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発行責任：独立行政法人工業所有権情報・研修館　〒105-6008　東京都港区虎ノ門4-3-1　城山トラストタワー8階 

ご案内時間帯：平日8:30～17:30　※各窓口により異なる場合があります

※ 各窓口ともに土曜、日曜、祝日及び年末年始は休業日になります。（営業日の詳細については各窓口にお問い合せください。）
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」

「全国共通ナビダイヤル 0570-082100」にお電話いただくと、自動的にお近くの窓口におつなぎいたします。

INPIT知財総合支援窓口一覧INPIT知財総合支援窓口一覧

札幌市北区北7条西4-1-2 KDX札幌ビル5階 
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
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
仙台市青葉区中央3-4-12 仙台SSスチールビルⅡ4階
秋田市山王3-1-1 秋田県庁第二庁舎2階 
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
郡山市待池台1-12 福島県ハイテクプラザ2階
水戸市桜川2-2-35 茨城県産業会館12階
宇都宮市ゆいの杜1-5-40 とちぎ産業創造プラザ内
前橋市亀里町884-1 群馬県産業技術センター内
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
千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル 7階

港区虎ノ門3-1-1 虎ノ門三丁目ビルディング1階

横浜市西区南幸2-19-4 南幸折目ビル9階902号室
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
長岡市千秋2-2788-1 千秋が原ビル2階
甲府市大津町2192-8 アイメッセ山梨3階
長野市若里1-18-1 長野県工業技術総合センター3階
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
静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館1階
沼津市大手町1-1-3 沼津商連ビル3階
浜松市中区東伊場2-7-1 浜松商工会議所会館8階 (公財)浜松地域イノベーション推進機構内
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
富山市高田527 富山県総合情報センター情報ビル2階
金沢市鞍月2-20  石川県地場産業振興センター新館1階
岐阜市神田町6-12 シグザ神田5階
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
津市栄町2-209 セキゴン第2ビル2階C室
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
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
大阪市北区茶屋町1-27 ABC-MART梅田ビル4階
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
神戸市中央区港島中町6-1 神戸商工会議所会館4階
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
奈良市柏木町129-1 奈良県産業振興総合センター2階
和歌山市九番丁15 九番丁MGビル5階
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
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
松江市北陵町1 テクノアークしまね1階
岡山市北区芳賀5301 テクノサポート岡山3階
広島市中区千田町3-13-11 広島発明会館
山口市吉敷下東3-4-7 リアライズⅢ1階
徳島市雑賀町西開11-2 徳島県立工業技術センター2階
高松市寿町2-4-20 高松センタービル4階
松山市湊町3-4-6 松山銀天街Get!5階
高知市布師田3992-3 高知県工業技術センター4階
福岡市中央区天神4-4-11天神ショッパーズ福岡 8階
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
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
佐賀市鍋島町八戸溝114 佐賀県地域産業支援センター内
大村市池田2-1303-8 長崎県工業技術センター内
熊本市中央区水道町7-16 富士水道町ビル204
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
鹿児島市名山町9-1 鹿児島県産業会館中2階
那覇市安里2-9-10 丸姫産業第2ビル2階

011-747-8256
017-762-7351
019-634-0684
022-748-6225
018-860-5614
023-647-8130
024-963-0242
029-224-5339
028-670-2617
027-290-3070
048-621-7050
043-305-5724
03-6424-5081
03-6273-3332
045-620-4062
025-211-3722
0258-86-5064
055-243-1888
026-228-5559
0266-23-4170
054-251-6000
055-963-1055
053-489-8111
0766-25-7259
076-432-1119
076-267-5918
058-213-0372
052-753-7635
059-271-5730
0776-55-2100
077-558-3443
075-708-7030

06-6136-3072

078-306-6808
078-731-5847
0742-35-6020
073-499-5740
0857-52-5894
0859-36-8300
0852-60-5145
086-286-9711
082-247-2562
083-995-2223
088-669-0158
087-802-4456
089-993-7360
088-854-8876
092-401-0761
092-622-0035
093-873-1432
0952-30-8191
0957-46-6230
096-327-9975
097-596-6171
0985-74-3956
099-295-0270
098-916-0002
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全国47都道府県に設置された
お近くの窓口におつなぎいたします

知財支援は INPIT知財支援は INPIT
INPIT は御社の知的財産活用を無料でお手伝いする公的機関ですINPIT は御社の知的財産活用を無料でお手伝いする公的機関です

INPIT 知財総合支援窓口INPIT 知財総合支援窓口
中堅・中小・ベンチャー企業の皆さんへ

まずはお電話ください！

0570-082100

ひとつでも当てはまる方は、ぜひご相談ください！

商品名やデザインを考えたけど、
この後どうすればいいの？

開発中の技術を権利化すべき？
ノウハウとすべき？

新製品開発や製品改良のために
他人の技術内容をヒントにしたい！

自社の技術情報を漏れないようにしたい！

他社との共同研究を予定しているが、
どういうことに気をつければいいの？

海外展開を予定しているけど、
どんな点に注意が必要なの？

Check!

