
活 用 可 能 制 度ⅠX

知 的 財 産 活 動 に 関 す る資 料 X

制度名称
・

支援機関
・

連絡先
・

HPアドレス

【該当する事業例】
 ・  イノベーション推進事業
　  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構技術開発推進部
　  イノベーション実用化推進グループ
     TEL：044-520-5173
　  http://www.nedo.go.jp/activities/CA_00019.html　
 ・  食文化活用・創造事業（地域段階）
　  農林水産省食料産業局事業創出課
  　TEL：03-6738-6442
　  http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_syoku/index.html
 ・  新連携対策事業
 ・  農商工等連携対策支援事業
 ・  地域資源活用新事業展開支援事業
　  (独)中小企業基盤整備機構中国支部経営支援部 連携推進課
     TEL：082-502-6689　
　  http://www.chugoku.meti.go.jp/policy/seisaku/p1.html

 ・  JAPANブランド育成支援事業
　  中国経済産業局産業部中小企業課中小企業新事業担当
  　TEL：082-224-5658
 ・  ものづくり事業化応援補助金(支援地域：鳥取県）
　  鳥取県商工労働部産業振興総室産学金官連携室
　  TEL：0857-26-7242
　  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99773
 ・  経営革新支援補助金(支援地域：鳥取県）
　  鳥取県商工労働部産業振興総室新事業開拓室
　  TEL：0857-26-7243
　  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99734
 ・  鳥取市食品加工産業育成事業補助金（支援地域；鳥取市）
　  鳥取市経済戦略課
  　TEL：0857-20-3249
　  http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1243315574987/index.html
� � � � � 　など

　技術開発等を目的とした助成事業で、特許出願費用や知財活用に関する活動経費などの助成を受けられる場合があります。
詳しくは関係窓口にお問い合わせください。

支援範囲 支援地域 全国あるいは中国地域、指定された地域経済支援

〔知財戦略策定〕
中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアルについて
　～はじめてみよう！知財経営～　(特許庁）
　http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chushou/manual_tizaikeiei.htm　
研究成果を特許出願するために　(特許庁）
　http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/pamphlet_re_ap.htm　
知っておきたい特許契約の基礎知識　(独立行政法人工業所有権情報・研修館）
　http://www.inpit.go.jp/katsuyo/archives/archives00013.html
ものづくり中小企業のための意匠権活用マニュアル　（特許庁） 
　http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/mono_manual.htm
中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル２００６　（特許庁）
　http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/manual_2006.htm
知的財産戦略に資する特許情報分析事例集　（特許庁）
　http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/bunsekisyuhou_jirei.htm　
がんばろう日本！知的財産権活用企業事例集2011
　～知恵と知財でがんばる中小企業50の物語～　(特許庁）
　http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/kigyou_jireii2011.htm
なるほど、日本の素敵な製品 デザイン戦略と知的財産権の事例集　(特許庁）
　http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/design_chizai_jirei.htm
産業財産権活用企業事例集 Vol.3　（特許庁） 
　http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/katuyou_jireisyuu.htm
戦略的な知的財産管理に向けて-技術経営力を高めるために-＜知財戦略事例集＞(特許庁）
　http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/chiteki_keieiryoku.htm
知財活用事例集　(中国経済産業局）
　http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/jirei/jirei_01.html
中部の事例で解く！中小企業の知財戦略　（中部経済産業局）
　http://www.chubu-chizai.jp/search_index.php?read_no=1&measure_id=521
近畿の先進事例に学ぶ中小・ベンチャー企業のための知的財産戦略ガイドブック
　～知財にヒント！社長さんの経営戦略～　(近畿経済産業局）
　http://www.kansai.meti.go.jp/kip-net/jirei/h20-guide/index.html
ニッチトップ企業を目指すための知的財産戦略ガイドブック
　～知財で躍進！ニッチ市場は儲かりまっせ～　(近畿経済産業局）
　http://www.kansai.meti.go.jp/kip-net/jirei/nitch/index.html
近畿の先進事例に学ぶ中小・ベンチャー企業のための知的財産戦略ガイドブック (近畿経済産業局）
　http://www.kansai.meti.go.jp/kip-net/jirei/guide.html
知的財産活用事例集「成功への足跡」　（沖縄地域知的財産戦略本部）
　http://ogb.go.jp/move/okip/menu_w000.html
知財で元気な企業2007　(特許庁）
　http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/chizai_genki_2007.htm
農林水産現場で開発された知的財産の発掘・活用の手引き（社団法人農林水産技術情報協会）
　http://www.aff-chizai.net/html/pamph/katsuyo.pdf
特許検索ガイドブック　（特許庁）
　http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/pat_guidebook.htm
特許電子図書館（IPDL）ガイドブック・マニュアル(独立行政法人工業所有権情報・研修館）
　http://www.inpit.go.jp/ipdl/manual/index.html

