
 



黄綬褒章受章弁理士の事務所です！ 
■浅野国際特許事務所は、黄綬褒章受章弁

理士である浅野勝美によって、1974 年に創設

され、1982 年に東京で開業致しました。 
特許と商標の両方を手がける事務所です！ 

■弊所は、特許・意匠と商標の戦略的活用を

視野に入れた権利の取得と、その適切な権利

行使をサポートしております。 
出願だけでなく訴訟にも強い事務所です！ 

■弊所は、代理人又は補佐人として多くの訴

訟事件をサポートしております。 
サービスマークで、トップクラスの処理件数！ 
■赤坂（東京都港区）の地に拠を構えて、20
余年。優良な顧客に恵まれ、サービスマーク

では、我が国トップクラスの処理件数を誇るに

至りました。 
古くからの植物特許・植物新品種の保護！ 

■弊所は、開業当初から植物特許・植物新品

種の保護を手がけており、この分野のパイオ

ニアです。 

■私達は、1982 年の開業以来、“企業の夢あ

る未来づくりに参加する”をモットーに、知的財

産権に関し、権利取得から権利活用・権利行

使まで、一貫して企業活動をサポートしており

ます。 
 
■私達は、技術やデザインも究極的には企業

や商品・サービスの『ブランド』につながると考

え、企業の知的財産戦略という観点から、特

許・意匠と商標は一体と考えております。 
■また、同様の観点から、出願（権利取得）と

契約（権利活用）・訴訟（権利行使）も一体と考

えております。 
■弊所は、特許・意匠・商標すべてについて、

出願だけでなく契約・訴訟、さらに長年のノウ

ハウを活用した知財コンサルティングを行って

おります。私達は、『総合ブランドプロデュー

サー』として、企業の知的財産戦略をトータル

にバックアップ致します。 
■2004 年 8 月、吉祥寺（東京都武蔵野市）の

新所屋に国際知的財産戦略研究所を開設し、

知的財産戦略をトータルにバックアップする態

勢を強化致しました。 

山形県用サポートダイヤル開設！！ 
■山形県の最先端工業、ブランドづくり、植物

関連の知的財産をサポートするため、その先

がけとして、2008 年 11 月、『山形県用サポー

トダイヤル』を開設致しました。 

 
■ 事務所概要 

名称： 浅野国際特許事務所 
創立： 1974 年 12 月 
開業： 1982 年 4 月 6 日 
所長： 弁理士・特定侵害訴訟代理人 浅野勝美 
業務内容： 
【1】特許・実用新案・意匠・商標の調査・出願・異

議・審判・訴訟・鑑定・契約（農業、建築、機械、サ

ービス産業、その他） 
【2】サービスマーク 
【3】ビジネスモデル特許 
【4】植物特許（植物新品種） 
【5】知的財産戦略の提案・相談 
【6】外国出願・国際出願 
【7】その他弁理士業務全般 

【赤坂本部】  
〒107-0052 東京都港区赤坂 7-6-41 赤

坂七番館 204 号  
TEL ： 03-3585-0120 （代表）  
FAX ： 03-3585-0240 
URI ： http://the.asano-pat.com/  
E-mail ： info@asano-pat.com （本部事

務局）  
【吉祥寺支部・国際知的財産戦略研究所】  
〒180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町

4-3-7 ASANO PATENT BLDG. 
TEL ： 0422-29-7500 
FAX ： 0422-29-7501 
【山形県用サポートダイヤル】 
TEL ： 023-645-6572 



 
■ 所長 （浅野勝美） プロフィール  

 

弁理士・特定侵害訴訟代理人 
平成１６年度黄綬褒章受章者 
首都大学東京大学院非常勤講師 
日本知的財産仲裁センター調停人・仲裁人候補者 
日本弁理士会発明相談員 
日本弁理士会農林水産知財対応委員会副委員長 

