
東和知財研究　第 9 巻第 1 号（通巻第 14 号）94

東和なぎさ経営戦略研究所の第１回顧問交流会

東和なぎさ経営戦略研究所　理事長

弁理士　津野　孝

　東和なぎさ経営戦略研究所 * 主催の「第１回顧問交流会」が、２月１０日（金）

に東京都千代田区有楽町の蚕糸会館にて開催されました。

　当日は、弁理士とは異なる異業種の諸先生方々が多数お越しいただきました。

　今日、人、もの、金、情報の動きが多様化・加速化し、知的財産活動も様々な

局面や現場で展開されている中、弁理士と異業種の諸先生、あるいは、諸先生同

士の親睦と相互発展の良い機会となりました。次回は、更に多くの皆様がご参集

できる win-win の企画を準備する予定です。ご多忙の中ご出席下さいました皆様

に、改めてお礼申し上げます。

* 東和なぎさ経営戦略研究所は、現代のビジネス環境を背景として、より良い知的財産の活用を
求めて、2016 年 10 月 1日に、以下の方針の下に設立致しました。

　１．企業様等の要望に基づき、企業理念・経営戦略に基づく、戦略的な知的財産の在り方に関
する調査分析を行う。
　２．まずは、知的財産のみに焦点を絞らず、ビジネス活動全般に利便性をもたらす戦略案を前
提にして、主に戦略的武器という位置づけでの具体的な知的財産の活用計画を策定する。
　３．調査分析、戦略策定にあたっては、東和なぎさ知的財産研究所と協力して、法律、技術、
デザイン、ブランド、マーケティング、財務・会計、国際関係等、経営全般にわたる領域を視野
に定めるものとする。
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1st Advisors Meeting                                                 
of                                                                              

Towa Nagisa Institute of Strategic Management 

Chairman, Towa Nagisa Institute of Strategic Management

Patent Attorney,　Takashi Tsuno

 We, Towa Nagisa Institute of Strategic Management*, held the 1st advisors 
meeting on February 10, 2017, at Sanshikaikan Bldg., Yuraku-cho, Tokyo.　　　　　 
 It was our pleasure to welcome many experts from outside IP business.Since 
today’s economic activities are diversifying and increasingly accelerated with more 
and more people, goods, money and information moving, IP business is permeating 
among various fields.        
 We believe it was an important opportunity to know each other better among 
various specialists. We will hold another meeting for the benefit of more people. We 
appreciate your participation.

*Towa Nagisa Institute of Strategic Management is established on October 1, 2016 for better 
utilization of intellectual properties to manage modern business environment under the follow-
ing policies. 

1. We shall conduct research and analysis on strategic intellectual property manage-
ment based on the corporate philosophy and management strategy of our client.　　　　　　

2. We first shall not focus on the intellectual property per se ;  we shall consider the 
strategic plan advantageous to the business as a whole, following which we shall establish a 
plan to utilize intellectual property mainly as a strategic business weapon.  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3. We shall cooperate with Towa Nagisa Institute of Intellectual Property to conduct 
research and strategic planning, covering various fields of management in general ;  law, tech-
nology, design, branding, marketing, finances and accounting, international relations. 