特許庁、各地方経済産業局などから、知的財産活動を推進するために参考となる資料が発行されています。これらは関係機関のHPでご覧になれますので、ご活用ください。　

〔ブランド化〕
中山間地域のための＜地域ブランド＞の考え方
　『なりたい地域』になるために （中国経済産業局）
　http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/siryo/pdf/chibura_go_tu.pdf
育てよう！まちのブランド～北海道の地域団体商標事例集～ (北海道経済産業局）
　http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/machib/index.htm
地域ブランド《必携》ガイドブック
　～地域ブランドを商標で確かなものに～ (北海道経済産業局）
　http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/cb_book/index.htm
地域団体商標活用マニュアル　人と地域のブランドづくり （九州経済産業局）
　http://www.kyushu-chizai.com/info/pdf/h22_manual01.pdf

〔権利侵害関係〕
模倣対策マニュアル（独立行政法人日本貿易推進機構）　
　http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/manual.htm
中国・台湾での商標検索・法的対応措置に関するマニュアル
　http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/shohyo_syutugantaisaku.htm

〔知的資産経営〕
中小企業のための知的資産経営マニュアル（独立行政法人中小企業基盤整備機構）
　http://www.smrj.go.jp/keiei/chitekishisan/037603.html
事業価値を高める経営レポート（知的資産経営報告書）
　作成マニュアル（独立行政法人中小企業基盤整備機構）
　http://www.smrj.go.jp/keiei/chitekishisan/038111.html

〔制度ガイドライン等〕
早期審査・早期審理ガイドライン （特許庁）
　http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf
先使用権制度ガイドライン (事例集)
　「先使用権制度の円滑な活用に向けて～戦略的なノウハウ管理のために～」
　http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/senshiyouken.htm （特許庁）
新職務発明制度における手続事例集 （特許庁）
　http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/sinshokumu_hatumi.htm

「知的財産権制度入門」知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト （特許庁）
　http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h23_syosinsya.htm

中国経済産業局  地域経済部  次世代産業課  特許室
〒730-8531  
広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎3号館1階
ＴＥＬ082-224-5625　ＦＡＸ：082-224-5646
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ⅤⅢ

① 知財総合支援窓口(中国地域各県の専用窓口）�� � � � 中国地域
② 産業財産権相談サイト（工業所有権情報・研修館）� � � � 全国
③ 相談事業・支援事業（知的資産活用センター）� � � � � 全国
④ 行政機関の相談窓口（中国経済産業局、中国四国農政局）� � � 中国地域
⑤ 無料相談会（日本弁理士会中国支部）　� � � � � 中国地域
⑥ 品種保護活用相談窓口（種苗管理センター西日本農場）�             � � 中国地域
⑦ 特許等相談事業（広島県発明協会）�              � � � � 中国地域
⑧ 商工会議所等による相談窓口・相談会（鳥取県内の商工会議所）�� � 鳥取県
⑨ 商工会議所等による相談窓口・相談会（島根県内の商工会議所）�� � 島根県
⑩ 商工会議所等による相談窓口・相談会（岡山県内の商工会議所）�� � 岡山県
⑪ 農林水産分野における知的財産創出・活用事業（岡山県農林水産総合センター）� 岡山県
⑫ 商工会議所等による相談窓口・相談会（広島県内の商工会議所）�� � 広島県
⑬ 商工会議所等による相談窓口・相談会（山口県内の商工会議所）�� � 山口県
⑭ 知的財産権に関する支援（産業サポートネットやすぎ）�              � � 島根県安来市
⑮ 窓口相談事業（広島市産業振興センター）�              � � � 広島県広島市