主な所属団体 社団法人発明協会東京支部会員弁理士知的所有権研究会（会長）、社団法

人農林水産先端技術産業振興センター植物品種保護制度研究会、日本知

財学会、日本工業所有権法学会、日本国際経済法学会、日本商標協会 
主な著書 
★は共著 

①伸びる企業の知的所有権（時事通信社、1989）★、②発明ブックレット 11 

植物特許（発明協会、1991）、③業種からみた業務名・指定役務名記載事

例集（発明協会、1992）★、④たのしいネーミング百科（三省堂、1995）★、

⑤工業所有権標準テキスト（商標編）（特許庁企画・発明協会制作、2000）

★、⑥ポイント講義 知財特論（アポ出版部、2002）、⑦知的財産権事典（丸

善出版事業部、2004）★、⑧特許権侵害の公式／商標権侵害の公式（ISS
産業科学システムズ出版事業部、2007）、⑨アグリビジネス推進マニュアル 

農業者に役立つ地域団体商標制度の基礎知識（日本アグリビジネスセンタ

ー、2007） 
 
■ 所長メッセージ （私達の基本理念）  

私達は、“社会的に有益な活動をする企業・人のビジネスを支援し、もって日本を含む世界各

地の人々に貢献すること”を基本理念としております。 
具体的には、特許や商標などの単なる権利化自体を目的とするのではなく、その戦略的活用

を視野に入れた権利の取得を目的とし、その適切な権利行使を通して企業の夢ある未来づくり

に参加することです。 
資源の乏しい日本が大競争時代を生き残るには、無限の可能性を秘めた知的所産の徹底活

用以外に途はないと思われます。私達は、企業と共にその実現に努めております。 
 

私達は、“まず正確な仕事、さらに迅速な仕事”をモットーとしております。 
これを実現するため、資料やデータの採用にあたっては、原資料に遡った裏付けをしており

ます（原典主義）。 
また、発明者のした発明と取得された権利とのズレが生じないように、発明者のした発明の正

確な把握に親身になって努めております。 
さらに、審判や訴訟を経ずにスムーズに審査を通過させ権利を取得することを重視し、そのた

めに調査や出願書類の作成に手間と時間をかけております。 
そして、権利化後を視野に入れた権利の取得を目指すため、明細書の作成や商標の類似判

断等は弁理士のみが行っております。 
これらの地道な努力により、顧客の信用獲得とニーズの実現に努めております。 
知的財産を通じて、御社の夢ある未来づくりに参加できれば、このうえない喜びです。 

 



ASANO Patent & Mark Attorneys 
 

“ASANO Patent & Mark 
Attorneys” was established at 
1974 by Katsumi Asano, 
patent attorney, who was 
awarded the medal with 
yellow ribbon for honoring 
longstanding diligent working 

by the Emperor and we have started business as 
a licensed representative in private practice in 
Tokyo since 1982. 
We consistently support customers’ business 
activities such as applications (obtainment of 
rights), contracts (utilization of rights) and 
lawsuits (execution of rights) in relation with 
intellectual property, with the motto, “taking part 
in dream-inspiring future creation of 
companies”. 
More than 20 years have passed since we have 
started to practice at Akasaka, Minato-ku, Tokyo. 
We have enjoyed excellent customers and this 
has enabled us to be proud of the number of 
service mark cases at top ranking in Japan. In 
addition, we established the Institute of 
International Intellectual Property Strategy (IIIS) 
at a new office in Kichijoji, Musashino-shi, 
Tokyo on August 2004, which strengthens our 
support in whole of the intellectual property 
strategies. We help our customers with whole of 
the intellectual property strategies for service 
industries including service marks. 
 
■Our Services 
General services of patent (agriculture, 
architecture, and machines), utility model, 
trademark, servicemark, and design. 
Researches, applications, oppositions, judicial 
proceedings, lawsuits, appraisals, and foreign 
applications, etc. related to the aforementioned. 

