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公的団体
研究への助成金事業を行っています。
助成の可否を決める際の参考資料が欲しいのですが…

応募案件である各研究課題について、
特許面の情報として、国内外の特許、
論文を対象に先行技術調査を実施。

ソフトウェア系メーカー
自社製品が他社特許を侵害していないか不安です…

先行特許を調査し、
自社製品との関連度を整理。
専門分野のマッチする審査官ＯＢ弁理士を紹介し対応策の指導・アドバイスを実施。

公的研究機関（物理系）
独自の手法を開発中です。
競合他社の技術開発状況を把握しておきたいのですが…

マニュアル調査により約200文献の特許マップを作成。
各文献の課題・解決手段を細かく抽出し、
自らの手法に近い競合技術を明確化。
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電気器具系メーカー
研究開発助成を受けて新規参入を目指す研究開発を行っています。
先行他社特許を避けて新技術を生み出したいのですが、どうしたらよいでしょうか…

広範囲（約3,500件）
の他社特許を特許マップソフトを用いて整理。
その中から研究開発のキーになる部分を抽出し、
さらにマニュアル調査にて詳細に分析し、特にポイントとなる特許を炙り出し。

半導体系メーカー
社員への知財教育を効率的に行いたいのですが…

社員にとって最も身近な存在である自社の出願特許（審査済み）
を事例として
取り上げたカリキュラムを企画し、
出前形式で研修を実施。

発明推進協会には答えが
発明推進協会
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ワンストップ

あります。

検索

建築系施工業者
あるアイデアを権利化したいのですが、弁理士さんへお任せではなく、
自分たちも理解・納得しながら慎重に進めていきたいと思っています…

アイデアシートから技術の構成要件をピックアップ。
これをベースに先行技術調査を行い結果をご報告。
本分野を専門とする弁理士を紹介し、
権利化に向けて総合的サポートを実施。併せて特許制度等についてもご説明。

金融機関との連携（発明推進協会及び各地域の発明協会）
地域経済の活性化に資するため、
中小・ベンチャー企業等を積極的に支援する連携を進めています…

現在までに40金融機関と
「包括的連携・協力に関する協定」
を
結び講習会・セミナー等を実施。
中小・ベンチャー企業に対する個別相談を実施。
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発明推進協会では、知的財産の創造・保護・活用の様々な段階で
ご利用いただけるサービスを、ワンストップで提供しています。

個別相談に対する
アドバイス・コンサルティング

ご相談・お申込み

先行技術調査 ( 総合型・簡易型 )

ႆଢਖ਼ᡶң˟

知的財産ユーザー

パテントマップ作成

オーダーメイド研修
出前セミナー

専門家のご紹介・派遣

サービスの
ご提供

明細書翻訳

金融機関との連携による各種サービス
※本サービスは、主に、
中小・ベンチャー企業、公的研究機関・試験場、金融機関、大学等を対象としておりますので、
お申込いただいてもお断りさせていただく場合がございます。
また、
本サービスと同様のサービスを実施している企業・団体等からの
お申込についてもお断りさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
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本サービス提供のため、
高度な専門人材を多数確保しています。

特許審査用調査
経験者等の調査員

大学教官
（知的財産法・産学官連携）
約20名

約20名

中小企業支援に
経験豊富な弁理士

特許技術翻訳者
（ネイティブ含む）
約20名

約20名

特許庁審査・
審判官経験者

特許流通
アドバイザー
経験者

約30名

約30名

コンサルタント等の
技術経営の専門家
約10名

侵害・模倣被害
アドバイザー
経験者
約10名

●一般社団法人発明推進協会について
発明推進協会は、1904年(明治37年) 5月5日に、工業所有権の発達及びその保護の完全を図ることを目
的に「工業所有権保護協会」
として創立されました。
その後改組・改称により、1910年（明治43年）に
「帝国発明協会」、1947年（昭和22年）に「発明協会」、2012年（平成24年）に「発明推進協会」
となりました。公益社団法人である新しい発明協会と、46道府県の各発明協会とのネットワークを
活用して、知的財産権制度の普及啓発及び知的財産権の利用促進、発明の奨励、青少年等の創造性
開発育成等の諸事業を推進していきます。
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知的財産コンサルティング
知的財産コンサルティングサービスは、
お客様の疑問・不安等をお聞か
せいただきながら、最適な調査実施、最適な専門家のアドバイス等のご
提案をさせていただくサービスです。内容・費用等、個別にご相談させ
ていただきます。

