
Q＆A
Q1
補助金の申請はどこで受け付けていますか？

A1
地域実施機関の都道府県等中小企業支援センターと、全国実施機関の（独）日本貿易振興機
構（ジェトロ）の2ルートがあります。　詳しくは下記お問い合わせ先をご参照ください。

Q2
いつ公募をしていますか？

A2
公募は各実施機関によって異なりますが、例年5～7月に実施する期間が多くなっております。
詳細は実施機関に直接お問い合わせください。

Q3
地域実施機関のセンターと全国実施機関のジェトロの両方に申請すること
は可能ですか？

A3
両方に申請することは可能です。しかしながら、同一案件の申請については、センターか、ジェト
ロのいずれか一方しか補助金を受け取ることができません。権種や基礎出願が異なる案件につ
いては、上限３００万円までの範囲で、センター、ジェトロから補助金を受けることも可能です。

お問い合わせ先
●補助金の公募期間、申請に関すること
　【地域実施機関】
　各都道府県等中小企業支援センター
　11ページまたは、下記URLをご参照ください。
　http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm

　【全国実施機関】
　独立行政法人日本貿易振興機構
　知的財産課　外国出願デスク
　電話：03-3582-5642
　E-mail：SHUTSUGANDESK＠jetro.go.jp

●制度に関すること
　特許庁普及支援課　支援企画班
　電話：03-3581-1101 内線2145

本冊子は、グリーン購入法に基づく判断基準を満たす紙を使用しており、
「Aランク」のみを用いて作成しているため「紙へリサイクル可」

外国出願補助金事例集
中小企業の海外展開を応援しています!!
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外国出願補助金とは？

平成26年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金
（中小企業外国出願支援事業）

経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、海外

市場の販路開拓や模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得するこ

とが重要です。しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であ

り、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。

特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計

画している中小企業に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。  平成 26

年度からは、従来の地域実施機関としての都道府県等中小企業支援センターの他、新たに

全国実施機関として独立行政法人日本貿易振興機構 （ジェトロ）を補助事業者に加え、全

ての都道府県で支援が受けられるようになりました。

応募資格

中小企業者又は中小企業者で構成される
グループで、外国への特許等の出願を予
定している者※。

補助対象経費

外国特許庁への出願料、国内・現地代理
人費用、翻訳費　等 

補助率

　　1/2

上限額

1企業あたり： 300万円 
1案件あたり： 特許150万円、実用新案、
  意匠、商標 60万円 
  冒認対策商標 30万円

※補助事業者 = 都道府県等中小企業支援センター（地域実施機関）及びジェトロ（全国実施機関）

※ 27 年度からは、地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO 法人も応募資格を有します。

支援の流れ

支援の概要
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外国出願補助金の支援概要
特許庁では、更なる外国出願支援拡大や制度充実のために、平成20年度以降に補助金を

利用された企業591社に対し、本補助金を活用した事業に関する情報や、現在の状況につ

いて、平成26年8月から12月の間、郵送によるアンケート調査を行いました。

アンケート対象企業 591 社の業種について見ると、製造業が全体の 65％と最も多く、 

続いてサービス業 10％、卸売業 9％、小売業 3％でした。従業員数は 20 人以下が

32％と最も多く、規模の小さい企業の方にも多くご利用いただいております。

業種分布
（アンケート対象企業　591社）

従業員数分布
（アンケート対象企業　591社）
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資本金分布
（アンケート対象企業　591社）
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■ 製造業【業】　　■ サービス【業】
■ 卸売【業】　　　■ 個人事業者
■ 小売【業】　　　■ 不明

