
� 2022年3月16日現在
サービス名 照会可能データ 検索可能範囲 主な機能

1 特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索
特許・実用新案公報データ、
意匠公報データ、商標公報データ、
特許情報標準データ（商標見本イメージ等）

特許・実用新案：明治1８年～
意匠：明治２２年～　
商標：明治1８年～

テキスト検索、各種番号照会、四法横
断検索、ハイライト多色表示

２ 特許・実用新案番号照会／OPD

特許・実用新案番号照会：
特許・実用新案公報データ 明治1８年～

各種番号照会、文献単位PDFダウン
ロード、経過情報・書類情報表示、機
械翻訳による公報の英訳表示（英語版）

ワン・ポータル・ドシエ（OPD）照会：
各国の特許出願の手続や審査に関連する
情報（ドシエ情報）

―――――

各種番号照会、複数庁に出願された同
一発明のドシエ情報の一括表示、ドシ
エ情報の英訳表示、書類種別による
フィルタ、付与分類・引用文献の一覧
表示

3 特許・実用新案検索

特許・実用新案データ、外国公報データ（米
国、欧州特許庁（EPO）、世界知的所有
権機関（WIPO）、英国、ドイツ、旧東ド
イツ、フランス、スイス、カナダ、韓国、
中国）、米国特許和抄、欧州特許和抄、中
国特許和抄、PAJ（英文抄録）

日本：明治1８年～
米国：1８3６年～
EPO：1９７８年～
WIPO：1９７８年～
英国：1９1６年～
ドイツ：1８７７年～
旧東ドイツ：1９５1年～
フランス：1８４４年～
スイス：1８８８年～
カナダ：1９２０年～
韓国：1９７９年～
中国：1９８５年～
PAJ：昭和５1年～

テキスト検索（日本、米国、EPO、
WIPO、韓国、中国のみ）、IPC検索、
FI・Fターム検索、CPC検索（外国公
報のみ）、論理式検索、ハイライト多
色表示、文献単位PDFダウンロード、
経過情報・書類情報表示、外国特許和
抄検索、中韓機械翻訳全文検索、
J-GLOBAL検索、非特許文献検索等

４ 特許･実用新案分類照会（PMGS）

FI分類表、FIハンドブック FI：最新版

FI、テーマコード、IPCによる階層絞
り込み、キーワード検索、簡易表示

Fタームリスト、Fターム解説 Fターム：全テーマ（廃止テー
マを除く）

IPC分類表 IPC：第８版
FI-IPCコンコーダンスリスト FI-IPC最新版

５ 意匠番号照会
意匠公報データ
特許情報標準データ（意匠公知資料・外
国意匠公報資料）

明治２２年～ 各種番号照会、文献単位PDF表示、経
過情報・書類情報表示

６ 意匠検索
意匠公報データ
特許情報標準データ（意匠公知資料・外
国意匠公報資料）

明治２２年～
（テキスト検索の可能範囲は
平成1２年～）

テキスト検索、日本意匠分類／Dター
ム検索、文献単位PDF表示、経過情報・
書類情報表示等

７ 意匠分類照会 日本意匠分類一覧表 日本意匠分類：最新版 日本意匠分類／Dタームのキーワード
検索

８ 商標番号照会 商標公報データ、特許情報標準データ（商
標見本イメージ等）

商標公報データ：明治1８年～
特許情報標準データ：権利存
続・出願中の案件、平成1２年
以降の案件、前記以外は公報
発行済で特許庁がデータを保
有している案件

各種番号照会、文献単位PDF表示、経
過情報・書類情報表示

９ 商標検索 商標公報データ、特許情報標準データ（商
標見本イメージ等）

商標公報データ：平成1２年～
特許情報標準データ：権利存
続・出願中の案件、平成1２年
以降の案件、前記以外は公報
発行済で特許庁がデータを保
有している案件

商標（検索用）検索、称呼（類似検索）、
図形等分類検索、文献単位PDF表示、
経過情報・書類情報表示等

1０ 日本国周知・著名商標検索 日本国周知・著名商標 ――――― 商標（検索用）検索、登録番号照会、
全件一覧表示等

11 不登録標章検索 商標法上登録できない標章 大臣指定マーク
WTO原産地名称

称呼（単純文字列検索）、図形等分類
検索、全件一覧表示等

1２ 図形等分類表 細分化ウィーン分類表（ウィーン分類第５
版準拠第２版） ――――― 分類照会、キーワード検索、事例付き

表示

13 商品・役務名検索 商品・役務名データ ――――― キーワード検索（商品・役務名）、区分、
類似群コード検索

1４ 審決検索 審決公報データ、判決公報データ、審決
速報情報

昭和1５年～（審決公報データ）
平成４年～（判決公報データ）
審決決定から審決公報発行ま
での審決情報

各種番号照会、各種分類検索、全文検
索、審決日検索等、機械翻訳による公
報の英訳表示（英語版）

1５ 文献蓄積情報 各種文献の蓄積範囲情報 ――――― ―――――
特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）：https：／／www.j-platpat.inpit.go.jp／

問合せ先：総務課情報技術統括室

特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）における提供サービス
（日本語版に加え、同等の機能を有する英語版を提供）1
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【1．公報】� 2022年4月1日現在

　特許庁が発行する以下の公報は、インターネットを利用して発行しています。

インターネット利用による公報発行サイト：https:／／www.gazette.jpo.go.jp／scciidl010
特許庁データ名 提供間隔

1 特許・実用新案公報 毎日＊1
２ 公開公報 毎日＊1
3 登録実用新案公報 毎日＊1
４ 意匠公報 毎日＊1
５ 商標公報 毎日＊1
６ 公開・国際商標公報 毎日＊1
７ 審決公報 月1回
８ 特許庁公報 毎日＊1

【2．特許情報標準データ等】� 2022年3月16日現在

　下記のデータは、特許情報標準データ等の一括ダウンロードサービスから入手することが可能です。

特許情報標準データ等
特許庁データ名 更新間隔

1 特許情報標準データ（特許） 毎日＊1
２ 特許情報標準データ（実用新案） 毎日＊1
3 特許情報標準データ（意匠） 毎日＊1
４ 特許情報標準データ（商標） 毎日＊1
５ 特許�整理標準化XMLデータ 更新無し＊２
６ 実用新案�整理標準化XMLデータ 更新無し＊２
７ 特許�整理標準化SGMLデータ（審判マスタ） 更新無し＊２
８ 実用新案�整理標準化SGMLデータ（審判マスタ） 更新無し＊２
９ 意匠�整理標準化SGMLデータ 更新無し＊２
1０ 商標�整理標準化SGMLデータ 更新無し＊２
11 XML／SGML変換データ（特許） 更新無し＊3
1２ XML／SGML変換データ（実用新案） 更新無し＊3
13 XML／SGML変換データ（意匠） 更新無し＊3
1４ XML／SGML変換データ（商標） 更新無し＊3

＊1　提供は開庁日に限る。
＊2　2019年9月末をもって更新終了。
＊3　2020年5月7日をもって更新終了。

その他
特許庁データ名 更新間隔

1 公開特許英文抄録（PAJ） 月1回
２ 米国特許明細書和文抄録テキストデータ 月1回
3 米国公開特許明細書和文抄録テキストデータ 月1回
４ CS（コンピュータ・ソフトウェア）書誌的事項データ 月1回
５ PMGS（Patent�Map�Guidance�System）データ 四半期
６ 欧州公開特許明細書和文抄録テキストデータ 月1回
７ 中国特許和文抄録テキストデータ 更新無し＊４
８ 中国文献機械翻訳文 月1回
９ 韓国文献機械翻訳文 月1回
1０ 諸外国･地域の特許情報 週1回

＊4　2019年3月末をもって更新終了。

問合せ先：普及支援課、総務課情報技術統括室

特許庁の提供する主なデータ一覧表2
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（1）弁理士登録及び登録抹消人数累計表
年別 登録人数 登録抹消人数 各年1２月31日現在