サービス提供前に
無料でご相談いただけます。

総合型先行技術調査
簡易型先行技術調査

その他、調査仕様のカスタマイズも
個別にご相談いただけます。

先行技術調査サービスは、
お客様の発明と同じような技術が各種文献にて既に公開されていない
かを調査するサービスです。
ご提出いただいた資料に基づき専門の調査員が調査し、
レポートを作
成いたします。
特許出願や審査請求、国際出願等の判断や特許の技術的評価等にご利用ください。
簡易型先行技術調査

総合型先行技術調査
■使用データベース
PATOLIS、
USPTO、
esp@cenet、JDreamII等
■価格
調査範囲に応じて15〜35万円程度
■特長
調査対象を構成要件に細分化し、抽出文献と対比いたし
ます。
また、各種ご判断の参考となる総合評価やコメント
（納期はお申込みから約３週間となります。）
を提示いたします。

■使用データベース
PATOLIS等
■価格
4.5万円
■特長
調査対象に関連すると思われる文献のリストを提
（納期はお申込みから2〜３週間となります。）
示いたします。

パテントマップの作成
特許マップ作成サービスは、ある特許情報グループについて様々な角度で分析・
加工・体系化を行い、傾向や関連性などを可視化した『特許マップ』
を提供する
サービスです。
内容・費用等、
個別にご相談させていただきます。
（簡易特許マップの作成サービスもご提供しておりますのでご相談ください。）

調査費用100〜200万円程度、
調査対象文献数100〜300件程度の
規模でのご依頼を多く頂いております。
（簡易特許マップは12.6万円〜）
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オーダーメイド研修
オーダーメイド研修サービスは、
お客様とご相談させていただきながら、
お客様専用にカスタマイズした研修カリキュラムをご提案・実施するサー
ビスです。発明推進協会は長年に渡り、初心者向けからエンジニア向け、
知的財産の専門家向け等まで、多数の講座・研修を実施しており、
こうし
て蓄積しているノウハウをベースに、最適な講座・研修をアレンジいたし
ます。内容・費用等、個別にご相談させていただきます。

御社内での研修実施等、
『出前』
でのご提供が可能です。

専門家の紹介・派遣
専門家の紹介・派遣サービスは、お客様が必要とされている専門的課題に関し
て、発明推進協会のネットワークを生かして最適な専門家を紹介・派遣するこ
とで解決を図っていくサービスです。パテントマップや先行技術調査等の各
種調査に基づいた専門家の紹介・派遣や、調査結果に関しての専門家から
のアドバイス等、調査サービスと組み合わせた形にも対応しております。
内容・費用等、個別にご相談させていただきます。

専門人材探しを省力化できます。

他サービスと組み合わせた
ご利用も効果的です。

明細書翻訳
明細書翻訳サービスは、例えば国際出願において需要の
高い『日→英』の特許明細書の翻訳に関して、当協会
の特許技術翻訳者による翻訳サービスを提供するもの
です。
内容・費用等、個別にご相談させていただきます。

金融機関との連携

お問い合わせ
下さい！

発明推進協会や各地域の発明協会は、約40の金融機関と
「包括的連携・協力に関する協定」を結び、連携を進めています。

6

発明推進協会と連携している各地域の発明協会 お問い合わせ先
地域
北海道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神奈川
長 野
山 梨
静 岡
新 潟
愛 知
岐 阜
三 重
富 山
石 川
福 井
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和歌山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿児島
沖 縄

ＴＥＬ
011-747-7481
017-762-7351
019-634-0684
022-779-6255
018-857-0196
023-644-3316
024-959-3351
029-224-5317
028-670-1820
027-287-4500
048-711-7913
043-290-7071
03-3502-5422
045-633-5055
026-228-5559
055-243-6145
054-254-7575
025-242-1175
052-223-5643
058-370-8851
059-222-5505
0766-27-1150
076-267-5996
0776-55-1195
077-558-4040
075-315-8686
06-4792-7601
078-731-5847
0742-34-6115
073-432-0087
0857-52-6728
0852-60-5146
086-286-9656
082-241-3940
083-922-9927
088-669-4766
087-867-9332
089-960-1103
088-845-7664
092-409-5480
0952-30-8252
0957-52-1144
096-360-3291
097-596-7121
0985-74-0900
099-295-0171
098-859-2810