■ 1,000万円未満 ■ 3億円以上
■ 1,000万円以上1億円未満 ■ 個人事業者
■ 1億円以上3億円未満 ■ 不明

本補助金が新たな外国出願のきっかけとなったか
（回答企業数　288社）

80%

20%

本補助金が海外への事業展開に役だったか
（回答企業数　384社）

62%
34%

1% 3%

■ きっかけになった

■ きっかけにはなっていない

■ 役立った ■ 役立たなかった

■ どちらともいえない ■ その他

■ 20人以下 ■ 301人以上
■ 21人以上100人以下 ■ 個人事業者
■ 101人以上300人以下 ■ 不明

アンケートの対象となった企業の属性

多くの企業が、本補助金が外国出願のきっかけになったと回答しました。  また、半数以

上の企業が、本補助金が海外への事業展開に役立ったと回答しており、この結果から、費

用負担が大きい外国出願に際し、補助金の交付があることは企業の外国出願を後押しして

いるといえます。

本補助金の効果

業種分布
（アンケート対象企業　591社）

従業員数分布
（アンケート対象企業　591社）
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資本金分布
（アンケート対象企業　591社）
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■ 製造業【業】　　■ サービス【業】
■ 卸売【業】　　　■ 個人事業者
■ 小売【業】　　　■ 不明

■ 1,000万円未満 ■ 3億円以上
■ 1,000万円以上1億円未満 ■ 個人事業者
■ 1億円以上3億円未満 ■ 不明

本補助金が新たな外国出願のきっかけとなったか
（回答企業数　288社）

80%

20%

本補助金が海外への事業展開に役だったか
（回答企業数　384社）

62%
34%

1% 3%

■ きっかけになった

■ きっかけにはなっていない

■ 役立った ■ 役立たなかった

■ どちらともいえない ■ その他

■ 20人以下 ■ 301人以上
■ 21人以上100人以下 ■ 個人事業者
■ 101人以上300人以下 ■ 不明

※「どちらともいえな
い」と回答した企業
の多くは、海外展開
して間もないため、ま
だ実感がうすい企業
であった。
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事業内容

外国出願背景

地域団体商標「高崎だるま」

群馬県達磨製造協同組合 群馬県  

だるま製造を取り巻く背景
◆台湾を中心に人気の「高崎だるま」

国内では年間約 90 万個のだるまを出荷し、その数は全国の張り子
だるまの大多数を占めると言われる「高崎だるま」。眉毛は鶴、鼻
から口ヒゲは亀と縁起の良い二つの動物をお顔に表現した高崎だ
るまは、別名「福だるま」「縁起だるま」とも呼ばれ、長年日本人に愛されてきた。近年、群馬県には台湾
からの観光客が多く訪れるようになり、主にだるまの絵付体験を楽しんで帰っていく。国土交通大臣が本
部長となり、関係省庁および民間団体・企業が参加している「ビジット・ジャパン・キャンペーン」の効
果も相まって、台湾だけでなく、ミャンマーとタイ、ベトナムからも取材依頼がある。これは、アジア市
場において、「高崎だるま」の知名度が徐々にではあるが上がってきていることを示しているといえよう。
だるまは中国語で「不倒翁（プータオ）」と書き、縁起物として認知されていることから、中国、台湾を中
心に、アジアにおいて日本のだるまが受け入れやすい土壌がある。

地域団体商標を出願しようと思った理由とそのきっかけ
◆組合員のために「高崎だるま」という伝統工芸継承のためその思いこそがきっかけ

「高崎だるま」が地域団体商標に認定されたのは、2006 年 11 月のこと。群馬県初の地域団体商標であっ
た。商標登録に至るまでは、さかのぼること約 1 年前。2005 年秋の新聞で地域団体商標制度が創設され
ることを知ったことがきっかけであった。「群馬県」の地域団体商標といえば…理事長の頭には「高崎だる
ま」が真っ先に浮かんだ。
早速、「高崎だるま」を地域団体商標として出願すべく、群馬県達磨製造協同組合の理事会で取り上げ、協
議した。中田氏が、地域団体商標登録を目指したのは、賦課金を払って組合に所属している組合員のメリッ
トは何なのか、と組合に所属する意義を考えたからである。「高崎だるま」業界の将来を考えたとき、県の
伝統工芸品として群馬県の地域の名称がついた地域団体商標があれば、組合員がだるまを製造することに
対する意識の底上げになり、組合の求心力も高まると考えたのである。組合員のために営業をしやすい土
壌を整えていこうという思いが地域団体商標出願を決意した一番の理由であった。また、群馬県が積極的
に観光客を呼び込むためのアプローチを行っており、今後、台湾、中国へ積極的にビジネス展開していく
うえで、「高崎だるま」を権利として守っていくことが、海外展開に際しての土台を整えておくという点で
も意義が大きいということも理由のひとつであった。