都道府県 設置場所 電話番号
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INPIT
知財総合支援窓口

INPIT知財総合支援窓口とは…
中堅・中小・ベンチャー企業が抱える経営課題や、アイデア段
階から事業展開までの知的財産に関する課題や相談を、ワンス
トップで受け付ける相談窓口です。全国47都道府県に設置して
います。

経験豊富な企業ＯＢ等の窓口支援担当者が、まずは
お話を通じて「経営」と「知的財産」の課題を把握します。
　　　　　　　　　　　 ⬇
事業・知財戦略の策定助言や、それらの戦略に合った
知財活動のソリューションを無料でご提案します。

会社の課題を見つける相談内容から、専門性を必要とする相談内容まで、
専門家が窓口担当者と協働してアドバイスをします。

主な連携機関
●商工会・商工会議所
●中小企業支援センター
●中小機構
●JETRO
●日本規格協会

INPITの専門窓口
●産業財産権相談窓口
●営業秘密・知財戦略相談窓口
●海外展開知財支援窓口
●関西知財戦略支援専門窓口（大阪）

（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）の知財
活用支援センターは、INPIT知財総合支援窓
口の他に上記の4つの窓口による網羅的な
支援を提供しています。

海外展開 資金相談

補助金販路開拓

技術相談 地理的表示

標準化 デザイン・ブランド

●地方農政局等
●自治体
●公設試
●大学・研究機関
●金融機関
　　　　　　　等

連携する支援窓口

●よろず支援拠点（中小企業の経営相談窓口）

商品やサービスの開発について、ブランド育成や販
売戦略をコンセプト作りから支援

ブランド専門家

中小企業診断士

警告を受けた場合の支援や契約案件での法的なアド
バイス・自社商標の侵害に対する対応策をアドバイス

弁護士（月1回以上は窓口にも配置）
海外企業との契約や海外展開に関する問題点に
ついての解決策をアドバイス

海外知財専門家

職務発明規程や営業秘密管理規程の意義について
説明を行い、これらの規程策定についてアドバイス

職務発明規程/営業秘密管理規程対応専門家

弁理士（週1回以上は窓口にも配置）
出願手続や拒絶理由通知への対応の支援
オープンクローズ戦略についてアドバイス

販路開拓や資金調達、事業展開について
アドバイス

デザイナー
商品デザイン開発について、市場・ユーザー・生産・コ
スト等の視点から多面的にアドバイス

ペダル無しの幼児向け二輪車を開発されており、海外からのオファーがあり対応の相談に
来られました。海外展開知財支援窓口の専門家によるリスク管理・海外展開のアドバイス、
外国出願補助金の活用、専門家（弁護士）による契約書作成支援を行い、海外展開を拡充し
ました。

白きくらげのハウス栽培をされており、商標出願の相談がきっかけであったが、支援過程で
栽培方法などに重要なノウハウを保有していることを認識され、営業秘密管理規程や秘密
保持契約の重要性を認識し、規程を策定されました。

同社のメイン商品である一番摘み海苔を進物用として展開するためにデザインを専門家（デ
ザイナー）を派遣してアドバイスを行い、高級感のある製品に仕上げました。また、加工段階
で発生する材料を利用した製品のネーミングを工夫して、新製品として仕上げました。

窓口の支援担当者が相談内容に応じてアドバイス！

各分野の専門家が、訪問や窓口で無料アドバイス！

その１

海外展開支援事例１

営業秘密支援事例2

デザイン・ブランド支援事例3

支援事例をHPで紹介中 !! 知財ポータル

利用者の声もたくさん！

その２

訪問による支援も
実施します！

（ご利用者様アンケート調査（2019年4月～2020年2月）結果より）

知財総合支援窓口の総合的な満足度調査結果

満足度満足度
99.4%99.4%


