

ご活躍を楽しみにしています (*^。^*)♪ 

  

 

共有スペースご利用後はエアコン・電気のスイッチを 

必ずお切り下さい。清掃もお休みです。次の方が 

気持ちよく使えるように整理整頓をお願い致します。 

◆「角上生鮮市場」 

    島忠ホームズさいたま中央店◆ 

住所：さいたま市中央区上落合 8-3-32 

営業時間：10：00～20：00 

定休日：不定休 

TEL：048-829-9481  

アステリ VIP から約 12 分 ALVEARE から約 16 分（自転

車で）、島忠ホームズさいたま中央店内に「角上魚類」

が 3 月 1 日にオープンしました♪新潟市場、豊洲市場

より直送された新鮮なお魚を使ったお刺身やお寿司を

お楽しみ頂けます(*^。^*)アステリ VIP・ALVEAREには

お貸出用自転車もございます。是非ご利用下さい♪ 

先月、学生時代の友人 2 人と、3 泊 4 日で沖縄旅行に行って

きました。少し早めに退社させて頂き、すでに沖縄へ到着し

ている友人達の元へ向かいます。初めての一人飛行機…頭の

中には、あの『はじめてのおつかい』のテーマソングが♪ま

ず、羽田空港についた事を友人にメールすると、すぐに返信

が…「ちなみに聞くけど何ていう駅で降りたの？」「ん？国際

ターミナルだよ！」…あれ？間違えた！と、慌てて再度電車

に乗り込みました💦友人達は、何かやらかすのでは…と気に

していてくれたようです(^_^;)余裕をもって空港へ向かった

はずが、ギリギリの到着に。良い友人をもって良かったなぁ

と胸をなでおろしながら沖縄へ向かいました(笑)。向こうで

は、美ら海水族館や小宇利島など、定番コースを満喫しまし

た。夜は、沖縄民謡が聴ける居酒屋さんへ行き、現地の方た

ちと一緒に歌ったり踊ったりして楽しみました。少し失敗も

ありましたが、とても楽しい旅行になりました(*^。̂*) （島） 

 

受付時間： 9:00～17:00（月～金） 

9:00～12:00（土曜） 

FAX：048-858-2531 

E-MAIL：info@asteri.co.jp 

〒338-0002 さいたま市 

中央区下落合 5-10-5 

URL：http://asteri.co.jp 

〒338-0002 さいたま市 

中央区下落合 6-12-20 

URL：http://alveare-abs.com 

受付時間：9:00～17:00（月～金） 

TEL：048-829-7382 

E-MAIL：info@alveare-abs.com 

受付時間： 9:00～17:00（月～金） 

9:00～12:00（土曜） 

TEL：048-858-2530 

FAX：048-858-2531 

E-MAIL：info@asteri.co.jp 
次号もがんばります♪ 

https://www.kakujoe.co.jp/shop/homessaitama.php 
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