① 模倣品についての相談窓口（特許庁）�             � � � � 全国
② 政府模倣品・海賊版対策総合窓口（経済産業省）�              � � 全国
③ 模倣品・海賊版被害相談窓口（日本貿易振興機構）�              � � 全国
④ 中小企業知的財産権保護対策事業（日本貿易振興機構）�              � 全国
⑤ 中小企業海外IPネットワーク（日本貿易振興機構）�            �� � 全国
⑥ ひまわりほっとダイヤル（日本弁護士連合会・各県弁護士会）�              � 全国
⑦ 外国産業財産権侵害対策等支援事業(発明協会アジア太平洋工業所有権センター）�全国
⑧ 水際取締リについての相談（日本関税協会知的財産情報センター）�              全国
⑨ 農林水産知的財産保護コンソーシアム（農林水産省）�              � � 全国
⑩ 弁護士知財ネット中国地域会�           �� � � � � 中国地域
⑪ 品種保護活用相談窓口（種苗管理センター西日本農場）�             � � 中国地域

① 知財総合支援窓口＜専門家派遣＞(中国地域各県の専用窓口）�             � 中国地域
② 地域・中小企業等知財戦略人材データベース（特許庁）�             � � 全国
③ 海外知的財産プロデューサー事業（工業所有権情報・研修館）�              � 全国
④ 中小企業支援ネットワーク強化事業（中国経済産業局）�             � � 中国地域
⑤ 専門家継続派遣事業（中小企業基盤整備機構）�             � � � 中国地域
⑥ 品種保護活用相談窓口（種苗管理センター西日本農場）�             � � 中国地域
⑦ 鳥取エキスパートバンク事業（県内の商工会・商工会産業支援センター）� � 鳥取県
⑧ 島根エキスパートバンク事業（県内の商工会・商工会議所又は商工会連合会）� 島根県
⑨ 岡山エキスパートバンク事業（県内の商工会・商工会連合会）� � � 岡山県
⑩ 広島エキスパートバンク事業（県内の商工会・商工会連合会）� � � 広島県
⑪ 山口エキスパートバンク事業（県内の商工会・商工会議所又は商工会連合会）� 山口県
⑫ アドバイザー派遣事業（広島市産業振興センター）�          �� � 広島県広島市

特許出願費用や知財活用に関する活動費の助成等

① 電子出願（中国地域各県の専用窓口）�             � � � � 中国地域
② 早期審査制度・早期審理制度（特許庁）�             � � � � 全国
③ 面接審査・面接審理（特許庁）�             � � � � � 全国
④ ＩＰＤＬ・特許電子図書館（工業所有権情報・研修館）�              � � 全国
⑤ 電子出願（工業所有権情報・研修館）�             � � � � 全国
⑥ 中小企業等特許先行技術調査支援サービス（日本特許情報機構）�             � 全国
⑦ 特許情報の提供事業（鳥取県発明協会）�              � � � 中国地域
⑧ 特許情報の提供事業（広島県発明協会）�              � � � 中国地域
⑨ 情報サービス事業（島根県発明協会）�             � � � � 島根県

