
 
 

９．独立行政法人工業所有権情報・研修館（ＩＮ

ＰＩＴ）相談・支援窓口一覧 

 

１０．ＩＮＰＩＴ知財総合支援窓口一覧 
 

  

所在地 電話 FAX

産業財産権相談窓口 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁２階
03-3581-1101
（内線2121～2123）

03-3502-8916

営業秘密・知財戦略相談窓口 〒105-6008　東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー8階
03-3581-1101
（内線3844）

―

海外展開知財支援窓口 〒105-6008　東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー8階
03-3581-1101
（内線3823）

―

関西知財戦略支援専門窓口
〒530-0011　大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 ナレッジ
キャピタル タワーＣ９階

06-6486-9122 06-6486-9494

知財総合支援窓口 １０．INPIT知財総合支援窓口一覧参照
全国共通ナビダイヤル
0570-082100
お近くの支援窓口につながります

―

都道府県 郵便番号 設置場所
電子出願用端

末有無

北海道 ０６０－０８０７ 札幌市北区北７条西４－１－２　ＫＤＸ札幌ビル５階　 ○

青森県 ０３０－８５７０ 青森市長島１－１－１　青森県庁北棟１階　青森県知的財産支援センター内 ○

岩手県 ０２０－０８５７ 盛岡市北飯岡２－４－２５　地方独立行政法人岩手県工業技術センター２階 ○

宮城県 ９８０－００２１ 仙台市青葉区中央３－４－１２　仙台ＳＳスチールビルⅡ　４Ｆ　 ○

秋田県 ０１０－８５７２ 秋田市山王３－１－１　秋田県庁第二庁舎２階　 ○

山形県 ９９０－２４７３ 山形市松栄２－２－１　山形県高度技術研究開発センター１階 ○

福島県 ９６３－０２１５ 郡山市待池台１－１２　福島県ハイテクプラザ２階 ○

茨城県 ３１０－０８０１ 水戸市桜川２－２－３５　茨城県産業会館１２階 ○

栃木県 ３２１－３２２６ 宇都宮市ゆいの杜１－５－４０　とちぎ産業創造プラザ内 ○

群馬県 ３７９－２１４７ 前橋市亀里町８８４－１　群馬県産業技術センター内 ○

埼玉県 ３３８－０００１ さいたま市中央区上落合２－３－２　　新都心ビジネス交流プラザ３階 ○

千葉県 ２６０－００１５ 千葉市中央区富士見２－３－１　塚本大千葉ビル　７Ｆ ○

東京都 １０５－０００１ 港区虎ノ門３－１－１　虎ノ門三丁目ビルディング１階 ○

神奈川県 ２２０－０００５ 横浜市西区南幸２－１９－４　南幸折目ビル　９階９０２号室 ○

 
 

  都道府県 郵便番号 設置場所
電子出願用端

末有無

９５０－０９１５ 新潟市中央区鐙西１－１１－１　新潟県工業技術総合研究所２階 ○

９４０－２１０８ 長岡市千秋２丁目２７８８番地１　千秋が原ビル２階 －

山梨県 ４００－００５５ 甲府市大津町２１９２－８　アイメッセ山梨３階 ○

３８０－０９２８ 長野市若里１－１８－１　長野県工業技術総合センター３階 ○

３９４－００８４ 岡谷市長地片間町１－３－１　長野県工業技術総合センター１階 －

４２０－０８５３ 静岡市葵区追手町４４－１　静岡県産業経済会館１階 ○

４１０－０８０１ 沼津市大手町１－１－３　沼津商連ビル３階 －

４３２－８０３６ 浜松市中区東伊場２－７－１　浜松商工会議所会館８階　公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構内 －