1９５1（昭２６年） 3５� 13２� ９２９�
1９５２ ４２� 3５� ９3６�
1９５3 3２� ４２� ９２６�
1９５４ 3８� 33� ９31�
1９５５ ５０� ４1� ９４０�
1９５６ ４９� ２４� ９６５�
1９５７ ５3� 3５� ９８3�
1９５８ ５1� ２０� 1,０1４�
1９５９ ８２� ２６� 1,０７０�
1９６０ ８3� ６４� 1,０８９�
1９６1 ６４� 31� 1,1２２�
1９６２ ６２� ２９� 1,1５５�
1９６3 1０２� 3４� 1,２２3�
1９６４ 1０７� 33� 1,２９７�
1９６５ ９０� 3９� 1,3４８�
1９６６ 1０５� ２８� 1,４２５�
1９６７ 1５０� 3９� 1,５3６�
1９６８ ８９� ２７� 1,５９８�
1９６９ 1２3� 3４� 1,６８７�
1９７０ 1０1� ２５� 1,７６3�
1９７1 ９２� 3４� 1,８２1�
1９７２ 13７� 31� 1,９２７�
1９７3 1４７� 3７� ２,０3７�
1９７４ 113� 3８� ２,11２�
1９７５ 13２� ４４� ２,２００�
1９７６ 1４3� ５０� ２,２９3�
1９７７ 1２７� ５０� ２,3７０�
1９７８ 11０� ７０� ２,４1０�
1９７９ 1２1� ５５� ２,４７６�
1９８０ 11８� ５８� ２,５3６�
1９８1 11４� ６４� ２,５８６�
1９８２ 11８� ５1� ２,６５3�
1９８3 1４４� ６４� ２,７33�
1９８４ 1２２� ４０� ２,８1５�
1９８５ 1４1� ５６� ２,９００�
1９８６ 1２０� ７3� ２,９４７�
1９８７ 1５５� ５４� 3,０４８�
1９８８ 13８� ５５� 3,131�
1９８９ 1４４� ５1� 3,２２４�
1９９０ 1７４� ５６� 3,3４２�
1９９1 1４５� ５1� 3,４3６�
1９９２ 1５０� ５７� 3,５２９�
1９９3 1６２� ５７� 3,６3４�
1９９４ 13６� ６６� 3,７０４�
1９９５ 1５3� ６２� 3,７９５�
1９９６ 1７２� ５1� 3,９1６�
1９９７ 1７２� ７７� ４,０11�
1９９８ 1８２� ９1� ４,1０２�
1９９９ ２33� ５７� ４,２７８�
２０００ 3０3� ７８� ４,５０3�
２００1 3５3� ８０� ４,７７６�
２００２ ４２４� ７９� ５,1２1�
２００3 ５２９� 1０２� ５,５４８�
２００４ ５５９� 1０５� ６,００２�
２００５ ６６５� 11５� ６,５５２�
２００６ ６４２� 133� ７,０６1�
２００７ ６3７� 1２７� ７,５７1�
２００８ 3７０� 13５� ７,８０６�
２００９ ５3５� 1５８� ８,1８3�
２０1０ ７２４� 1９４� ８,７13�
２０11 ６４８� ２1５� ９,1４６�
２０1２ ６９０� 1７９� ９,６５７�
２０13 ７3４� ２２０� 1０,1７1�
２０1４ ７1２� ２０3� 1０,６８０�
２０1５ ４４２� ２3２� 1０,８９０�
２０1６ ４1０� ２11� 11,０８９�
２０1７ 3７０� ２４２� 11,２1７�
２０1８ 3６９� ２3５� 11,3５1�
２０1９ 3６1� ２1５� 11,４８８�
２０２０ 3４５� ２２1� 11,６０９�
２０２1 31９� ２3２� 11,６９６�

問合せ先：秘書課

弁理士登録状況3
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（2）都道府県別弁理士登録人数表
� 2021年12月31日現在

事務所所在地 人数 事務所所在地 人数
北　　　海　　　道 ４５ 滋　　　　　　　賀 ８２
青　　　　　　　森 ９ 京　　　　　　　都 ２６４
岩　　　　　　　手 ５ 大　　　　　　　阪 1,７４２
宮　　　　　　　城 ２０ 兵　　　　　　　庫 3０９
秋　　　　　　　田 ８ 奈　　　　　　　良 ５０
山　　　　　　　形 ７ 和　　　歌　　　山 1４
福　　　　　　　島 1０ 鳥　　　　　　　取 ４
茨　　　　　　　城 133 島　　　　　　　根 ４
栃　　　　　　　木 ４1 岡　　　　　　　山 31
群　　　　　　　馬 ２９ 広　　　　　　　島 ５1
埼　　　　　　　玉 ２０1 山　　　　　　　口 1５
千　　　　　　　葉 ２3２ 徳　　　　　　　島 1５
東　　　　　　　京 ６,２９０ 香　　　　　　　川 13
神　　　奈　　　川 ８４４ 愛　　　　　　　媛 1６
新　　　　　　　潟 ２４ 高　　　　　　　知 ５
富　　　　　　　山 ２４ 福　　　　　　　岡 11６
石　　　　　　　川 1９ 佐　　　　　　　賀 ５
福　　　　　　　井 1７ 長　　　　　　　崎 ４
山　　　　　　　梨 ２3 熊　　　　　　　本 1５
長　　　　　　　野 ５６ 大　　　　　　　分 ６
岐　　　　　　　阜 ６２ 宮　　　　　　　崎 ９
静　　　　　　　岡 ９４ 鹿　　　児　　　島 ９
愛　　　　　　　知 ５９０ 沖　　　　　　　縄 ８
三　　　　　　　重 ２５ 国　　　　　　　外 1０1

計 11,６９６
特許業務法人の数： 314法人 （2021年12月31日現在）

問合せ先：秘書課
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（3）弁理士試験実施概況
令和3年度弁理士試験概況

総志願者数 短答式筆記
試験受験者数

短答式筆記
試験合格者数

論文式筆記試験
（必須）受験者数

論文式筆記試験
（選択）受験者数

論文式筆記試験
合格者数

口述試験
受験者数 最終合格者数

3,８５９� ２,６８６� 3０４� ８０５� 1８０� ２11� ２1５� 1９９�

弁理士試験受験志願者及び合格者数
区分

年別� 種別
受 験 志 願 者 数 合 格 者 数
予備試験 本　試　験 せんこう 予備試験 本　試　験 せんこう

昭和　２８ 1０ ７７ 1６ ０ 11 3
　　　２９ 11 1６４ 11 ２ 1２ ４
　　　3０ ２４ ２７1 1６ ４ 1９ ４
　　　31 ２７ 3０1 ２０ ８ ２６ ８
　　　3２ 1４ 3４２ 13 3 33 ６
　　　33 3６ ４９５ 1５ ４ ４3 ６
　　　3４ ４２ ４９3 ９ ９ ２７ ６
　　　3５ 3２ ４９７ 3２ ６ ５６ 1
　　　3６ 3８ ５７1 3６ ９ ２７ 3
　　　3７ ４５ ６５５ ２４ 1０ ６８ ６
　　　3８ ４９ ７２９ ２７ 1０ ６3 ６
　　　3９ ７1 ９８５ 3４ ６ ４８ ９
　　　４０ ６５ 1,０７3 33 ８ ５1 1２
　　　４1 ７９ 1,3２９ ５４ 1６ ４９ 1９
　　　４２ ５７ 1,４1７ ４1 ７ ４７ 1５
　　　４3 ９3 1,８４４ ５９ ２４ ４９ 1８
　　　４４ 13４ ２,13８ ５1 ４４ ４８ 1０
　　　４５ 1２０ ２,3６６ 1７ 3４ ４９ 1２
　　　４６ 13２ ２,５０７ 1４２ ４２ ６５ ６
　　　４７ 13４ ２,９1８ ８６ ４3 ８４ ２
　　　４８ 13７ ２,８５２ ８1 3４ ８1 1５
　　　４９ 1２６ ２,８０２ ８０ 3７ ８４ ９
　　　５０ 13５ ２,９1２ ７２ 3２ ８４ ８
　　　５1 ５3 3,０２２ ５５ 1４ ９1 11
　　　５２ 1４８ 3,２０５ ５９ ４２ ９1 ６
　　　５3 1２８ 3,２3７ ５２ 33 ８８ 3
　　　５４ 1２５ 3,1４４ ４５ 3２ ８７ ４
　　　５５ 13０ 3,０４２ 3６ ２８ ８２ ６
　　　５６ 11７ 3,1００ ２５ ２４ ７７ ４
　　　５７ 13２ 3,０２3 1８ 3７ ７７ 3
　　　５８ ９０ 3,００７ 1７ ２８ ８3 1
　　　５９ ９０ 3,1０４ 13 ２７ ８４ ２
　　　６０ ９０ ２,９3７ 11 ２６ ７６ 3
　　　６1 ９７ ２,８７２ ６ ２７ ８４ 1
　　　６２ 1０1 ２,９33 ２ 3０ ８６ 1
　　　６3 ８3 ２,８５６ 1 1６ ９3 ０
　平成　元年 ８５ ２,９７６ 3 ２４ ９６ ０
　　　 ２ ７５ 3,０９９ ２ 1７ 1０1 ０
　　　 3 ６４ 3,２1７ 1 1８ ９６ ０
　　　 ４ ７1 3,２７９ 1 ２０ 1００ ０
　　　 ５ ７２ 3,７２７ 1 1８ 111 ０
　　　 ６ ７3 3,９９９ 1 1９ 113 ０
　　　 ７ ６５ ４,1７７ 1 1６ 11６ ０
　　　 ８ ７７ ４,3９０ 1 1６ 1２０ ０
　　　 ９ ９４ ４,５６４ 1 ２０ 13５ ０
　　　1０ ７４ ４,６５０ 1 ２６ 1４６ ０
　　　11 ７1 ５,００２ 1 ２０ ２11 ０
　　　1２ ９０ ５,５31 1 33 ２５５ ０
　　　13 ５,９６3 1 　 31５ ０
　　　1４ ７,1７６ ０ 　 ４６６ ０
　　　1５ ８,５６９ ０ ５５０ ０
　　　1６ ９,６４２ 1 　 ６33 ０
　　　1７ ９,８６3 ０ 　 ７11 ０
　　　1８ 1０,０６０ ０ 　 ６3５ ０
　　　1９ ９,８６５ ０ 　 ６13 ０
　　　２０ 1０,４９４ ０ 　 ５７４ ０
　　　２1 1０,3８４� ０ ８13 ０
　　　２２ ９,９５０� ０ ７５６ ０
　　　２3 ８,７3５ ０ ７２1 ０
　　　２４ ７,９3０ ０ ７７3 ０
　　　２５ ７,５２８ ０ ７1５ ０
　　　２６ ６,２1６ ０ 3８５ ０
　　　２７ ５,3４０ ０ 31９ ０
　　　２８ ４,６７９ ０ ２９６ ０
　　　２９ ４,3５２ ０ ２５５ ０
　　　3０ 3,９７７ ０ ２６０ ０
　令和　元年 3,８６２ ０ ２８４ ０
　　　 ２ 3,４０1 ０ ２８７ ０
　　　 3 3,８５９ ０ 1９９ ０