① 知的財産権制度説明会(特許庁）�              � � � � 全国
② 産業財産権専門官（特許庁）�             � � � � � 全国
③ 電子出願説明会（工業所有権情報・研修館）�             �� � � 全国
④ 産業財産権制度普及事業知的財産活用支援事業（鳥取県発明協会）�              中国地域
⑤ 講習会・セミナー事業（広島県発明協会）�              � � � 中国地域
⑥ 講師派遣事業（広島県発明協会）�              � � � � 中国地域
⑦ 知的財産活用支援事業（島根県発明協会）�              � � � 島根県
⑧ 知的財産活用支援事業（しまね産業振興財団）�             � � � 島根県

① 特許出願等援助制度（日本弁理士会）�             � � � � 全国
② 地域中小企業外国出願支援事業（中国地域各県中小企業支援センター）�             鳥取・島根・広島・山口
③ 農林水産分野における知的財産創出・活用事業（岡山県農林水産総合センター）� 岡山県
④ 浜田市中小企業チャレンジ支援事業（浜田市産業政策課）�              � 島根県浜田市
⑤ 倉敷市がんばる中小企業応援事業費補助金（倉敷市商工課）�              � 岡山県倉敷市
⑥ 山口市起業化支援補助金（山口市商工振興課）�             � � � 山口県山口市

① 開放特許情報データベース(工業所有権情報・研修館）�              � � 全国
② 中国地域産学官連携コンソーシアム事業「さんさんコンソ」（岡山大学内事務局）� 中国地域
③ 特許情報活用事業（岡山県発明協会）�             � � � � 岡山県

① 審査請求料・特許料の減免制度（特許庁）�              � � � 全国
② 審査請求料返還制度（特許庁）�              � � � � 全国

「中国地域における知的財産活用支援制度ハンドブック」について�

　「特許を出願したいけれど、出願費用が高い」、「海外展開時の知的財産の対策はどうすればいいの」、「専門家を派
遣して欲しい」･･･、そんな悩みはございませんか？
　本冊子は、中国地域の中小・ベンチャー企業が利用できる知的財産支援制度を利用場面ごとに編集しております。全
国共通の支援制度だけでなく、地域独自の制度も多数掲載しておりますので、皆様の知的財産活動にお役立てください。
　なお、本冊子は、平成２３年度事業の調査結果を掲載したものであり、平成２４年度４月以降の制度実施を保証するもの
ではありませんので、あらかじめご了承ください。

知財戦略策定、ブランド化、権利侵害、知的資産経営、制度ガイドラインほか
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〔鳥取県〕　「財団法人鳥取県産業振興機構２階」　　
　　　　　　　　TEL：0857-52-5894　　住所：鳥取市若葉台南７-５-１　

〔島根県〕　「テクノアークしまね１階」（公益財団法人しまね産業振興財団）　
　　　　　　　　TEL：0852-60-5145　　住所：松江市北陵町１

〔岡山県〕　「テクノサポート岡山３階」（財団法人岡山県産業振興財団）　　　
　　　　　　　　TEL：086-286-9656　　住所：岡山市北区芳賀５３０１

〔広島県〕　「広島県情報プラザ１階」（公益財団法人ひろしま産業振興機構）　
　　　　　　　　TEL：082-240-7718　　住所：広島市中区千田町３-７-４７
　　　　　「福山商工会議所２階」（一般社団法人広島県発明協会備後支部）
　　　　　　　　TEL：084-921-2349　　住所：福山市西町２-１０-１

〔山口県〕　「ＮＰＹビル １０階」（財団法人やまぐち産業振興財団）　
　　　　　　　　TEL：083-920-0357　083-922-9927　住所：山口市熊野町１-１０　