９３３－０９８１ 高岡市二上町１５０　富山県産業技術研究開発センター技術開発館１階 ○

９３０－０８６６ 富山市高田５２７　富山県総合情報センター情報ビル２階 －

石川県 ９２０－８２０３ 金沢市鞍月２－２０　　石川県地場産業振興センター新館１階 ○

岐阜県 ５００－８８３３ 岐阜市神田町６－１２　シグザ神田５階 ○

愛知県 ４６４－０８５５ 名古屋市千種区千種通７－２５－１　サンライズ千種６階６０１号室 ○

三重県 ５１４－０００４ 津市栄町２－２０９　セキゴン第２ビル２階Ｃ室 ○

福井県 ９１０－０１０２ 福井市川合鷲塚町６１字北稲田１０　福井県工業技術センター１階 ○

滋賀県 ５２０－３００４ 栗東市上砥山２３２　滋賀県工業技術総合センター別館１階 ○

京都府 ６００－８２１６　 京都市下京区東洞院通七条下ル２丁目東塩小路町６８０－２　木村食品ビル　３階 ○

５３０－００１３　 大阪市北区茶屋町１－２７　ＡＢＣ－ＭＡＲＴ梅田ビル４Ｆ ○

５７７－００１１ 東大阪市荒本北１－４－１７　クリエイション・コア東大阪　北館１階 －

６５０－００４６ 神戸市中央区港島中町６－１　神戸商工会議所会館４階 －

６５４－００３７ 神戸市須磨区行平町３－１－１２　兵庫県立工業技術センター内　技術交流館１階 ○

奈良県 ６３０－８０３１ 奈良市柏木町１２９－１　奈良県産業振興総合センター２階 ○

和歌山県 ６４０－８１５５　 和歌山市九番丁１５　九番丁ＭＧビル　５階 ○

６８９－１１１２ 鳥取市若葉台南７－５－１　　　公益財団法人鳥取県産業振興機構　本部内 ○

６８９－３５２２ 米子市日下１２４７　公益財団法人鳥取県産業振興機構　西部支部内 －

島根県 ６９０－０８１６ 松江市北陵町１　テクノアークしまね１階 ○

岡山県 ７０１－１２２１ 岡山市北区芳賀５３０１　テクノサポート岡山３階 ○

長野県

静岡県

新潟県

大阪府

兵庫県

鳥取県

富山県

－280－ －281－



 
 

９．独立行政法人工業所有権情報・研修館（ＩＮ

ＰＩＴ）相談・支援窓口一覧 

 

１０．ＩＮＰＩＴ知財総合支援窓口一覧 
 

  

所在地 電話 FAX

産業財産権相談窓口 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁２階
03-3581-1101
（内線2121～2123）

03-3502-8916

営業秘密・知財戦略相談窓口 〒105-6008　東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー8階
03-3581-1101
（内線3844）

―

海外展開知財支援窓口 〒105-6008　東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー8階
03-3581-1101
（内線3823）

―

関西知財戦略支援専門窓口
〒530-0011　大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 ナレッジ
キャピタル タワーＣ９階

06-6486-9122 06-6486-9494

知財総合支援窓口 １０．INPIT知財総合支援窓口一覧参照
全国共通ナビダイヤル
0570-082100
お近くの支援窓口につながります

―

都道府県 郵便番号 設置場所
電子出願用端

末有無

北海道 ０６０－０８０７ 札幌市北区北７条西４－１－２　ＫＤＸ札幌ビル５階　 ○

青森県 ０３０－８５７０ 青森市長島１－１－１　青森県庁北棟１階　青森県知的財産支援センター内 ○

岩手県 ０２０－０８５７ 盛岡市北飯岡２－４－２５　地方独立行政法人岩手県工業技術センター２階 ○

宮城県 ９８０－００２１ 仙台市青葉区中央３－４－１２　仙台ＳＳスチールビルⅡ　４Ｆ　 ○

秋田県 ０１０－８５７２ 秋田市山王３－１－１　秋田県庁第二庁舎２階　 ○

山形県 ９９０－２４７３ 山形市松栄２－２－１　山形県高度技術研究開発センター１階 ○

福島県 ９６３－０２１５ 郡山市待池台１－１２　福島県ハイテクプラザ２階 ○

茨城県 ３１０－０８０１ 水戸市桜川２－２－３５　茨城県産業会館１２階 ○

栃木県 ３２１－３２２６ 宇都宮市ゆいの杜１－５－４０　とちぎ産業創造プラザ内 ○

群馬県 ３７９－２１４７ 前橋市亀里町８８４－１　群馬県産業技術センター内 ○

埼玉県 ３３８－０００１ さいたま市中央区上落合２－３－２　　新都心ビジネス交流プラザ３階 ○

千葉県 ２６０－００１５ 千葉市中央区富士見２－３－１　塚本大千葉ビル　７Ｆ ○

東京都 １０５－０００１ 港区虎ノ門３－１－１　虎ノ門三丁目ビルディング１階 ○

神奈川県 ２２０－０００５ 横浜市西区南幸２－１９－４　南幸折目ビル　９階９０２号室 ○

 
 