注1：予備試験は、本試験を受けるのに相当な学識を有しているかどうかを考試するもの。
注2：予備試験は、平成13年から廃止された。
注3：せんこうは、弁理士法の特例により昭和16年6月5日までに帝国大学を卒業した者等に対して、せんこう試問するもの。

問合せ先：秘書課

259特許行政年次報告書 2022 年版

付
録
３　
そ
の
他
統
計
・
資
料

付
録
３



【承認TLO】（32機関）
承認年 TLO名 関連大学等

1998年

（株）東京大学TLO 東京大学

（株）TLO京都 京都大学、立
命館大学等

（株）東北テクノアーチ 東北大学等
日本大学 産官学連携知財センター 日本大学

1999年

早稲田大学 リサーチイノベーション
センター 知財・研究連携支援部門 早稲田大学

慶應義塾大学 研究連携推進本部 慶應義塾大学
（有）山口ティー・エル・オー 山口大学

2000年

（公財）新産業創造研究機構 神戸大学、関
西学院大学等

（公財）名古屋産業科学研究所 名古屋大学等
（株）産学連携機構九州 九州大学
東京電機大学 研究推進社会連携セ
ンター 東京電機大学

タマティーエルオー（株）
工学院大学、
東洋大学、東
京都立大学等

2001年

明治大学 知的資産センター 明治大学

よこはまティーエルオー（株）
横浜国立大学、
横浜市立大学
等

（株）テクノネットワーク四国
徳島大学、香
川大学、愛媛
大学、高知大
学等

（一財）生産技術研究奨励会 東京大学生産
技術研究所

（株）新潟TLO 新潟大学等

2002年
（公財）北九州産業学術推進機構

九州工業大学、
北九州市立大
学等

（株）三重ティーエルオー 三重大学
（有）金沢大学ティ・エル・オー 金沢大学等

2003年

（株）キャンパスクリエイト 電気通信大学
（株）鹿児島TLO 鹿児島大学等

（株）信州TLO
信州大学、長
野工業高等専
門学校

2005年 佐賀大学TLO 佐賀大学

2007年
群馬大学 産学連携推進機構 群馬大学

奈良先端科学技術大学院大学 研究
国際部研究協力課

奈良先端科学
技術大学院大
学

2008年

東海大学 研究推進部 産官学連携セ
ンター 東海大学

東京医科歯科大学 統合研究機構産
学連携推進センター

東京医科歯科
大学

山梨大学 研究推進・社会連携機構 山梨大学
2010年 静岡技術移転（同） 静岡大学等
2016年 iPSアカデミアジャパン（株） 京都大学等
2020年 （株）神戸大学イノベーション 神戸大学

【認定TLO】（0機関）
認定年 TLO名 関連機関等

問合せ先：企画調査課

承認TLO、認定TLO一覧表（2022年3月1日現在）4
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　知的財産室は、地域における中小企業等への知的財産に関する指導・相談、情報の提供及び各種説明会
の開催などを通じて知的財産に関し総合的な支援を行っている。

2022年3月現在
担　　　当 所　　　在　　　地 電　話　番　号

北　海　道
経済産業局

地 域 経 済 部
産業技術革新課
知 的 財 産 室

〒060-0808　札幌市北区北8条西2－1－1
　　　　　　　　　　　札幌第1合同庁舎5階 011-709-5441

東　　　北
経済産業局

地 域 経 済 部
産業技術革新課
知 的 財 産 室

〒980-8403　仙台市青葉区本町3－3－1
　　　　　　　　　　　仙台合同庁舎Ｂ棟3階 022-221-4819

関　　　東
経済産業局

地 域 経 済 部
産業技術革新課
知 的 財 産 室

〒330-9715　さいたま市中央区新都心1番地1　　
　　　　　　　　　　　さいたま新都心合同庁舎1号館10階 048-600-0239

中　　　部
経済産業局

地 域 経 済 部
産 業 技 術 課
知 的 財 産 室

〒460-8510　名古屋市中区三の丸2－5－2　4階 052-951-2774

近　　　畿
経済産業局

地 域 経 済 部
産 業 技 術 課
知 的 財 産 室

〒540-8535　大阪市中央区大手前1－5－44　
　　　　　　　　　　　大阪合同庁舎第1号館3階 06-6966-6016

中　　　国
経済産業局

地 域 経 済 部
産業技術連携課
知 的 財 産 室

〒730-8531　広島市中区上八丁堀6－30
　　　　　　　　　　　広島合同庁舎2号館3階 082-224-5680

四　　　国
経済産業局

地 域 経 済 部
地 域 経 済 課
知 的 財 産 室

〒760-8512　高松市サンポート3－33
　　　　　　　　　　　高松サンポート合同庁舎7階 087-811-8519

九　　　州
経済産業局

地 域 経 済 部
産業技術革新課
知 的 財 産 室

〒812-8546　福岡市博多区博多駅東2－11－1
　　　　　　　　　　　福岡合同庁舎本館6階 092-482-5463

沖　　　縄
総合事務局

経 済 産 業 部
地 域 経 済 課
知 的 財 産 室

〒900-0006　那覇市おもろまち2－1－1
　　　　　　　　　　　那覇第2地方合同庁舎2号館9階 098-866-1730

問合せ先：普及支援課

各経済産業局及び沖縄総合事務局知的財産室一覧表５
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2022年4月1日現在
所在地　東京都港区虎ノ門4-3-1　城山トラストタワー8階

電話　03-3501-5765
URL　https://www.inpit.go.jp/

　2001年4月から発足した独立行政法人であり、これまで特許庁が実施してきた産業財産権に関する情報提供などの業務を引き継いで
事業を行っている。
　さらに、2004年10月からは名称を独立行政法人工業所有権情報・研修館（旧名称：工業所有権総合情報館）に改め、産業財産権制度
を支える「情報」及び「人」という基盤と、これらが活用される「環境」の整備・強化を目的として、

①先行技術調査等のための公報、審査審判資料等の収集・閲覧事業
②知的財産情報の高度活用による権利化推進事業
③特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）等の産業財産権情報提供事業
④産業財産権制度一般、海外展開支援、営業秘密等に関する相談事業
⑤情報提供事業等の基盤となる情報システム整備事業
⑥特許庁審査・審判官等に対する研修事業
⑦先行技術調査を行う調査業務実施者（サーチャー）や知的財産関連人材の育成事業
⑧大学・高等専門学校からの産学連携活動に関する相談事業

を実施している。

【INPIT相談・支援窓口一覧】
所在地 所在地 電話番号

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1階 03-3581-1101
（内線2121～2123）

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） 

産学連携・スタートアップ相談窓口 〒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3909） 

関西知財戦略支援専門窓口 〒530-0011　大阪府大阪市北区大深町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

知財総合支援窓口 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

独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）一覧表6
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　中小企業等が抱える様々な経営課題について、自社のアイデア、技術、ブランド、デザインなどの “知
的財産” の側面から解決を図る支援窓口として、全国47都道府県に「知財総合支援窓口」を設置している。
　経験豊富な窓口の支援担当者が弁理士や弁護士などの専門家や関係支援機関と連携しつつ、経営課題の
解決に向けて効率的・網羅的な支援を無料で提供している。

2022年4月1日現在
都道府県 実施事業者 住所 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　北海道知的財産情報センター ○
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 一般社団法人　宮城県発明協会 981-3206 仙台市泉区明通2-2　宮城県産業技術総合センター2階 ○
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1階　 ○
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3-1-1　虎の門三丁目ビルディング1階 ○

神奈川県 株式会社 東京リーガルマインド 220-0005 横浜市西区南幸2-19-4　南幸折目ビル　9階902号室 ○

新潟県 一般社団法人　新潟県発明協会 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2-2788-1　千秋が原ビル2階 -

山梨県 公益財団法人　やまなし産業支援機構 400-0055 甲府市大津町2192-8　アイメッセ山梨3階 ○

長野県 一般社団法人　長野県発明協会 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 ○

静岡県 一般社団法人　静岡県発明協会

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　沼津産業ビル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 -

富山県 一般社団法人　富山県発明協会 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 一般社団法人　石川県発明協会 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 一般社団法人　岐阜県発明協会 509-0109 各務原市テクノプラザ1-1　テクノプラザ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 公益財団法人　三重県産業支援センター 514-0004 津市栄町1-891 三重県合同ビル5階 ○
510-0074 四日市市鵜の森1-4-28　ユマニテクプラザ1階 -

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 一般社団法人　京都発明協会 600-8813 京都市下京区中堂寺南町134番地　
京都リサーチパーク内京都府産業支援センター2階 ○

大阪府 一般社団法人　大阪発明協会 550-0004 大阪市西区靱本町1-8-4　大阪科学技術センタービル4階 ○
577-0011 東大阪市荒本北1-4-1　クリエイション・コア東大阪　南館2階 -

兵庫県 公益財団法人　新産業創造研究機構 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 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2階 ○
和歌山県 一般社団法人　和歌山県発明協会 640-8033 和歌山市本町2-1　フォルテワジマ6階 ○

鳥取県 一般社団法人　鳥取県発明協会 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　西部センター内 ○