1 アジアそして世界へ
　　　群馬が誇る伝統産業

商標

●組合員数：60余店 ●設立：1971年2月2日

地域が一体となり、伝統技術の継承のためにグローバル化に
取り組んだ地域団体商標のパイオニア



5

外国出願背景

外国出願による事業効果

出願にあたっての苦労
◆高崎だるまを知ってもらうことからのスタート

地域団体商標の出願を決意したものの、出願方法について分からず、当初はどうしようかと悩んでいた。
そのような折、群馬県の知財総合支援窓口（（一社）群馬県発明協会）に相談したところ、知財専門家派遣
制度を紹介いただき、２度弁理士の先生に出願について相談することができた。この専門家派遣をきっか
けに、地元の弁理士の先生とつながりができ、その後の手続きも依頼できる環境ができた。地元の弁理士
だと密に出願内容等に関して相談することができるのでとても助かっている。
台湾知財庁から複数回拒絶されたり、外国の審査官が「高崎だるま」を知らないため歴史的経緯の説明等
が必要であったりと、外国出願には苦労も多々あった。複数回のやりとりを経て、ようやく台湾で商標登
録となりそうな状況である。外国出願のための資料の準備、それに係る費用、時間、全てにおいて決して
容易なものではなかったが、特許庁の外国出願補助金のおかげで費用の削減につながり助かった。

地域団体商標を武器にアジア圏からさらなる市場開拓へ
台湾がだるまの市場になりだしたのは約 10 年前。その背景には、群馬県による積極的な台湾へのアプロー
チがあった。また、香港においても富裕層市場を開拓していった。すでに中国、香港、台湾へだるまを輸
出しており、台湾については将来的な需要増を見込んでいる。基本的に受注生産を行っており、オーダー
ごとに箱にだるまを詰め、注文の都度、各地へ発送しているが、輸送コストが高く、今後の取引量の増加
を見込んで海上コンテナによる輸送等も検討している。配送方法を含めた中国、台湾でのビジネス展開に
ついて、問題を解消してくれるビジネスパートナー企業を見つけたいと具体的な戦略もある。
さらに、その他の地域への進出についても積極的であり、スイス、フランス等ヨーロッパ方面への輸出も行っ
ている。中田氏は、フランクフルトの見本市やパリで開催されたエクスポジャパンにも足を運び、だるま
の絵付けの実演を行っている。このようなイベントを通じて、高崎だるまの認知度を向上させたいという
思いだ。台湾、中国で地域団体商標として「高崎だるま」が登録されれば、さらに市場を拡大させ、積極
的にビジネス展開を行っていきたい。

外国出願補助金の利用を振り返って
◆挑戦してよかった。

地域の伝統工芸を守るため、組合員を守るために何ができるの
だろうと考えていた時に、特許庁のパンフレットでこの外国出
願補助金の存在を知った。その後、知財総合支援窓口に相談し、
素晴らしい専門家の方々に出会えたことで、地域団体商標とし
て外国出願を行うことができた。企業や団体の規模の大小にか
かわらず、日本の技術は海外に発信されるべきであり、そこに
はビジネスの可能性が広がっている。「高崎だるま」という伝
統工芸をこれからさらに海外で発展させていくためにも、商標
登録は不可欠なものであり、苦労してでも出願してよかったと
思っている。

群馬県達磨製造協同組合
所在地：〒 370-0875　群馬県高崎市藤塚町 124-2
事業内容：今から 200 年以上前、高崎で張り子のだるま作りが始まったのは今から 200 年以

