第6章

その他統計・資料
７．ＩＮＰＩＴ知財総合支援窓口一覧表
中堅・中小企業等の知的財産に関する相談を受け付ける「ＩＮＰＩＴ知財総合支援窓口」を47都道府県全てに設置している。無料・秘密厳守で、知的
財産に関するアイデア段階から海外事業展開までの様々な課題に対して、関係する支援機関と連携して支援を実施している。また、専門性の高い課題に
対しては、弁理士や弁護士等の専門家と協働して相談に応じている。
2021年4月1日現在
都道府県

住所

実施事業者

電子出願用
端末有無

北海道

一般社団法人 北海道発明協会

060-0807 札幌市北区北７条西４－１－２ ＫＤＸ札幌ビル５階

○

青森県

一般社団法人 青森県発明協会

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

一般社団法人 岩手県発明協会

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

株式会社 東京リーガルマインド

980-0021 仙台市青葉区中央２－７－３０ 角川ビル４階４１４号室

○

秋田県

公益財団法人 あきた企業活性化センター

010-8572 秋田市山王３－１－１ 秋田県庁第二庁舎２階

○

山形県

一般社団法人 山形県発明協会

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

一般社団法人 福島県発明協会

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

公益財団法人 いばらき中小企業グローバル推進機構 310-0801 水戸市桜川２－２－３５ 茨城県産業会館１２階

○
○

栃木県

公益財団法人 栃木県産業振興センター

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

一般社団法人 群馬県発明協会

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

公益財団法人 埼玉県産業振興公社

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

株式会社 東京リーガルマインド

260-0015 千葉市中央区富士見２－３－１ 塚本大千葉ビル ５階

○

東京都

一般社団法人 発明推進協会

105－0001 港区虎ノ門３丁目１番１号 虎の門三丁目ビルディング１階

○

220-0005 横浜市西区南幸２－１９－４ 南幸折目ビル ９階９０２号室

○

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

○

神奈川県 株式会社 東京リーガルマインド
新潟県

一般社団法人 新潟県発明協会

山梨県

公益財団法人 やまなし産業支援機構

長野県

一般社団法人 長野県発明協会

静岡県

一般社団法人 静岡県発明協会

940-2108 長岡市千秋２丁目２７８８番地１ 千秋が原ビル２階

－

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
富山県
石川県

－
○

一般社団法人 富山県発明協会
一般社団法人 石川県発明協会

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

－

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

株式会社 タスクールPlus

500-8833 岐阜市神田町６丁目１２番地 シグザ神田５階

○

愛知県

株式会社 タスクールPlus

464-0855 名古屋市千種区千種通７－２５－１ サンライズ千種６階６－B

○

三重県

株式会社 タスクールPlus

514-0004 津市栄町２－２０９ セキゴン第２ビル２階C室

○

福井県

一般社団法人 福井県発明協会

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

一般社団法人 滋賀県発明協会

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

株式会社 東京リーガルマインド

600-8146 京都市下京区七条通り東洞院東入ル材木町５１０ 第１キョートビル７階

○
○

株式会社 東京リーガルマインド

530-0001 大阪市北区梅田１－３－１ 大阪駅前第一ビル１０階

大阪府

公益財団法人 新産業創造研究機構

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

－

兵庫県
奈良県

一般社団法人 兵庫県発明協会

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

○

一般社団法人 奈良県発明協会

630-8031 奈良市柏木町１２９－１ 奈良県産業振興総合センター内

○

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

○

和歌山県 株式会社 東京リーガルマインド
鳥取県
島根県

公益財団法人 鳥取県産業振興機構
公益財団法人 しまね産業振興財団

689-3522 米子市日下１２４７ 公益財団法人鳥取県産業振興機構 西部センター内

－

690-0816 松江市北陵町１ テクノアークしまね１階

○

岡山県

公益財団法人 岡山県産業振興財団

701-1221 岡山市北区芳賀５３０１ テクノサポート岡山３階

○

広島県

一般社団法人 広島県発明協会

730-0052 広島市中区千田町３－１３－１１ 広島発明会館

○

山口県

株式会社 東京リーガルマインド

753-0814 山口市吉敷下東３丁目４－７ リアライズⅢ １階

○

徳島県

一般社団法人 徳島県発明協会

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

株式会社 東京リーガルマインド

760-0023 高松市寿町２－４－２０ 高松センタービル４階４０３号室

○

愛媛県

株式会社 東京リーガルマインド

791-1101 松山市久米窪田町３３７－１ テクノプラザ愛媛３階３１１号室

○

高知県

一般社団法人 高知県発明協会

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

○

福岡県

佐賀県

株式会社 東京リーガルマインド

公益財団法人 佐賀県産業振興機構

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

○

849-0932 佐賀市鍋島町八戸溝１１４ 佐賀県産業イノベーションセンター内

○

長崎県

一般社団法人 長崎県発明協会

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

株式会社 フィールドワークス

860-0844 熊本市中央区水道町７－１６ 富士水道町ビル２階２０４

○

大分県

一般社団法人 大分県発明協会

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

一般社団法人 宮崎県発明協会

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 公益社団法人 鹿児島県工業倶楽部
沖縄県

株式会社 東京リーガルマインド

892-0821 鹿児島市名山町９－１ 鹿児島県産業会館 中２階

○

901-2132 浦添市伊祖２－２－２ 明幸ビル３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。）
問合せ先：独立行政法人工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ） 地域支援部
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