  都道府県 郵便番号 設置場所
電子出願用端

末有無

９５０－０９１５ 新潟市中央区鐙西１－１１－１　新潟県工業技術総合研究所２階 ○

９４０－２１０８ 長岡市千秋２丁目２７８８番地１　千秋が原ビル２階 －

山梨県 ４００－００５５ 甲府市大津町２１９２－８　アイメッセ山梨３階 ○

３８０－０９２８ 長野市若里１－１８－１　長野県工業技術総合センター３階 ○

３９４－００８４ 岡谷市長地片間町１－３－１　長野県工業技術総合センター１階 －

４２０－０８５３ 静岡市葵区追手町４４－１　静岡県産業経済会館１階 ○

４１０－０８０１ 沼津市大手町１－１－３　沼津商連ビル３階 －

４３２－８０３６ 浜松市中区東伊場２－７－１　浜松商工会議所会館８階　公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構内 －

９３３－０９８１ 高岡市二上町１５０　富山県産業技術研究開発センター技術開発館１階 ○

９３０－０８６６ 富山市高田５２７　富山県総合情報センター情報ビル２階 －

石川県 ９２０－８２０３ 金沢市鞍月２－２０　　石川県地場産業振興センター新館１階 ○

岐阜県 ５００－８８３３ 岐阜市神田町６－１２　シグザ神田５階 ○

愛知県 ４６４－０８５５ 名古屋市千種区千種通７－２５－１　サンライズ千種６階６０１号室 ○

三重県 ５１４－０００４ 津市栄町２－２０９　セキゴン第２ビル２階Ｃ室 ○

福井県 ９１０－０１０２ 福井市川合鷲塚町６１字北稲田１０　福井県工業技術センター１階 ○

滋賀県 ５２０－３００４ 栗東市上砥山２３２　滋賀県工業技術総合センター別館１階 ○

京都府 ６００－８２１６　 京都市下京区東洞院通七条下ル２丁目東塩小路町６８０－２　木村食品ビル　３階 ○

５３０－００１３　 大阪市北区茶屋町１－２７　ＡＢＣ－ＭＡＲＴ梅田ビル４Ｆ ○

５７７－００１１ 東大阪市荒本北１－４－１７　クリエイション・コア東大阪　北館１階 －

６５０－００４６ 神戸市中央区港島中町６－１　神戸商工会議所会館４階 －

６５４－００３７ 神戸市須磨区行平町３－１－１２　兵庫県立工業技術センター内　技術交流館１階 ○

奈良県 ６３０－８０３１ 奈良市柏木町１２９－１　奈良県産業振興総合センター２階 ○

和歌山県 ６４０－８１５５　 和歌山市九番丁１５　九番丁ＭＧビル　５階 ○

６８９－１１１２ 鳥取市若葉台南７－５－１　　　公益財団法人鳥取県産業振興機構　本部内 ○

６８９－３５２２ 米子市日下１２４７　公益財団法人鳥取県産業振興機構　西部支部内 －

島根県 ６９０－０８１６ 松江市北陵町１　テクノアークしまね１階 ○

岡山県 ７０１－１２２１ 岡山市北区芳賀５３０１　テクノサポート岡山３階 ○

長野県

静岡県

新潟県

大阪府

兵庫県

鳥取県

富山県

－280－ －281－
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１１．日本弁理士会本部・地域会一覧 
令和２年４月１日現在 