上前。現在では 60 余の製造業者が存在し、その高崎だるまの技術を継承し発展さ
せるため、その製造業者から構成される組合組織。

URL：http://takasakidaruma.net/

群馬県達磨製造協同組合理事長　中田純一氏　
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事業内容

特許「経皮投与装置及び製造方法」「安全弁および電気素子に関する発明」

株式会社オプトニクス精密 栃木県足利市  

半導体分野からスタート
◆今や開発技術はその分野にとどまらない

株式会社オプトニクス精密は、超微細加工技術（フォトエレクト
ロフォーミング）をコア技術として、ナノレベルの超細密機器部
品加工を行う企業。
前職で時計部品の研究開発に従事していた社長の絹田氏が、その
経験や技術をもとに独自の開発した超精密加工技術を応用して、
数々のユニークな製品を生み出している。
特許出願にも積極的で、会社の玄関には国内外で取得した特許登
録証がずらりと並び、「他社には絶対真似できない」と自信を持
つ独自の技術で、国内外からの受注が舞い込む。
元々は、半導体で始まった会社であったが、顧客からの受注をきっ
かけに、自社の技術が半導体以外の分野でも活用できることを知
り、開発領域が広がっていった。
その技術の裏側には、根っからのアイデアマンであり、自身でもこだわりが強いと認める社長の好奇心と
探究心がある。例えば、興味のある講演会に出向き、教授に自分のアイデアを話してみるといったコンタ
クト方法で情報を収集し、共同研究へと進んでいくケースも多く、ドイツのカールスルーエ原子核研究所
と共同研究し開発を行うなどパートナーは国内に限らない。それゆえに、オプトニクス精密の技術は、精
密機械、エレクトロニクス、医療機器、バイオ関連、自動車部品、センサー関連など特定の技術分野に限
定せず多岐に渡っている。
また、これらの技術を支えているのは、超微細加工技術を使い自社で素材からすべて生成できる事にある。
他社との大きな違いは生成方法にあり、他社が鉄鉱石から「還元」により鉄を取り出しているのに対し、『電
解精錬』という方法で金属を生成。『電解精錬でどう素材を作っていくか』のプロセスが技術の根本であり、
この『電解精錬』の技術もまた、社長自らが前職で凹凸の整形の電解精錬に従事し取得したものでありそ
の技術を磨き、現在の技術へと発展させてきた。

◆外国出願補助金を利用し、2つの別分野の特許を外国出願

平成 24 年度、25 年度にそれぞれ特許を外国に出願する際に本補助金を利用。それぞれ米国、欧州、韓国、
中国へ出願した。

『経皮投与装置及び製造方法』の特許は、角層に美容の成分を直接投与させるために、独自の技術を用い、フィ

2 多岐にわたる技術活用
　　　トップが描く未来図

特許

●資本金：1,000万円 ●従業員数：32名 ●設立：1986年4月11日

技術者であり、かつアイデアマンである絹田社長の尽きることのない開発
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株式会社オプトニクス精密
所在地：〒 326-0037 栃木県足利市富士見町 26
事業内容： ナノレベルの超精密・超微細製品の企画、技術開発及び製造販売を行っている。

http://www.optnics.co.jp/

外国出願背景

◆積極的に特許を取得　知財を生かして海外へ進出

現在の知財体制は、社長と元大手企業の知財経験者である担当者、合わせて 2 名。国内には 100 件、外国
へは 30 件の出願を行っている。
実は、創業から 20 年目までは、「会社は大きくする必要はない」との考えもあり、独自の技術は秘匿し、
特許出願は前述の「初代の安全弁」に関するものだけとする方針であった。
しかし、創業 20 周年を節目に、1 社に依存したビジネスリスクの経験を踏まえ、幅広い分野で事業展開
する方向へ転換した。現在では「グローバル化を考えなければ成長はない。オリジナリティのある技術で
あれば、海外でも絶対売り込める」、「知財を生かして海外へ出る。それなくして会社の成長はあり得ない」
という考え。また、「顧客に迷惑をかけないためにも、特許は不可欠なものである」とも考えている。  現在、
ビジネスの方向も医療、美容分野へシフトしつつあり、将来的には医療分野において、自社の技術を活用し、
社会貢献をしていける企業を目指したいとしている。

◆外国出願補助金の利用を振り返って

本補助金は、知財担当者が、（公財）栃木県産業振興セ
ンターから情報を得たことが利用のきっかけである。出
願経費の負担が軽減されたのはありがたかった。小さい
ながらもオリジナリティのある技術を持っている企業
は多く存在するので、このような補助金が、中小企業に
とってアイデアや技術を外国へ売り込むきっかけにな
ることは間違いないと感じている。