知財全般について相談したいⅠ 知財全般について相談したいⅠ

情報提供 普及啓発 専門家派遣

①

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　専任の窓口支援担当者がアイデア段階から事業展開
まで、中小企業が抱える知的財産に関する悩みや課題を
一元的に受け付け、知的財産に携わる専門家や支援機
関と共同してその場で解決を図ります。また、専門的で高
度な課題については、専門家の派遣による対応も行います。

http://chizai-portal.jp

《具体的な支援内容》
　・知的財産権制度の説明
　・知的財産に関する各種支援施策の紹介・説明
　・電子出願を含めた出願等の手続支援
　（電子出願用端末を設置）
　・高度な専門性を必要とする内容は担当者と専門家が
     共同で解決支援

中国地域

知財総合支援窓口（相談窓口）

相談窓口 支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　特許室の専門スタッフが出願から登録までの基本的事
項や、具体的な出願方法などのご相談に応じます。
　また、地方農政局が地域における農林水産分野の知的財
産の活用等を促進することを目的に相談窓口を設置しています。

http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/sodan/sien.html
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/nourin_keizai.htm

中国経済産業局特許室
　TEL：082-224-5625
　〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30
　広島合同庁舎３号館１F

中国四国農政局経営・事業支援部事業戦略課
　TEL：086-224-4511(内線2154）
　〒700-8532 岡山市下石井１丁目４番１号

中国地域

行政機関の相談窓口

相談窓口 情報提供 普及啓発

④

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　アイデアがあるがどのようにしたら権利化できるかわからな
い方、特許等の出願手続きを具体的に知りたい方等、どな
たでもご利用いただけます。常設の相談窓口のほか、ウェブ
サイト、電話等でも受け付けています。

http://faq.inpit.go.jp

独立行政法人工業所有権情報・研修館相談部（特許庁２階）
　TEL：03-3581-1101　（内線2121-2123）

全国

産業財産権相談サイト

相談窓口

②

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　毎週水曜日に日本弁理士会中国支部において、特許・
実用新案・意匠・商標の出願手続、調査、鑑定、異議申立、
訴訟のほか、諸外国の制度や知的財産権全般について、
弁理士が無料で相談に応じています。

http://www.jpaa.or.jp/chugoku/sub2.html

日本弁理士会中国支部　　
　TEL：082-224-3944
　〒730-0016
　広島市中区幟町13-14 新広島ビルディング4階

中国地域

無料相談会

相談窓口

⑤

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　主に中小規模企業の知的資産並びに知的財産に関す
る相談及び支援を行っています。自社の収益の源泉を整理
して限られた資源を有効的に活用するための事業戦略の支
援から、管理方法、権利化、ノウハウ化、営業秘密として保
護する方法などを、事業経営の視点から支援します。権利
取得などの場合は、事業内容を整理して弁理士事務所の
紹介など専門家の紹介も行います。また、知的資産経営の
支援を受けたい方の支援も行っています。（相談事業は無料、
支援事業は実費プラス手数料）

http://www.jiam.or.jp

一般財団法人知的資産活用センター事務局
　TEL：03-5766-6345

全国

相談事業・支援事業

相談窓口 情報提供 専門家派遣

③
支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　一部地域の商工会議所等で、知的財産に関する相談が
できる窓口の設置や相談会の開催が行われています。

松江商工会議所　産業振興課　TEL：0852-32-0505　
出雲商工会議所　経営支援課　TEL：0853-25-3710
益田商工会議所　経営相談課　TEL0856-22-0088
大田商工会議所　大田中小企業相談所　
� �              TEL：0854-82-0765
江津商工会議所　指　導　課　TEL：0855-52-2268

島根県の各地域

商工会議所等による相談窓口・相談会

相談窓口

⑨
支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　一部地域の商工会議所等で、知的財産に関する相談が
できる窓口の設置や相談会の開催が行われています。

鳥取商工会議所　中小企業振興部　TEL:0857-32-8005
倉吉商工会議所　業務・相談課　　  TEL:0858-22-2191
米子商工会議所　経営支援一課　　TEL：0859-22-5131
境港商工会議所　相談課　　　　　TEL：0859-44-1111