島根県 公益財団法人　しまね産業振興財団 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 公益財団法人　やまぐち産業振興財団 754-0041 山口市小郡令和1-1-1　KDDI維新ホール内 ○
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 公益財団法人　かがわ産業支援財団 761-0301 高松市林町2217-15　香川産業頭脳化センタービル2階 ○
愛媛県 一般社団法人　愛媛県発明協会 791-1101 松山市久米窪田町337-1　テクノプラザ愛媛2階　 ○
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 ○

福岡県 株式会社 東京リーガルマインド
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 ○
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 公益財団法人　佐賀県産業振興機構 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 ○
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 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 株式会社 東京リーガルマインド 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

INPIT知財総合支援窓口一覧表7
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2022年5月現在
団体名称 所在地 電話番号

（一財）工業所有権協力センター 〒135-0042 東京都江東区木場1-2-15
　深川ギャザリア ウエスト3棟 03-6665-7850

（一財）工業所有権電子情報化センター 〒102-0076 東京都千代田区五番町5-5 03-3237-6511

（一財）知的財産研究教育財団　知的財産研究所 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-11
　精興竹橋共同ビル5階 03-5281-5671

（一社）日本国際知的財産保護協会 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1
　郵政福祉琴平ビル4階 03-3591-5301

（一社）日本食品・バイオ知的財産権センター 〒105-0014 東京都港区芝2-5-24
　芝MARビル4階 03-3769-5221

（一社）日本デザイン保護協会 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-4-1
　虎ノ門ピアザビル8階 03-3591-3031

（一財）日本特許情報機構 〒135-0016 東京都江東区東陽4-1-7
　佐藤ダイヤビルディング6階 03-3615-5511

（公社）発明協会 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-1-1
　虎の門三丁目ビルディング 03-3502-5421

（一社）発明推進協会 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-1-1
　虎の門三丁目ビルディング 03-3502-5422

日本弁理士会 〒100-0013

（東京本部）
東京都千代田区霞が関3-2-6
　東京倶楽部ビルディング14階

（弁理士会館）
東京都千代田区霞が関3-4-2

03-3581-1211

（一社）日本知的財産協会 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-1
  日本橋三丁目スクエア6階 03-6262-1570

日本商標協会 〒103-0004 
東京都中央区東日本橋三丁目4番10号
　アクロポリス21ビル6階
　特許業務法人秀和特許事務所内

03-6892-3472

注： （一社） …一般社団法人 ／ （一財） …一般財団法人 ／ （公社） …公益社団法人

問合せ先：総務課

特許庁関係団体一覧表8
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1．出　願　料
（1）特　許

・特許出願 14,000円
・特許法第36条の2第2項の外国語書面出願 22,000円
・特許法第38条の3第3項の規定による手続 14,000円
・特許法第184条の5第1項の規定による手続 14,000円
・特許法第184条の20第1項の規定による申出 14,000円
・特許権の存続期間の延長登録出願 74,000円

（2）�実用新案（出願時には、出願料と併せて第1年から第3年までの各年分の登録料の納付が必要です）
・実用新案登録出願 14,000円
・実用新案法第48条の5第1項の規定による手続 14,000円
・実用新案法第48条の16第1項の規定による申出 14,000円

（3）意　匠
・意匠登録出願 16,000円
　※複数意匠一括出願の場合は、一意匠につき16,000円
・秘密意匠の請求 5,100円
　※複数意匠一括出願の場合は、一意匠につき5,100円

（4）商　標
・商標登録出願 3,400円 ＋ （区分数× 8,600円）
・防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願 　　　 6,800円 ＋ （区分数×17,200円）

2．審査・審判請求料等
（1）特　許

①出願審査請求  （平成31年4月1日以降の出願） 138,000円 ＋ （請求項の数×4,000円）
（a）特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願 83,000円 ＋ （請求項の数×2,400円）
（b）特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願 124,000円 ＋ （請求項の数×3,600円）
（c）特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した場合 110,000円 ＋ （請求項の数×3,200円）
※（a）、（b）は平成31年4月1日以降の国際出願日を有する出願
※上記に該当しない出願については、特許庁ホームページでご確認下さい。

②誤訳訂正書による明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 19,000円
③判定請求 40,000円
④裁定請求 55,000円
⑤裁定取消請求 27,500円
⑥特許異議の申立て 16,500円 ＋ （請求項の数×2,400円）
⑦特許異議の申立ての審理への参加申請 3,300円
⑧特許異議の申立て係争中の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正請求 49,500円 ＋ （請求項の数×5,500円）
⑨審判（再審）請求 49,500円 ＋ （請求項の数×5,500円）
⑩無効審判係争中の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正請求 49,500円 ＋ （請求項の数×5,500円）
⑪特許権の存続期間の延長登録に係る審判又はその審判に係る再審請求 55,000円
⑫審判又は再審への当事者の参加申請 55,000円
⑬審判又は再審への補助参加申請 16,500円

日本国特許庁における産業財産権関係料金一覧（2022年4月1日時点）9
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（2）実用新案
①実用新案技術評価請求 42,000円 ＋ （請求項の数×1,000円）
　（特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願） 8,400円 ＋ （請求項の数×  200円）
　（特許庁以外が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願） 33,600円 ＋ （請求項の数×  800円）
②明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正   1,400円
③判定請求 40,000円
④裁定請求 55,000円
⑤裁定取消請求 27,500円
⑥審判（再審）請求 49,500円 ＋ （請求項の数×5,500円）
⑦審判又は再審への当事者の参加申請 55,000円
⑧審判又は再審への補助参加申請 16,500円

（3）意　匠
①判定請求 40,000円
②裁定請求 55,000円
③裁定取消請求 27,500円
④審判（再審）請求 55,000円
⑤審判又は再審への当事者の参加申請 55,000円
⑥審判又は再審への補助参加申請 16,500円

（4）商　標
①判定請求 40,000円
②商標（防護標章）登録異議申立 3,000円 ＋ （区分数× 8,000円）
③商標（防護標章）登録異議申立の審理への参加申請 3,300円
④審判（再審）請求 15,000円 ＋ （区分数×40,000円）
⑤審判又は再審への当事者の参加申請 55,000円
⑥審判又は再審への補助参加申請 16,500円

3．特許料・登録料
（1）特　許　料

○平成16年4月1日以降に審査請求をした出願
第1年から第3年まで 毎年  4,300円に1請求項につき    300円を加えた額
第4年から第6年まで 毎年 10,300円に1請求項につき    800円を加えた額
第7年から第9年まで 毎年 24,800円に1請求項につき  1,900円を加えた額
第10年から第25年まで 毎年 59,400円に1請求項につき  4,600円を加えた額
※第21年以降は延長登録の出願があった場合に限ります。

注：上記に該当しない出願については、特許庁ホームページでご確認下さい。

（2）実用新案登録料
第1年から第3年まで 毎年  2,100円に1請求項につき   100円を加えた額
第4年から第6年まで 毎年  6,100円に1請求項につき   300円を加えた額
第7年から第10年まで 毎年 18,100円に1請求項につき   900円を加えた額

（3）意匠登録料
第1年から第3年まで 毎年  8,500円
第4年から第25年まで 毎年 16,900円
※第16年から第20年については、平成19年4月1日以降の出願のみ対象となります。
※第21年から第25年については、令和2年4月1日以降の出願のみ対象となります。
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（4）商標登録料
・商標登録料 区分数 × 32,900円
　分納額（前期・後期支払分） 区分数 × 17,200円
・更新登録申請 区分数 × 43,600円
　分納額（前期・後期支払分） 区分数 × 22,800円
・商標権の分割申請 30,000円
・防護標章登録料 区分数 × 32,900円
・防護標章更新登録料 区分数 × 37,500円

4．その他の手数料
（1）特許法等関係手数料

①期間の延長、期日の変更 2,100円
②期間経過後の期間の延長 4,200円
③期間経過後の期間の延長（特許法第50条の規定により指定された期間に係るもの） 51,000円
④期間経過後の期間の延長（意匠法第19条において準用する特許法第50条の規定により指定された期間に係るもの） 7,200円
⑤登録証の再交付請求 4,600円
⑥承継の届出（名義変更） 4,200円
⑦証明の請求　　　　 （窓口） 1,400円
　　　　　　　　　　 （オンライン） 1,100円
⑧書類の閲覧請求 1,500円
⑨紙原簿の閲覧請求   300円
⑩ファイル記録事項の閲覧請求
　　　　　　　　　　 （窓口）   900円
　　　　　　　　　　 （オンライン）   600円
⑪登録事項の閲覧請求（磁気原簿）
　　　　　　　　　　 （窓口）   800円
　　　　　　　　　　 （オンライン）   600円
⑫書類謄本の交付請求 1,400円
⑬紙原簿謄本の交付請求   350円
⑭ファイル記録事項記載書類の交付請求
　　　　　　　　　　 （窓口） 1,300円
　　　　　　　　　　 （オンライン） 1,000円
⑮登録事項記載書類の交付請求（磁気原簿）
　　　　　　　　　　 （窓口） 1,100円
　　　　　　　　　　 （オンライン）   800円
⑯磁気ディスクへの記録（電子化手数料） 2,400円 ＋ （書面のページ数×800円）
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（2）国際出願（特許・実用新案）関係手数料
①国際出願手数料
　・国際出願の用紙の枚数が30枚まで（A） 159,500円    
　・30枚を越える用紙1枚につき（B） 1,800円
　・オンライン出願した場合の減額（上記AとBの合計額から減額） 36,000円
②送付手数料
　・国際出願1件につき 17,000円
③調査手数料
　・国際調査機関：日本国特許庁（ISA/JP）