ルムにナノレベルの凹凸を付ける事によって、肌に成分を深部まで浸透させることのできる製品（美容シー
ト）を製造する技術である。これによって、従来の針を使う施術が不要となり、何よりも皮膚を痛めるこ
とも消毒することもなく、手軽で確実に皮膚に貼り付けることができる。また、塗布においても成分や薬
剤に制約が無いため、様々なメーカーの美容液等を利用でき汎用性が高い。現在、美容意識が高い韓国の
美容メーカーへサンプルを提供し、好評である。韓国企業との協業の話を進め、韓国経由で日本のメーカー
にも売り込みをかけたいとしている。
一方、『安全弁および電気素子に関する発明』の特許は、自社の所有する「安全弁」の特許技術を更に進歩
させたものである。「安全弁」とはリチウム電池がショートした際に発生するガスを止めるための弁で、一
度開いてしまっても自動復帰できる安全弁である。そのため仮に車が事故を起こして大量なガスが発生し
ても処理ができ、大きな事故の場合でも復帰が可能である。これまでの安全弁でも「事故率が 0」であり、
その性能や品質は高く評価されており、今回の新しい安全弁の注目は高い。
いずれの特許に関わる製品化については未完成の部分も多く、本格的な事業計画はこれから。同社の技術
に関心を示す企業も多いなか、技術やノウハウを売るのか、ライセンス契約にするのかをその都度判断し
ていきたいとしている。



8

外国出願による事業効果

外国出願背景

事業内容

3
特許

株式会社デュエル
所在地：〒 812-0024　福岡県福岡市博多区綱場町 1 番 1 号 福岡第一生命館７F
事業内容：「DUEL」、「YO-ZURI」の 2 大ブランドで開発から生産販売までを一貫して手がけ、世界各国に展開する総合釣具メーカー。

URL：http://www.duel.co.jp/

斬新な「発想力」で価値ある商品を創出する
模倣品対策事例「ルアー」

株式会社デュエル 福岡県福岡市

知財を武器に、世界で展開する総合釣具メーカー

「特許権」と「商標権」で権利を守り模倣品対策
日本製品は市場価値が高く模倣されやすいため、「特許権」と「商標権」の取得で権利を守る事により、模倣
品に対する抑止力を持たせることが重要である。  同時に模倣品を発見してすぐに警告状を出すなど、すぐに
模倣品を排除できることも大きなメリットである。  特に中国においては模倣品業者が多く、ここ半年で少な
くとも２，３社確認した。デュエルの場合、各国の販売代理店が、管轄するマーケットの模倣品を監視する体
制を持っており、世界各国の侵害情報を本社に集約している。模倣品にきちんと対処していくことで、販売
代理店との信頼関係にもつながり、海外において売上、マーケットの維持を図ることができている。
また、特許権の取得が商品の付加価値を高めている点も、外国出願の大きなメリットのひとつである。  価
格は高くても、そのブランド力や特許で高品質な商品であるという説得力が増した。これらの面において、
特許権が事業面に与えたメリットは非常に大きい。

●資本金：5,000万円 ●従業員数：148名 ●設立：44年目

株式会社デュエルは、「DUEL」、「YO-ZURI」の二つのブランドを世界各
国で展開する総合釣具メーカーである。週１回の開発会議で社長自らアイ
デアを出すなど、常に斬新な商品開発を行っている。

知財を積極的に活用し、商品に付加価値を
デュエルは創業時から知的財産の保護に取り組み、平成 24 年度に商標活用優良企業として「知財功労賞」
を受賞するなど積極的に知財を活用している企業である。26 年度には知財担当者を２名に増強し、知財管
理部を新設するなど、より一層知財保護に力を入れており、欧米を中心に外国出願も 100 件以上ある。
本補助金は「知財総合支援窓口」での情報提供がきっかけ。社内体制が整った 25 年に本補助金を初めて
利用し「ルアー」の特許で米国、欧州、中国、豪州に外国出願した。26 年の米国に続き、27 年に欧州と
中国と日本でも特許査定を受けた。また各国ですでに販売も行っている。現在の海外のマーケットは米国、
欧州が主力でありアジア圏はまだこれからというところであるが、近年、模倣品の見た目やパッケージの
作りも巧妙になっており真贋がつきにくく、より強固な模倣品侵害対策が課題でもあると感じている。
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外国出願による事業効果