本部・地域会 管 轄 地 域 所       在      地 電話・ＦＡＸ 
無料相談 

※要予約 

本部  〒100-0013 
東京都千代田区霞が関 3-4-2 

TEL 03-3581-1211 

FAX 03-3581-9188 
 

北海道会 北海道 〒060-0807 

北海道札幌市北区北七条西 4-1-2 

ＫＤＸ札幌ビル 3 階 

TEL 011-736-9331 

FAX 011-736-9332 

毎週火,金

曜日 

14:00-

16:00 

東北会 青森県  岩手県 

宮城県  秋田県 

山形県  福島県 

〒980-0014 

宮城県仙台市青葉区本町 3-4-18 

太陽生命仙台本町ビル 5 階 

TEL 022-215-5477 

FAX 022-215-5478 

毎週火曜

日 

13:00-

16:00 

関東会 茨城県  栃木県 

群馬県  埼玉県 

千葉県  東京都 

神奈川県 山梨県 

〒100-0013 
東京都千代田区霞が関 3-4-2 

TEL 03-3519-2751 

FAX 03-3581-7420 

 

常設知的財産相談室 

TEL 03-3519-2707 

月～金曜

日 

10:00-

12:00 

14:00-

16:00 

【Ｗｅｂ

予約】 

https://jp

aa-

soudan.jp/

reservatio

n 

東海会  長野県  岐阜県 
静岡県  愛知県 
三重県 

〒460-0008 
愛知県名古屋市中区栄 2-10-19 

名古屋商工会議所ビル 8 階 

TEL 052-211-3110 

FAX 052-220-4005 

月～金曜

日 

13:00-

16:00 

北陸会 新潟県  富山県 

石川県  福井県 

〒920-8203 

石川県金沢市鞍月 2-2 

石川県繊維会館 2 階 TEL 076-266-0617 

FAX 076-266-0618 

詳細は HP

を参照く

ださい。 

http://www

.jpaa-

hokuriku.j

 
 

  都道府県 郵便番号 設置場所
電子出願用端

末有無

広島県 ７３０－００５２ 広島市中区千田町３－１３－１１　広島発明会館 ○

山口県 ７５３－０８１４ 山口市吉敷下東３－４－７　リアライズⅢ　１階 ○

徳島県 ７７０－８０２１ 徳島市雑賀町西開１１－２　徳島県立工業技術センター２階 ○

香川県 ７６０－００２３ 高松市寿町２－４－２０　高松センタービル　４Ｆ ○

愛媛県 ７９０－００１２ 松山市湊町３－４－６　松山銀天街Ｇｅｔ！５Ｆ ○

高知県 ７８１－５１０１ 高知市布師田３９９２－３　高知県工業技術センター４階 ○

８１０－０００１ 福岡市中央区天神４－４－１１天神ショッパーズ福岡　８階 ○

８１２－００４６ 福岡市博多区吉塚本町９－１５　福岡県中小企業振興センタービル６階

８１２－００４６ 福岡市博多区吉塚本町９－１５　福岡県中小企業振興センタービル１１階

８０４－０００３ 北九州市戸畑区中原新町２－１　北九州テクノセンター１階 ○

佐賀県 ８４９－０９３２ 佐賀市鍋島町八戸溝１１４　佐賀県地域産業支援センター内 ○

長崎県 ８５６－００２６ 大村市池田２－１３０３－８　長崎県工業技術センター内 ○

熊本県 ８６０－０８４４ 熊本市中央区水道町７－１６　富士水道町ビル２０４ ○

大分県 ８７０－１１１７ 大分市高江西１－４３６１－１０　大分県産業科学技術センター内 ○

宮崎県 ８８０－０３０３ 宮崎市佐土原町東上那珂１６５００－２　宮崎県工業技術センター２階 ○

鹿児島県 ８９２－０８２１ 鹿児島市名山町９－１　鹿児島県産業会館　中２階 ○

沖縄県 ９０２－００６７ 那覇市安里２－９－１０　丸姫産業第２ビル　　２階 ○

※　ご相談については全国共通ナビダイヤル　０５７０－０８２１００をご利用ください。（自動的にお近くの窓口におつなぎいたします。）

※　各窓口の営業日、営業時間、電話番号等の詳細については、知財ポータルをご参照ください。

知財ポータル： https://chizai-portal.inpit.go.jp/

○福岡県

－282－ －283－