国際出願（日本語）1件につき 143,000円
国際出願（英語）1件につき 169,000円

　・国際調査機関：欧州特許庁（ISA/EP） 229,300円
　・国際調査機関：シンガポール知的財産庁（ISA/SG） 183,300円
　・国際調査機関：インド特許庁（ISA/IN） 14,900円（法人の場合）

3,700円（個人の場合）

④国際調査の追加手数料 国際出願（日本語）1件につき 105,000円 × （請求の範囲の発明の数－1）
国際調査機関：日本国特許庁（ISA/JP） 国際出願（英語）1件につき 168,000円 × （請求の範囲の発明の数－1）
⑤予備審査手数料 国際出願（日本語）1件につき 34,000円
国際予備審査機関：日本国特許庁（IPEA/JP） 国際出願（英語）1件につき 69,000円
⑥取扱手数料 〈国際予備審査請求 1件につき〉 24,000円
⑦予備審査の追加手数料 国際出願（日本語）1件につき 28,000円 × （請求の範囲の発明の数－1）
国際予備審査機関：日本国特許庁（IPEA/JP） 国際出願（英語）1件につき 45,000円 × （請求の範囲の発明の数－1）
⑧文献の写しの請求に係る手数料　請求書1件につき 1,400円
⑨書類の謄本又はファイル記録事項を記載した書面の交付に係る手数料　請求書1件につき 1,400円
⑩優先権の書類の国際事務局への送付の請求に係る手数料1件につき 1,400円
⑪国際出願に関する書類についての証明書の交付の請求に係る手数料1件につき 1,400円
⑫先の調査の結果の送付請求に係る手数料1件につき 1,700円
注：為替の変動等により、関係手数料が変わることがありますので、最新の手数料を特許庁のホームページでご確認ください。
　　http：//www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/kokuryo.html

（3）国際登録出願（意匠）手数料
①日本国特許庁に支払う手数料（別途、国際事務局（WIPO）へ支払う②の手数料が必要）
　※日本国特許庁を介した国際出願（国際登録出願）を行う場合のみ必要 3,500円
②国際事務局（WIPO）に支払う手数料
　（基本手数料） 〈1意匠目〉 397 スイスフラン

〈2意匠目以降、1意匠毎〉 19 スイスフラン
　（公表手数料） 〈1複製物毎〉 17 スイスフラン

〈書面で複製物を提出する場合　
　複製物を記載した書面の2頁目以降、追加頁毎〉 150 スイスフラン

　（追加手数料） 〈意匠の説明が100単語を超える場合、1単語毎〉 2 スイスフラン
　（指定手数料） 指定国毎の標準指定手数料又は個別指定手数料のいずれか

（各指定国の標準指定手数料の等級及び個別指定手数料の額については、
　特許庁ホームページの「ハーグ協定関係手数料」を御確認ください。）

　　・標準指定手数料：指定国毎の所定の等級の手数料（個別指定手数料の国以外）　　
等級1の指定国 〈1意匠目〉 42 スイスフラン

〈2意匠目以降、1意匠毎〉 2 スイスフラン
等級2の指定国 〈1意匠目〉 60 スイスフラン

〈2意匠目以降、1意匠毎〉 20 スイスフラン
等級3の指定国 〈1意匠目〉 　90 スイスフラン

〈2意匠目以降、1意匠毎〉 50 スイスフラン
　　・個別指定手数料：指定国毎の所定の手数料（標準指定手数料の国以外）
　　　　　　※日本の個別指定手数料 〈1意匠毎〉 603 スイスフラン

注：為替の変動等により、関係手数料が変わることがありますので、最新の手数料を特許庁のホームページでご確認ください。
　　http：//www.jpo.go.jp/system/design/hague/tesuryo/hague_fee_2016.html
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（4）国際登録出願（商標）関係の主な手数料
①日本国特許庁に支払う手数料（別途、国際事務局（WIPO）へ支払う②の手数料が必要）
　・国際登録出願 9,000円
　・事後指定 4,200円
　・国際登録の存続期間の更新申請 4,200円
　・国際登録の名義人の変更の記録の請求 4,200円
②国際事務局（WIPO）に支払う手数料
　（下記の手数料の他、権利を取得する国により個別手数料が必要となる場合があります。個別手数料が必要な国及び
　金額については、特許庁ホームページの「マドリッドプロトコル個別手数料一覧表」を御確認ください。）
　 　
・国際登録出願 　
　（基本手数料） 〈商標が白黒〉 653 スイスフラン
　 〈商標がカラー〉 903 スイスフラン
　（付加手数料） 〈1指定国毎〉 100 スイスフラン
　※個別手数料を受領する締約国のみを指定した場合は不要 　
　（追加手数料） 〈国際分類の数が3を超えた1区分毎〉 100 スイスフラン
　※個別手数料を受領する締約国のみを指定した場合は不要 　
　 　
・事後指定 　
　（基本手数料） 300 スイスフラン
　（付加手数料） 〈1指定国毎〉 100 スイスフラン
・国際登録の存続期間の更新申請 　
　（基本手数料） 653 スイスフラン
　（付加手数料） 〈1指定国毎〉 100 スイスフラン
　（追加手数料） 〈国際分類の数が3を超えた1区分毎〉 100 スイスフラン
・国際登録の名義人の変更の記録の申請 177 スイスフラン

注：為替の変動等により、関係手数料が変わることがありますので、最新の手数料を特許庁のホームページでご確認ください。
　　https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tesuryo/madopro_syutugan_fee.html

（5）弁理士試験受験手数料� 12,000円

問合せ先：総務課
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（参考）特許料等の減免措置一覧表（2022年4月1日現在）
減免対象者 措置内容

中小企業（会社、個人事業主、組合、NPO法人）＊1
〈特許〉
・審査請求料：1/2に軽減
・特許料（第1年分から第10年分）：1/2に軽減

中小ベンチャー企業（法人・個人事業主） 〈特許〉
・審査請求料：1/3に軽減
・特許料（第1年分から第10年分）：1/3に軽減小規模企業（法人・個人事業主）

研究開発型中小企業（会社、個人事業主、組合、NPO法人） 〈特許〉
・審査請求料：1/2に軽減
・特許料（第1年分から第10年分）：1/2に軽減法人税非課税中小企業（法人）

個人（市町村民税非課税者等）

〈特許〉
・審査請求料：免除又は1/2に軽減
・特許料（第1年分から第3年分）：免除又は1/2に軽減
・特許料（第4年分から第10年分）：1/2に軽減
〈実用新案〉
・実用新案技術評価請求料：免除又は1/2に軽減
・登録料（第1年分から第3年分）：免除又は3年間猶予

アカデミック・ディスカウント
（大学等＊2、大学等の研究者）

　〈特許〉
　・審査請求料：1/2に軽減
　・特許料（第1年分から第10年分）：1/2に軽減

独立行政法人＊2

公設試験研究機関を設置する者

地方独立行政法人

承認TLO＊2

試験独法関連TLO

福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて
事業を行う中小企業（会社、個人事業主、組合、NPO法人）

　〈特許〉
　・審査請求料：1/4に軽減
　・特許料（第1年分から第10年分）：1/4に軽減

＊1　�2019年4月1日以降に審査請求を行った案件が対象となります。2019年3月31日以前に審査請求を行った案件については、特許庁ホームページを御参照ください。�
URL：https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html

＊2　料金が免除となる場合があります。詳細は下記の表を御覧ください。

※料金の免除対象一覧
出 願 日

対　象 ～Ｈ16.3.31 Ｈ16.4.1～Ｈ19.3.31 Ｈ19.4.1～

国 免除（特許・実用新案・意匠・商標）
国の試験研究機関から権利を譲り受けた認定TLO 免除（特許・実用新案）〈TLO法第11条〉
国立大学法人
大学共同利用機関法人

（独）国立高等専門学校機構
免除（特許）
〈産業技術力強化法附則第3条〉

※上記「アカデミック・ディ
スカウント」による減免措
置の対象

国立大学法人、大学共同利用機関法人、
（独）国立高等専門学校機構から権利を譲り受けた承認TLO

免除（特許）
〈TLO法附則第3条〉

※上記「承認TLO」を対
象とした減免措置の対象

Ｈ16.3.31時点で特許法施行令に指定されていた
独立行政法人

免除（特許・実用新案・意
匠・商標）
〈改正法＊3 附則第2～5条〉

※上記「独立行政法人」を対象とした減免措置の対象

国立大学、独立行政法人から権利を譲り受けた認定TLO 免除（特許・実用新案）
〈改正法附則第8条〉

※上記「承認TLO」又は「試験独法関連TLO」を対象
とした減免措置の対象

＊3　特許法等の一部を改正する法律（平成15年法律第47号）

問合せ先：総務課
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（1）特許出願に関する事務系統

審査・審判、事務系統一覧表10

問合せ先：調整課、審判課

出 願

方 式 審 査

審 査 請 求

審 査

拒絶理由通知

拒 絶 査 定

みなし取下げ

審査請求なし

拒絶査定不服審判請求

公 開 公 報

出願公開の請求

前置審査

補 正 書

拒絶理由通知

(意 見 書・補 正 書)