 
■Message from President (our basic principle) 
We establish our basic principle, “Support 
business activities of companies and people 
performing a beneficial and valuable business in 
society, which enables us to make contributions 
for the individuals around the world including in 
Japan”. 
In particular, we aim not only to obtain patent as 
well as trademark rights themselves but also to 
obtain the rights in view of strategic utilization 
of them. With appropriate execution of it, we 
also aim to take part in dream-inspiring future 
creation of companies. 
We have the motto, “Precise works first, as well 
as prompt works ”. To realize it, when we adopt 
materials and data, we verify them as far back as 
the original (Doctrine of the original). 
Furthermore, to prevent any gap between an 
invention by an inventor and obtained right, we 
do our best to understand the invention 
precisely. 
In addition, since we attach importance to 
enable applications to pass examinations and to 
obtain rights smoothly without judicial 
proceedings or lawsuits, we devote more time to 
search each case and prepare an application 
document for it. 
To aim for obtainment of rights with bringing 
consequences after it in view, only the patent 
attorney in charge prepares specifications and 
makes a similarity judgment of trademarks. 
With these steady efforts, we endeavor to 
achieve clients’ confidence in us and realize their 
needs. 



■Profile of President 

Katsumi Asano 
Patent Attorney,  

yer based on patent attorney acts Patent Law
ajor Official Positions 
1.P

school of T
art-time professor for the graduate 

okyo Metropolitan University 
2.Chairman of the council of commerce at Chuo 
University (at 2003) 
3.Candidate as an arbitrator for Japan 
Intellectual Property Arbitration Center 
4.Many professional careers for Japan Patent 
Attorneys Association and membership of its 

mmittee (now) patent co
onors 
1.A

ribbon f
warded the medal with yellow 

or honoring longstanding diligent 
working by the Emperor (at 2004) 
2.Awarded a performance award for 
encouraging inventions by the Tokyo branch of 
Japan Institute of Invention and Innovation (at 
1999) 
3.Honored as a special contributor by the 
chairman of Japan Patent Attorneys Association 
(at 1991 and 1999) 
4.Offered a certificate of appreciation by Mr. 

iwa, chairman of AIPPI (at 1992) Gaishi Hira
ajor Memberships of Professional 
Institutions 

1.Industrial Property Law Academy of Japan 
2.Intellectual Property Association of Japan 
3.International Association for the Protection of 
Industrial Property (abbreviated name: AIPPI) 
4.Japan Trademark Association 

5.Vice deputy chairman of the intellectual 
property workshop at the Tokyo branch of Japan 
Institute of Invention and Innovation  
6.Membership of the workshop for plant variety 
protection systems at the Society for 
Techno-Innovation of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 

orks 
1.“Intellectual Property of Growing 

Company” * 
2.“Invention Booklet for “Plant Patent” 
3.“Identification Examples of Business Names 
and Designated Services in view of the 
Industries” * 
4.“Encyclopedia of Enjoyable Naming” * 
5.“Standard Textbook of Industrial Property” 
(Trademark ver.) organized by Japanese Patent 
Office* 
6.“Point Lecture of Special Discussion on 
Intellectual Property” 
7.“Encyclopedia of Intellectual Property” * 
8.“Formulas for Patent Infringement/Formulas 
for Trademark or Servicemark Infringement ” 
9.“Helpful Basic Knowledge of Local 
Community’s Trademark Systems for Farmers” 
Many thesis writings and speech makings. 
*coauthors 
 

◆ HEAD OFFICE ◆ 
Akasaka Nanabankan Rm204, 6-41, Akasaka 
7-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 
Japan 
TEL +81-3-3585-0120 
FAX +81-3-3585-0240 
E-mail info@asano-pat.com 
URL http://the.asano-pat.com/ 

◆ IIIS & KICHIJOJI BRANCH ◆ 
Asano Patent Bldg. 3-7, Kichijoji-Higashi-cho 
4-chome, Musashino-shi, Tokyo 180-0002 
Japan 
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The origin of the service mark of our office 

“A”, “P” and “O”, which are capital letters of English translation of the former name of our 

office “Asano Patent Office” are incorporated into the mark. 

Part of letter “A” describes a figure standing on the earth with both feet strongly and raising 

oneself up vigorously and means “stability and solidity” as well as “development and 

advancement”. Part of letter “P” describes bicepts and means “ well –founded real ability by 

steady efforts”. Also, ring –shaped part of letter “O” is given the meaning “a circle of people 

and their technology” from the past, the present through the future. 

Additionally, regarding a twinkling star as a company, whole of the service mark expresses our 

basic principle, “support strongly a sustainable development of companies performing a 

beneficial and valuable business in society, or take part in dream-inspiring future creation of 

companies”. 
 