事業内容

外国出願背景

4
商標

朝日酒造株式会社
所在地：〒 949-5494　新潟県長岡市朝日 880-1
事業内容：天保元年に「久保田屋」の屋号で創業した新潟を代表する酒造メーカー。生産量は新潟でトップを誇る。 

URL：http://www.asahi-shuzo.co.jp/

●資本金：1億8,000万円 ●従業員数：182名 ●設立：1920年（創業1830年）

地域とともに生きる酒蔵、酒造りの正道を歩んで

日本食ブームを追い風に外国出願を積極化

冒認対策事例「朝日山・久保田」

朝日酒造株式会社 新潟県長岡市

お酒を嗜まない人にも高い認知度を誇る新潟の銘酒「久保田」の蔵元である朝日酒造。
広告宣伝に頼らない、販売店を限定した独自の「久保田方式」の限定販売戦略を駆使し、酒造り
も品質第一に、地元新潟の水を使い、酒米も自社栽培するなどの研鑽をかさね、日本酒ファンに
垂涎の稀少ブランドを世に送り出す、古くも新しい酒造メーカーである。

外国出願補助金を利用してメインブランド「朝日山」「久保田」を外国出願
社内の知財体制は、外国商標を「海外担当者」、国内商標を「商品企画担当者」の 2 名で担当している。中
でも外国商標は、色々なバリエーションでの出願が必要で圧倒的に出願数が多いこともあり、地元新潟の
弁理士と密に相談しアドバイスを受けながら取り組んでいる。
この弁理士からの紹介を受け、平成 25、26 年度に本補助金を活用し、メインブランドである「久保田」、

「朝日山」など６件の商標を豪州、ニュージーランド、ロシア、タイ、メキシコ、モナコ、ノルウェイ、ト
ルコの 8 カ国に出願した。基本的には商社・現地販社を通じ販売している。
海外への出荷は、ある程度伸びていたが、以前は外国への商標出願に対してあまり積極的ではなかった。そ
れは、十分な販売量が見込めるかどうか分からない商品の商標について、外国出願するには費用のリスクが
大きいためであり、ある程度の出荷量が見込めるようになってから後追する形で出願していたからである。
しかし、世界的な日本食ブームを追い風に、日本酒人気も広がっており、海外での販売量が拡大することを前
提に、先行して商標を出願ししっかりと営業活動できる土壌を固めた上で出荷するという方針にシフトした。 
これにより、製造元である当社はもとより、販売協力会社である海外の商社や現地販売店なども本気で販
売に取り組めるようになった。  現在、海外 25 カ国に出荷をし、全体の売り上げの４％が海外市場であるが、
将来的に販路も整え 10％まで延ばしてきたいとしている。

冒認対策も含め積極的に海外へ商標を出願していく
「商標権」は「特許権」や「実用新案権」と違い、更新により半永久的に使用できるため、他社に先に取
得されてしまった場合、重要な商標であるのに永遠に使えないリスクがある。  そのため取得できる商標は、
現状では取り扱いが少なくても、冒認対策も含めて積極的に出願していく姿勢である。商標を取得してお
けばいつでも海外市場に参入でき、本補助金を使うことで外国出願費用を抑えて、前向きに外国で商標を
取得できることは安心感がある。
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外国出願による事業効果

外国出願背景

事業内容

5
意匠

天藤製薬株式会社
所在地：本社 〒 620-0932　京都府福知山市笹尾町 995 番地
事業内容：大正 10 年 10 月に創業した製薬業の老舗。同社の主力製品である「ボラギノール」は同市場でトップクラスのシェアを確保し、

当製品を軸に各種痔疾治療薬を展開している。
URL：http：//www.amato.co.jp/

外国出願補助金を利用し初めて外国へ意匠を出願
平成 26 年度に「痔疾用薬を充填するチューブの意匠」で、台湾、中国、香港へ本補
助金を利用して意匠出願（秘密意匠）した。知的財産権については様々保持してい
るが、現在、国内外で主に活用しているのは商標であり、「ボラギノール」の知名度
が向上するにともない、商標権を取得することにより権利を保護してきた。  外国へ
意匠出願したのは今回が初めて。今回出願した意匠は、坐剤を注入する容器の形状に特徴をもち、持ち方か
ら注入の仕方までを考慮した人間工学的に基づいたデザインで、形状も意匠権として保護することができた。
既に台湾では本意匠の商品「保能痔」の販売を開始し、台湾ユーザーを意識したユニークな CM を放送する
など、過去最高の売り上げを記録している。中国と香港への出願は、冒認対策が目的である。