登録審決 拒絶審決

審 理

(意 見 書・補 正 書)特 許 査 定

設 定 登 録

公 報 発 行

知的財産高等裁判所

最高裁判所

審査請求期間
３年以内

出願日から
１８か月経過後

審判請求期間
３か月以内

※意見書・

補正書提

出後の審

査の場合

のみ

*補正は審判請求と
同時の場合のみ可能

*審決の予告がされる場合、
訂正の機会が与えられる。

（ 意見書・訂正 ）

異議申立

取消決定* 維持決定

審 理

取消理由通知

異議申立期間
６か月以内

※意見書提出・訂
正請求後の審理
の場合のみ

＊取消理由
通知（決定
の予告）が
される場合、
訂正の機会
が与えられ
る。

（ 答弁書・訂正 ）

（ 意見書・訂正 ）

無効審決*

無効理由通知

維持審決

審 理

無効審判請求
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（2）�平成16年法適用の実用新案登録出願に関する事務系統

問合せ先：調整課、審査業務課登録室

出 願

基礎的要件審査

方 式 審 査

補 正 書

出 願 却 下

技術評価書の請求

設 定 登 録

公 報 発 行

訂 正 書

方 式 審 査

基礎的要件審査

補 正 書

訂正書却下

補 正 命 令

補 正 命 令原簿登録
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（3）意匠登録出願に関する事務系統

問合せ先：意匠課、審判課

出 願

方 式 審 査

審 査

拒絶理由通知

登 録 査 定

拒 絶 査 定
設 定 登 録

拒絶審決

知 的 財 産 高 等 裁 判 所

最 高 裁 判 所

維持審決 無効審決

拒絶査定不服審判請求

登録審決

拒絶理由通知

審 理

無効審判請求

無効理由通知

審 理

公 報 発 行

※意見書・
補正書提
出後の審
査の場合
のみ

（意見書）

（意見書・補正書）

（意見書・補正書）

審判請求期間
３か月以内
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（4）商標登録出願に関する事務系統

問合せ先：商標課、審判課

出 願

方 式 審 査

審 査

拒絶理由通知

登 録 査 定

拒 絶 査 定
設 定 登 録

公 報 発 行

異 議 申 立

維 持 決 定

取消決定

(意見書・補正書)

拒絶査定不服審判請求

知的財産高等裁判所

最高裁判所

異議申立期間
２か月以内

取消理由通知

（ 意見書 ）

審 理

審判請求期間
３か月以内

審 理

維持審決 無効審決・取消審決

公 開 公 報

無効審判請求・取消審判請求

拒絶審決登録審決

拒絶理由通知

審 理

(意見書・補正書)

※意見書・補正書
提出後の審査の
場合のみ

※意見書提出後の審理の
場合のみ

維 持 決 定（ 意見書 ）
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（5）国際出願（PCT出願）に関する事務系統

問合せ先：出願課国際出願室（国際段階） 　　
審査業務課方式審査室（国内段階）

国際出願

記録原本・調査用写し
の送付

調査用写しの受領

国際調査

RO

ISA

IB

優先日

13月

16月

18月

22月

28月

「優先日」……特許協力条約２条（xi）

受理官庁 国際調査機関

国際事務局 指定官庁

国際予備審査機関

RO ISA

IB DO

12月

国際予備審査請求書
の受領

国際予備審査

国際予備報告の送付

IPEA

30月

IPEA

国際予備報告の受領

国際調査報告・
国際調査機関の見解書

の送付

記録原本の受領

条約20条送達書類
の受領

公表

国内審査

DO

条約20条送達書類
の要求

条約20条送達書類の送付

国際公開

出願人

出願人

国内書面の受理

(翻訳文の受理)

国際調査報告・
国際調査機関の見解書

の受領

国際段階

国内段階
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お問い合わせにあたり、次の事項をお読みください
◇�　お問い合わせの際は、あらかじめ特許庁ホームページ（https://www.jpo.go.jp/index.html）内の「は
じめての方へ」、「出願窓口」コーナーや「特許」、「実用新案」、「意匠」、「商標」コーナーなどをご覧い
ただきますと、より理解が深まります。

◇�　複雑なご相談、ご質問については、できるだけ「郵便」、「FAX」、「お問い合わせフォーム」をご利用
くださるようお願いいたします。
　�　その際は必ず、「住所」、「氏名」、「電話番号」、「FAX番号」などの事項をご記入ください。記載頂いた
個人情報は、法令の定めにより、お問い合わせに関して使用するものであり、それ以外の目的で使用す
ることはありません。

◇　電話でのお問い合わせの場合
　�　最初に、電話に出た者が担当する職員かご確認ください。担当者であれば名乗りますので、できるだ
けその名前をメモして下さい。
　　次に、あなた様のお名前、電話番号などをお伺いいたしますので、ご協力をお願いいたします。
　�　なお、専門的事項のお問い合わせに対しましては、担当者が不在などのため、即答できないことがあ
ります。

◇　次のような場合は、回答できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

　・�「こんな発明をしたが、これは特許になるか」、「この場合、出願明細書はどのように書けば良いのか」
など、発明等に関する個別具体的な判断や明細書の記述内容に関する場合

　・「こんな商標は登録できるか」などの個別具体的な判断に関する場合
　・お名前、ご連絡先などをお答えいただけない場合

　◆特許庁所在地　　　　　〒100−8915　東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
　　　　　　　　　　　　　（郵便の場合、「特許庁担当部署名」を宛先としてください）
　◆開　庁　日　　　　　　月～金曜日（平日）
　◆問い合わせ受付時間　　9時から17時30分まで
　◆電話〈代表〉　　　　　 03−3581−1101（音声ガイダンスに従って内線番号を操作してください）

お問い合わせ先一覧11
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相談内容 担当部署 連絡番号
（Ⅰ）一般的相談について
1．一般的相談　

特許庁舎内における相談窓口
　�※特許等に関する一般的な相談にお答えします。また、開設している知財相談・
支援ポータルサイトでは、出願書類等の様式集も提供しております。
　知財相談・支援ポータルサイト（https://faq.inpit.go.jp）もご利用ください。

独立行政法人　工業所有権情報・研修館
　公報閲覧・相談部　相談担当

　（平日 8時30分～18時15分）

内線2121～2123番
Fax　03-3502-8916

地域における相談窓口
　�※中小企業等が企業経営等の中で抱える知財に関する悩みや課題を一元的に受け
付け、ワンストップで解決支援する「知財総合支援窓口」を全国に開設しており
ます（全窓口の連絡先は付録3 7．INPIT知財総合支援窓口一覧表参照）。

独立行政法人　工業所有権情報・研修館
　知財活用支援センター　地域支援部

付録3 7．
INPIT知財総合支援窓口一覧
表参照

近畿地域における相談窓口
　�※INPITの近畿統括本部（大阪市）に設置している「関西知財戦略支援専門窓口」
では、海外展開を目指す近畿地域の中堅・中小・スタートアップ企業の皆さま、
国内外のビジネス上の取引においてますます重要となってきた「営業秘密の適切
な管理体制の構築・運用」を目指す近畿地域の企業の皆さまに対し、総合的な支
援サービスを提供しております。

独立行政法人　工業所有権情報・研修館
　事業推進部

直通　06-6486-9122

ip-js01@inpit.go.jp

（Ⅱ）出願等手続について
2．出願の事前手続に関すること

　申請人情報の登録（識別番号の付与）、住所・氏名等の変更の届出、包括委任状
の提出に関すること

出願課
　申請人等登録担当

内線2764番
Fax　03-3501-6010
pa1670@jpo.go.jp

　予納の届出、口座振替の申出・依頼及び現金による納付書の交付請求に関すること 出願課
　申請人等登録担当

内線2766番
Fax　03-3501-6010
pa1670@jpo.go.jp

3．出願（申請）番号に関すること
　特許、実用新案、意匠、商標について、書面の提出により行われた手続に関する
出願（申請）番号通知及び受領書に関すること（国際出願を除く）

出願課
　電子記録基準管理班

内線2762番
Fax　03-3580-6901
pa1650@jpo.go.jp

4．出願手続に関すること
　特許の出願手続の方式審査に関すること 審査業務課　方式審査室

　第3担当　
内線2616番
Fax　03-3588-6502
pa1120@jpo.go.jp

　実用新案の出願手続の方式審査に関すること 審査業務課　方式審査室
　実用新案方式担当

内線2617番
Fax　03-3588-6502
pa1120@jpo.go.jp

　意匠の出願手続の方式審査に関すること 審査業務課　方式審査室
　意匠方式担当　

内線2654番
Fax　03-3588-6502
pa1251@jpo.go.jp

　商標の出願手続の方式審査に関すること 審査業務課　方式審査室
　商標方式担当　

内線2657番
Fax　03-3588-6502
pa1200@jpo.go.jp

　方式審査の基準に関すること 審査業務課
　基準班

内線2115番
Fax　03-3588-6503
pa0c00@jpo.go.jp

5．国際出願（PCT）の手続、出願番号等に関すること（特許・実用新案）
　国際出願の手続の方式審査に関すること
　（日本国特許庁を受理官庁とする国際出願手続等）

出願課　国際出願室
　受理官庁担当

内線2643番
Fax　03-3501-0659
pa1a31@jpo.go.jp

　国際出願の日本への国内移行及び移行後の手続の方式審査に関すること
　（日本国特許庁を指定官庁とする国際出願の国内移行手続等）

審査業務課　方式審査室
　指定官庁担当

内線2644番
Fax　03-3588-6502
pa1270@jpo.go.jp

6．意匠の国際出願（ハーグ協定のジュネーブ改正協定）手続に関すること
　意匠の国際登録出願手続に関すること
　（日本国特許庁を経由して行う国際登録出願手続等）

出願課　国際意匠・商標出願室
　ハーグ担当

内線2683番
Fax　03-3580-8033
pa1bd0@jpo.go.jp

　意匠の国際意匠登録出願の方式審査に関すること
　（日本国特許庁を指定官庁とする意匠登録出願手続等）

出願課　国際意匠・商標出願室
　ハーグ担当

内線2683番
Fax　03-3580-8033
pa1bd0@jpo.go.jp

7．商標の国際出願（マドリッド協定議定書）手続に関すること
　商標の国際登録出願手続に関すること
　（日本国特許庁を本国官庁とする国際登録出願手続等）

出願課　国際意匠・商標出願室
　本国官庁担当

内線2671番
Fax　03-3580-8033
pa1b00@jpo.go.jp

　商標の国際商標登録出願手続の方式審査に関すること
　（日本国特許庁を指定国官庁とする商標登録出願手続等）

出願課　国際意匠・商標出願室
　指定国官庁担当

内線2672番
Fax　03-3580-8033
pa1b00@jpo.go.jp

（2022年4月現在）
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相談内容 担当部署 連絡番号
8．電子出願に関すること

