
  
  

ＰＰＣＣＴＴ国国際際出出願願関関係係書書類類のの提提出出先先、、各各種種おお問問合合せせ先先 

 
 
【【PPCCTT 国国際際出出願願関関係係書書類類のの提提出出先先（（特特許許庁庁受受理理官官庁庁））】】  
 〒１００－８９１５ 
 東京都千代田区霞が関三丁目４番３号 
 特許庁 国際出願室 受理官庁 
 
 
【【PPCCTT 国国際際出出願願のの国国際際段段階階のの手手続続にに関関すするるおお問問合合せせ先先】】  

特許庁 国際出願室 受理官庁 
受付時間：開庁日の 9:00～17:30 
電話： 03-3581-1101 内線 2643 
FAX： 03-3501-0659 
Email：PA1A31@jpo.go.jp 

 
 
【【イインンタターーネネッットト出出願願ソソフフトトのの操操作作方方法法、、仕仕様様、、障障害害ななどどのの技技術術的的ななおお問問合合せせ先先】】  

電子出願ソフトサポートセンター 
受付時間：開庁日の 9:00～18:15 
（ただし、インターネット出願ソフトの新バージョンリリース後５日間は 
 開庁日の 9:00～19:00） 
電話： 03-5744-8534（東京） 
 06-6946-5070（大阪） 
FAX： 03-3582-0510 

 電子出願ソフトサポートサイト： http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/ 
 
 
【【電電子子出出願願デデーータタのの着着信信状状況況のの確確認認にに関関すするるおお問問合合せせ先先】】  

特許庁ホットライン(24 時間 365 日) 
電話：03-3580-5002 
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