補助金を申請するにあたり、改めて事業計画を冷静に評価でき、自社の事業を客観視する機会になった。「（公
財）京都産業 21」からも別の支援策の紹介を受けることができ、社内での知財に関する意識向上につながっ
ている。
症状に自覚のない人も含め、人類の二人に一人は「痔疾病」であるとされ、その市場ははかりしれない。創
業以来長きにわたる販売のパートナーである武田薬品工業とともに、海外へも販路拡大を広げて行きたいと
考えている。

天藤製薬株式会社は、日本で初めて痔疾用薬を販売した「ボラギノール」の創薬会社。販路は「武田薬品工業」
が担い、認知度、販売実績とも痔疾用薬 NO1 の実績を持つ企業である。

「ボラギノール」を支える知的財産担当の地道な取り組み
社内の知財体制は、事業開発本部の 2 名が担当。弁理士の専門的なアドバイスを受けながら、日常から知
財総合支援窓口の利用や特許セミナーへの参加、知財に関するメールマガジンの購読など積極的に知財に
関する情報を収集し、社内に情報共有を行っている。また近畿経済産業局特許室主催の「近畿知財塾」の
第 4 期に入塾するなど知財への意識が高く、経営にも生かされている。

「信頼」と「絆」で世界と繋がる
デザイン戦略で世界に勝つ

日本では高い知名度を誇るボラギノール
「意匠権」と「商標権」を組み合わせて海外での権利保護に努める

●資本金：9,600万円 ●従業員数：185名 ●設立：94年目

意匠「痔疾用薬を充填するためのチューブの形状」

天藤製薬株式会社 京都府福知山市
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外国出願背景

	

6
特許
実用新案

SHIKIEN 株式会社
所在地：〒 956-0057 新潟県新潟市秋葉区新津四ツ興野 1735
事業内容：口臭をケアするための舌ブラシの開発・販売を手掛ける。

URL：http://w-1-shikien.co.jp/

様々な知財でビジネスを守り
「痛くない舌ブラシ」を世界へ

平成 27年度実施機関　都道府県支援センター 一覧

海外で特許を確保しつつ、世界に進出

SHIKIEN 株式会社は、口腔内掃除具「舌ブラシ」の製造販売を手がけるメーカー。
平成 21 年に新潟県の「健康ビジネスモデル事業」の採択を受けたことをきっ
かけに「（公財）にいがた産業創造機構」の紹介で本補助金を知り、平成 23 年
に有限会社四季園として補助金を利用した。その後、舌ブラシ事業部を独立さ
せ、SHIKIEN 株式会社を設立。平成 25 年に「口腔内掃除具の特許・実用新案」、

「商品の商標 W-１」を米国、欧州、中国、台湾、韓国に出願した。
国内では、専門医への販売ルートもでき、順調に売り上げが伸びてきているが、
有力なターゲットはオーラルケアに関心が高い欧米諸国。海外展開のパート
ナー探しが課題である。権利を保護した上で海外進出したいと考えており、進
出先の国で特許は必ず取得したいという思いは強い。アジア圏への出願は模倣
や冒認対策が目的である。本補助金のおかげで複数国への出願が可能となり、
費用面の負担軽減につながり非常にありがたいと感じている。