　インターネット出願ソフトの環境設定・操作方法・仕様・障害など技術的な問い
合わせに関すること

電子出願ソフトサポートセンター
　（開庁日 9時～20時）

直通（東京）03-5744-8534
　　 （大阪）06-6946-5070
Fax　03-3582-0510

　電子出願の制度に関すること 出願課　特許行政サービス室
　特許行政サービス調整班

内線2508番
Fax　03-3501-6010
pa1822@jpo.go.jp

　電子出願の電子証明書登録等の手続に関すること 出願課
　申請人等登録担当

内線2510番
Fax　03-3501-6010
pa1670@jpo.go.jp

　PCT国際出願に係る電子出願手続に関すること 出願課　国際出願室
　受理官庁担当

内線2643番
Fax　03-3501-0659
pa1a31@jpo.go.jp

　電子出願データの着信状況の確認 特許庁ホットライン
　（24時間 365日）

直通　03-3580-5002

9．出願書類等の証明・閲覧に関すること
　証明に関すること 出願課　特許行政サービス室

　証明担当
内線2754番
Fax　03-3501-6010
pa1620@jpo.go.jp

　閲覧に関すること 出願課　特許行政サービス室
　閲覧担当

内線2756番
Fax　03-3501-6010
pa1620@jpo.go.jp

（Ⅲ）審査について
10．事業戦略対応まとめ審査に関すること 調整課

　企画調査班
内線3107番
Fax　03-3580-8122
pa2160@jpo.go.jp

11．特許の審査に関すること
　「特許・実用新案審査基準」に関すること
　（特許庁HP掲載の「特許の審査基準のポイント」もご参照ください。）

調整課　審査基準室 内線3112番
Fax　03-3580-8122
pa2a10@jpo.go.jp

　特許の審査品質に関すること 調整課　品質管理室 内線3121番
Fax　03-3588-8131
pa2a30@jpo.go.jp

　特許の優先審査に関すること 調整課
　企画調査班

内線3107番
Fax　03-3580-8122
pa2160@jpo.go.jp

　特許の早期審査・スーパー早期審査に関すること 調整課　
　審査業務管理班

内線3106番
Fax　03-3580-8122
pa2210@jpo.go.jp

　特許審査ハイウェイに関すること 調整課　
　審査業務管理班

内線3106番
Fax　03-3580-8122
pa2210@jpo.go.jp

　特許の新規性喪失の例外に関すること
　�（特許庁HP掲載の「新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手引き」及び
「Q&A集」もご参照ください。）

調整課　審査基準室 内線3112番
Fax　03-3580-8122
pa2a10@jpo.go.jp

　職務発明に関すること 企画調査課
　企画班

内線2154番
Fax　03-3580-5741
pa0920@jpo.go.jp

　地方面接・TV面接に関すること 調整課　地域イノベーション促進室
　面接審査管理専門官

内線3114番
Fax　03-3580-8122
pa2103@jpo.go.jp

　特許の審査状況伺いの手続に関すること 調整課
　審査業務管理班

内線3106番
Fax　03-3580-8122
pa2210@jpo.go.jp

　先行技術文献調査の外注に関すること 調整課　審査推進室
　審査推進企画班

内線2453番
pa2220@jpo.go.jp

12．実用新案の審査に関すること
　基礎的要件に関すること 調整課　審査推進室

　実用新案業務班
内線2469番
Fax　03-3595-2735
pa0780@jpo.go.jp

　技術評価書作成の作成基準に関すること
　（特許庁HP掲載の「特許・実用新案審査基準第X部�実用新案�第2章」及び「特許・
実用新案審査ハンドブック附属書C」に関すること）

調整課　審査基準室 内線3112番
Fax　03-3580-8122
pa2a10@jpo.go.jp

　実用新案の新規性喪失の例外に関すること
　（特許庁HP掲載の「新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手引き」及び
「Q&A集」もご参照ください。）

調整課　審査基準室 内線3112番
Fax　03-3580-8122
pa2a10@jpo.go.jp

13．意匠の審査に関すること
　意匠の審査基準に関すること 意匠課　意匠審査基準室 内線2910番

Fax　03-5570-1588
pa1d00@jpo.go.jp

　意匠の早期審査に関すること 意匠課
　企画調査班

内線2907番
Fax　03-5570-1588
pa1530@jpo.go.jp

　意匠の新規性喪失の例外に関すること 意匠課　意匠審査基準室 内線2910番
Fax　03-5570-1588
pa1d00@jpo.go.jp

　意匠の審査状況伺い書の手続きに関すること 意匠課
　審査支援管理班

内線2905番
Fax　03-5570-1588
pa1520@jpo.go.jp
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相談内容 担当部署 連絡番号
14．商標の審査に関すること

　「商標審査基準」「商標審査便覧」に関すること
　（登録の可否、方式審査事項及び指定商品・役務の表示・区分に関するものを除く）

商標課　商標審査基準室 内線2807番
pa1t00@jpo.go.jp

　商標の早期審査に関すること 商標課
　企画調査班

内線2805番
pa1400@jpo.go.jp

　商標の審査状況伺いの手続に関すること 商標課
　審査支援管理班

内線2804番
pa1t70@jpo.go.jp

　地域団体商標制度に関すること 商標課　地域ブランド推進室 内線2828番
pa1481@jpo.go.jp

15．分類関係に関すること
　特許分類に関すること 調整課

　特許分類企画班
内線2463番
Fax　03-3580-8122
pa0l10@jpo.go.jp

　意匠分類に関すること 意匠課
　分類担当

内線2903番
Fax　03-5570-1588
pa1501@jpo.go.jp

　指定商品・役務の区分に関すること 商標課
　商標国際分類室

内線2836番
pa1t90@jpo.go.jp

16．遺伝子配列コードデータ（テキストデータ）の記録媒体による提出に関すること 調整課　審査推進室
　特許分類業務班

内線2456番
pa0762@jpo.go.jp

（Ⅳ）審判の審理について
17．審判請求の手続きに関すること

　特許の拒絶査定不服審判の手続に関すること
　特許異議の申立ての手続に関すること

審判課
　調査班

内線3622番
Fax　03-3580-5388
pa6120@jpo.go.jp

　意匠の拒絶査定不服審判の手続に関すること 審判課
　第8担当

内線3693番
Fax　03-3580-5388
pa6c00@jpo.go.jp

　商標の拒絶査定不服審判の手続に関すること
　商標登録異議の申立ての手続に関すること

審判課
　第9担当

内線3682番
Fax　03-3580-5388
pa6c00@jpo.go.jp

　特許・実用新案の無効審判の手続に関すること
　特許・実用新案の訂正審判の手続に関すること
　特許・実用新案の判定の手続に関すること

審判課　特許侵害業務室
　侵害第1担当

内線5801番
Fax　03-3580-5388
pa6c00@jpo.go.jp

　意匠の無効審判の手続に関すること
　意匠の判定の手続に関すること

審判課　特許侵害業務室
　侵害第3担当

内線3693番
Fax　03-3580-5388
pa6c00@jpo.go.jp

　商標の無効審判の手続に関すること
　商標の取消審判の手続に関すること
　商標の判定の手続に関すること

審判課　特許侵害業務室
　侵害第4担当

内線5804番
Fax　03-3580-5388
pa6c00@jpo.go.jp

18．審判請求の審理に関すること
　審判に係る審理に関すること
　特許異議の申立てに係る審理に関すること
　商標登録異議の申立てに係る審理に関すること
　判定に係る審理に関すること

審判部　審判企画室 内線5852番
Fax　03-3584-1987
pa6b00@jpo.go.jp

　特許・実用新案の審判事件等の口頭審理の手続及び巡回審判に関すること 審判課　特許侵害業務室
　侵害第1担当

内線5801番
Fax　03-3580-5388
pa6c00@jpo.go.jp

　意匠の審判事件等の口頭審理の手続及び巡回審判に関すること 審判課　特許侵害業務室
　侵害第3担当

内線3693番
Fax　03-3580-5388
pa6c00@jpo.go.jp

　商標の審判事件等の口頭審理の手続及び巡回審判に関すること 審判課　特許侵害業務室
　侵害第4担当

内線5804番
Fax　03-3580-5388
pa6c00@jpo.go.jp

　審判の審理状況伺いの手続に関すること 審判課
　調査班

内線3622番　
Fax　03-3580-5388
pa6120@jpo.go.jp
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相談内容 担当部署 連絡番号
（Ⅴ）権利の登録等について
19．登録の設定、年金に関すること