FAX
011-747-8253
017-762-7352
019-631-1010
022-779-6277
018-857-0196
023-644-3303
024-963-0264
029-227-2586
028-667-9436
027-287-4501
048-857-3921
043-207-1171
03-3504-1480
045-633-5054
026-228-2958
055-243-1885
054-254-7663
025-242-1144
052-221-7964
058-379-0508
059-222-5504
0766-25-0923
076-267-8997
0776-55-1197
077-558-3887
075-321-8374
06-4792-7621
078-731-6248
0742-34-6215
073-422-3750
0857-52-6674
0852-60-5148
086-286-9678
082-241-4088
083-921-2013
088-636-3575
087-867-9365
089-960-1106
088-845-7665
092-409-5485
0952-30-8252
0957-52-1145
096-360-3291
097-594-0211
0985-74-3816
099-295-0172
098-859-2811

〒
060-0807
030-8570
020-0857
981-3206
011-0909
990-2473
963-0215
310-0801
321-3226
379-2147
338-0001
263-0016
105-0001
231-0015
380-0928
400-0055
420-0853
950-0915
460-8422
509-0109
514-0004
933-0981
920-8203
910-0102
520-3004
600-8813
530-0043
654-0037
630-8031
640-8033
689-1112
690-0816
701-1221
730-0052
753-0077
770-8021
761-0301
791-1101
781-5101
812-0046
849-0932
856-0026
862-0901
870-1117
880-0303
892-0821
901-0152

所在地
札幌市北区北7条西4丁目1番地2 KDX札幌ビル5階
青森市長島一丁目1番1号 県庁北棟1階
盛岡市北飯岡2丁目4番25号 (地独)岩手県工業技術センター2階
仙台市泉区明通2-2 宮城県産業技術総合センター内
秋田市寺内児桜1-4-17
山形市松栄二丁目2番1号 山形県高度技術研究開発センター内
郡山市待池台1-12 福島県ハイテクプラザ内
水戸市桜川2-2-35 茨城県産業会館9階 いばらき中小企業グローバル推進機構内
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
千葉市稲毛区天台6-13-1 千葉県産業支援技術研究所天台庁舎内
東京都港区虎ノ門3-1-1 虎の門三丁目ビルディング内
横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル11階
長野市若里1-18-1 長野県工業技術総合センター内3階
甲府市大津町2192-8 アイメッセ3階
静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館1階
新潟市中央区鐙西1-11-1 新潟県工業技術総合研究所内
名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所5階
各務原市テクノプラザ1丁目1番 テクノプラザ内
津市栄町一丁目８９１ 三重県合同ビル５Ｆ （公財）三重県産業支援センター内
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内
金沢市鞍月2-20 石川県地場産業振興センター（新館1階）
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内
栗東市上砥山232 滋賀県工業技術総合センター別館内
京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク内 京都府産業支援センター2階
大阪府大阪市北区天満2丁目7番22号 コム関西ビル3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
和歌山市本町2丁目1番地 フォルテワジマ6階
鳥取市若葉台南7-5-1 鳥取県産業振興機構内
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 発明会館内
山口市熊野町1-10 ＮＰＹビル10階
徳島市雑賀町西開11-2 徳島県立工業技術センター内
高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル2階 （公財）かがわ産業支援財団内

松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛内
高知市布師田3992-3 高知県工業技術センター内
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10階
佐賀市鍋島町大字八戸溝114 佐賀県工業技術センター内
大村市池田2-1303-8 長崎県工業技術センター内
熊本市東区東町3-11-38 熊本県産業技術センター 電子機械分館3階
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内
鹿児島県鹿児島市名山町9-1 鹿児島県産業会館中2階
沖縄県那覇市字小禄１８３１番地１ 沖縄産業支援センター３１７号