●資本金：1,250万円 ●従業員数：4名 ●設立：2011年3月

特許出願事例「口腔内掃除具 W-１」

SHIKIEN株式会社 新潟県新潟市

北海道	（公財）北海道中小企業総合支援センター	 011-232-2403

青森県	（公財）	21 あおもり産業総合支援センター	 017-777-4066

岩手県	（公財）いわて産業振興センター	 019-631-3824

宮城県	（公財）みやぎ産業振興機構	 022-225-6638

秋田県	（公財）あきた企業活性化センター	 018-860-5614

山形県	（公財）山形県企業振興公社	 023-647-0664

福島県	 （公財）福島県産業振興センター　技術支援部（テクノ・コム）	 024-959-1929

茨城県	（公財）茨城県中小企業振興公社	 029-224-5412

栃木県	（公財）栃木県産業振興センター	 028-670-2617

群馬県	（公財）群馬県産業支援機構	 027-255-6503

埼玉県	（公財）埼玉県産業振興公社	 048-621-7050

神奈川県	（公財）神奈川産業振興センター	 045-633-5203

横浜市	（公財）横浜企業経営支援財団	 045-225-3733

川崎市	（公財）川崎市産業振興財団	 044-548-4150

新潟県	（公財）にいがた産業創造機構	 025-246-0056

長野県	（公財）長野県中小企業振興センター	 026-227-5028

山梨県	（公財）やまなし産業支援機構	 055-243-1888

愛知県	（公財）あいち産業振興機構	 052-715-3074

岐阜県	（公財）岐阜県産業経済振興センター	 058-277-1092

三重県	（公財）三重県産業支援センター	 059-228-3171

富山県	（公財）富山県新世紀産業機構	 076-444-5606

石川県	（公財）石川県産業創出支援機構	 076-267-6291

福井県	（公財）ふくい産業支援センター	 0776-55-1555

滋賀県	（公財）滋賀県産業支援プラザ	 077-511-1413

京都府	（公財）京都産業 21	 075-315-9425

京都市	（公財）京都高度技術研究所	 075-366-5222

大阪府	（公財）大阪産業振興機構	 06-6748-1144

兵庫県	 （公財）ひょうご産業活性化センター	ひょうご海外ビジネスセンター	078-271-8402
奈良県	（公財）奈良県地域産業振興センター	 0742-36-8312

和歌山県	（公財）わかやま産業振興財団	 073-432-5122

鳥取県	（公財）鳥取県産業振興機構	 0857-52-6722

島根県	（公財）しまね産業振興財団	 0852-60-5112

広島県	（公財）ひろしま産業振興機構	 082-240-7718

山口県	（公財）やまぐち産業振興財団	 083-922-9927

徳島県	（公財）とくしま産業振興機構	 088-669-4757

香川県	（公財）かがわ産業支援財団	 087-840-0391

愛媛県	（公財）えひめ産業振興財団	 089-960-1100

高知県	（公財）高知県産業振興センター	 088-845-6600

福岡県	（公財）福岡県中小企業振興センター	 092-622-0035

佐賀県	（公財）佐賀県地域産業支援センター	 0952-30-8191

熊本県	（公財）くまもと産業支援財団	 096-289-2438

宮崎県	（公財）宮崎県産業振興機構		 0985-74-3850

鹿児島県	（公財）かごしま産業支援センター	 099-219-1272



Q＆A
Q1
補助金の申請はどこで受け付けていますか？

A1
地域実施機関の都道府県等中小企業支援センターと、全国実施機関の（独）日本貿易振興機
構（ジェトロ）の2ルートがあります。　詳しくは下記お問い合わせ先をご参照ください。

Q2
いつ公募をしていますか？

A2
公募は各実施機関によって異なりますが、例年5～7月に実施する期間が多くなっております。
詳細は実施機関に直接お問い合わせください。

Q3
地域実施機関のセンターと全国実施機関のジェトロの両方に申請すること
は可能ですか？

A3
両方に申請することは可能です。しかしながら、同一案件の申請については、センターか、ジェト
ロのいずれか一方しか補助金を受け取ることができません。権種や基礎出願が異なる案件につ
いては、上限３００万円までの範囲で、センター、ジェトロから補助金を受けることも可能です。

お問い合わせ先
●補助金の公募期間、申請に関すること
　【地域実施機関】
　各都道府県等中小企業支援センター
　11ページまたは、下記URLをご参照ください。
　http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm

　【全国実施機関】
　独立行政法人日本貿易振興機構
　知的財産課　外国出願デスク
　電話：03-3582-5642
　E-mail：SHUTSUGANDESK＠jetro.go.jp

●制度に関すること
　特許庁普及支援課　支援企画班
　電話：03-3581-1101 内線2145

本冊子は、グリーン購入法に基づく判断基準を満たす紙を使用しており、
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