　特許の設定・年金に関すること 審査業務課　登録室
　特許担当

内線2707番
Fax　03-3588-7651
pa1300@jpo.go.jp

　実用新案の設定・年金に関すること 審査業務課　登録室
　実用新案担当

内線2709番
Fax　03-3588-7651
pa1300@jpo.go.jp

　意匠の設定・年金に関すること 審査業務課　登録室
　意匠担当

内線2710番
Fax　03-3588-7651
pa1300@jpo.go.jp

　商標の設定・更新に関すること 審査業務課　登録室
　商標担当

内線2713番
Fax　03-3588-7651
pa1300@jpo.go.jp

　国際意匠・商標登録の設定・更新登録に関すること 審査業務課　登録室
　国際意匠・商標担当

内線2706番
Fax　03-3588-7651
pa1300@jpo.go.jp

　包括納付に関すること 審査業務課　登録室
　管理班

内線2703番
Fax　03-3588-7651
pa1300@jpo.go.jp

　特許料等の自動納付に関すること 審査業務課　登録室
　管理班

内線2703番
Fax　03-3588-7651
pa1300@jpo.go.jp

20．権利の移転の申請等に関すること
　特許・実用新案の権利移転の申請に関すること 審査業務課　登録室

　特実移転担当
内線2715番
Fax　03-3588-7651
pa1360@jpo.go.jp

　意匠・商標の権利移転の申請に関すること 審査業務課　登録室
　意商移転担当

内線2717番
Fax　03-3588-7651
pa1360@jpo.go.jp

　国際意匠・商標登録の国内申請（使用権・質権等）に関すること 審査業務課　登録室
　国際意匠・商標担当

内線2706番
Fax　03-3588-7651
pa1300@jpo.go.jp

　仮専用実施権の申請に関すること 審査業務課　登録室
　特実移転（仮実施権）担当

内線2720番
Fax　03-3588-7651
pa1300@jpo.go.jp

（Ⅵ）特許情報等について
21．公報に関すること

　公報全般（公報の仕様も含む）に関すること（ただし、以下の「公報に関すること」
の各項目に該当するものを除く）

普及支援課
　公報企画班

内線2305番
Fax　03-3588-0281
pa0620@jpo.go.jp

　具体的な案件の公報の発行予定日に関すること
　　※特許公報、登録実用新案公報、意匠公報、商標公報については、登録番号が通知された後にお問い合わせください。

公開特許公報、登録実用新案公報 普及支援課
　品質管理第一担当（公開）

内線2308番
Fax　03-3588-0281
pa0570@jpo.go.jp

特許公報 普及支援課
　品質管理第一担当（特許）

内線2307番
Fax　03-3588-0281
pa0570@jpo.go.jp

意匠公報、審決公報 普及支援課
　品質管理第二担当（意匠・審決）

内線2310番
Fax　03-3588-0281
pa0571@jpo.go.jp

商標公報、公開・国際商標公報 普及支援課
　品質管理第二担当（商標）

内線2311番
Fax　03-3588-0281
pa0571@jpo.go.jp

　ホームページ掲載の公報発行予定表の内容に関すること
　権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載の申込書の様式に関すること

普及支援課
　公報管理班

内線2326番
Fax　03-3588-0281
pa05b1@jpo.go.jp

　公報の閲覧・購入
公報の閲覧に関すること 独立行政法人　工業所有権情報・研修館

　公報閲覧・相談部　閲覧担当
内線3811番
Fax　03-3502-8916
ip-sd03@inpit.go.jp

公報・公報情報の購入に関すること 一般社団法人発明推進協会　
市場開発グループ
情報サービスチーム（販売許可事業者）
（http://www.jiii.or.jp/koho/contact.html#form）

直通　03-3502-5491
Fax　03-5512-7567

22．特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）に関すること
　特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の操作方法・表示に関する相談 J-PlatPatヘルプデスク

　（平日 9時～21時）
直通　03-3588-2751
FAX　03-3588-2237
helpdesk@j-platpat.inpit.go.jp

　特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の運営・講習会に関すること 独立行政法人　工業所有権情報・研修館
　知財情報部　情報提供担当

内線2413番
Fax　03-5843-7691
ip-jh05@inpit.go.jp

23．画像意匠公報検索支援ツール（Graphic�Image�Park）に関すること
　画像意匠公報検索支援ツール（Graphic� Image� Park）の操作方法や運営に関
すること

独立行政法人　工業所有権情報・研修館
　知財情報部　情報提供担当

内線2413番
Fax　03-5843-7691
ip-jh05@inpit.go.jp
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相談内容 担当部署 連絡番号
24．その他の特許情報等に関すること

　PAJ（公開特許公報英文抄録）に関すること 独立行政法人　工業所有権情報・研修館
　知財情報部　特許情報協力担当

内線2409番
Fax　03-5843-7691
ip-jh06@inpit.go.jp

　特許情報提供事業者の特許庁ホームページ掲載に関すること 総務課　情報技術統括室
　特許情報企画調査班

内線2361番
Fax　03-3592-8838
pa0630@jpo.go.jp

（Ⅶ）その他
25．情報公開及び個人情報保護に関すること 秘書課　情報公開推進室 内線2767番
26．法律・政令等の制度の改正に関すること 総務課　制度審議室 内線2118番

Fax　03-3501-0624
pa0a00@jpo.go.jp

27．広報に関すること（特許庁の見学・取材の申込み含む） 総務課
　広報班

内線2108番
Fax　03-3593-2397
pa0270@jpo.go.jp

28．知的財産権制度説明会に関すること
　初心者向け説明会に関すること 独立行政法人　工業所有権情報・研修館

　公報閲覧・相談部　調整担当
内線2120番
Fax　03-3502-8916

　実務者向け説明会・法改正説明会に関すること 普及支援課
　地域調整班

内線2107番
Fax　03-3588-0281
pa02C0@jpo.go.jp

29．知的財産人材育成に関すること
　知的財産人材のための研修に関すること 独立行政法人　工業所有権情報・研修館

　知財人材部　知的財産権関連人材担当
内線3907番
Fax　03-5843-7693
ip-jz04@inpit.go.jp

　IP�ePlat（eラーニング）の操作方法や運営に関すること 独立行政法人　工業所有権情報・研修館
　知財人材部　電子研修担当　

内線3907番
Fax　03-5843-7693
ip-jz01@inpit.go.jp

30．中小企業等支援に関すること
　審査請求料・特許料等の減免措置に関すること

減免制度全般に関すること 総務課
　調整班

内線2105番
Fax　03-3593-2397
pa0260@jpo.go.jp

具体的案件に関すること（審査請求料）※国際出願以外 審査業務課　方式審査室
　第3担当　

内線2616番
Fax　03-3588-6502
pa1120@jpo.go.jp

具体的案件に関すること（審査請求料）※国際出願／指定官庁 審査業務課　方式審査室
　指定官庁担当

内線2644番
Fax　03-3588-6502
pa1270@jpo.go.jp

具体的案件に関すること（特許料） 審査業務課　登録室
　特許担当

内線2707番
Fax　03-3588-7651
pa1300@jpo.go.jp

具体的案件に関すること（国際出願に係る料金） 出願課　国際出願室
　受理官庁担当

内線2643番
Fax　03-3501-0659
pa1a31@jpo.go.jp

　外国出願、外国での権利侵害対策及び海外知財訴訟費用保険の補助金に関すること 普及支援課
　支援企画班

内線2145番
Fax　03-3588-0281
pa02G0@jpo.go.jp

　知財金融の促進に関すること 普及支援課
　支援企画班

内線2145番
Fax　03-3588-0281
pa02G0@jpo.go.jp

　中小企業等に対する知的財産関連支援策に関すること 普及支援課
　産業財産権専門官

内線2340番
Fax　03-3588-0281
pa0661@jpo.go.jp

31．知的財産の活用に関すること
　中小企業等の営業秘密管理や知財戦略の支援（営業秘密・知財戦略相談窓口）に
関すること

独立行政法人　工業所有権情報・研修館
　知財活用支援センター　知財戦略部
　営業秘密管理担当

内線3844番
trade-secret@inpit.go.jp

　中小企業等の海外展開前における支援（海外展開知財支援窓口）に関すること 独立行政法人　工業所有権情報・研修館
　知財活用支援センター　知財戦略部
　海外展開支援担当　

内線3823番
ip-sr01@inpit.go.jp

　公的研究開発プロジェクトに対する支援（知的財産プロデューサー派遣事業）に
関すること

独立行政法人　工業所有権情報・研修館
　知財活用支援センター　知財戦略部　
　イノベーション支援担当

内線3909番
ip-sr05@inpit.go.jp

　産学連携を推進する大学に対する支援（産学連携知的財産アドバイザー派遣事業）
に関すること

独立行政法人　工業所有権情報・研修館
　知財活用支援センター　知財戦略部　
　イノベーション支援担当

内線3909番
ip-sr05@inpit.go.jp

　実施許諾または権利譲渡の用意がある開放特許の活用（開放特許情報データベー
ス）に関すること

独立行政法人　工業所有権情報・研修館
　知財活用支援センター　知財戦略部　
　企画担当

内線3822番
ip-sr05@inpit.go.jp

32．模倣品（産業財産権侵害）対策に関すること 国際協力課
　模倣品対策室
　（政府模倣品・海賊版対策総合窓口）

内線2575番
Fax　03-3581-0762
nisemono110@jpo.go.jp

33．外国の産業財産権制度情報に関すること　（手続相談を除く） 国際協力課
　調査統計班

内線2573番
Fax　03-3581-0762
pa0842@jpo.go.jp
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