鳥取県の各地域

商工会議所等による相談窓口・相談会

相談窓口

⑧

ご相談はこちらから！

知的財産に携わる様々な専門家や支援機関と
共同してその場で解決を図るワンストップサービス。

（平成23年4月からスタート）

「相談無料」「秘密厳守」
全国共通ナビダイヤル（最寄の窓口につながります）

０５７０-０８２１００
※ＩＰ電話など、一部からはつながりませんのでご注意ください。

http://www.hiroshima-hatsumei.jp/soudanka

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　個人、法人を問わず、発明・知的財産のお悩みにお応え
するために、弁理士・企業OBなどの知財専門家による、特
許等に関する相談を受け付けています。

一般社団法人広島県発明協会　TEL：082-241-3940

中国地域

特許等相談事業

相談窓口 情報提供

⑦
情報提供支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　種苗関係において、地域資源を活かした新たな産業の創
出等を支援するために、育成権侵害対策、権利侵害に関す
る情報収集、６次産業化に向けた新品種の活用などに関す
る相談を受け付けています。

http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/
hinsyuhogo.html#madoguchi

独立行政法人種苗管理センター西日本農場（岡山県笠岡市）
品種調査第１部　TEL：0865-69-6644　　 　
　E-mail：hinsyu_gmen@ncss.go.jp

中国地域

品種保護活用相談窓口

相談窓口

⑥

http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/hinsyuhogo.html#madoguchi
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知財全般について相談したいⅠ 権利を侵害した。権利を侵害されたⅡ

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　企業等が、模倣品・海賊版による被害を受け、法令等の
問い合わせや、外国政府への働きかけなどを求める際に、「総
合窓口」が政府として相談を受け付け、関係省庁と連携し
て回答しています。

http://www.meti.go.jp/policy/ipr/overview/contact.html

経済産業省製造産業局模倣品対策・通商室
　TEL：03-3501-1701

全国

政府模倣品・海賊版対策総合窓口

相談窓口 情報提供

②

http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/
kanren/soudan.htm

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　産業財産権侵害でお困りの方に、税関・警察等国内取
締機関への連絡、また海外での侵害問題に関し、とりうる対
応策に関するアドバイスや、権利行使に関する各国制度の
情報提供を行っています。

特許庁総務部国際課模倣品対策班
　TEL：03-3581-1101（内線2565）

全国

模倣品（産業財産権侵害品）についての相談窓口

相談窓口 情報提供

①

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　日本弁護士連合会及び全国の弁護士会が提供する、電
話で弁護士との面談予約などができるサービスです｡
　全国の共通ダイヤル ０５７０-００１-２４０ へおかけいただくと
最寄りの弁護士会へつながり、一部の県を除いて初回面談
30分無料相談を実施しています｡（２０１１年調査情報）

http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html

全国

ひまわりほっとダイヤル

相談窓口

全国共通ダイヤル０５７０-００１-２４０
（各県に設置されたお近くの窓口につながります）
鳥取県弁護士会　TEL：0857-22-3912 
島根県弁護士会　TEL：0852-21-3225 ※有料で実施しております

岡山弁護士会　　TEL：086-223-4401
広島県弁護士会　TEL：082-227-2411
山口県弁護士会　TEL：083-922-0087　

⑥

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　海外で知的財産権の侵害をうけている中小企業に対して、
侵害に関する調査(例：侵害品の製造元調査など)を実施す
る際に、その調査費用の3分の2を助成します。現地調査会
社の紹介や、調査内容の検討等も併せて行います。

http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/　

独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)
進出企業支援・知的財産部知的財産課
　TEL：03-3582-5198　

全国

中小企業知的財産権保護対策事業

情報提供

④
経済支援

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　海外に進出している、あるいは海外への輸出や進出を検
討している中小企業が直面する知的財産権の諸問題に対
処するために発足したネットワーク。
　海外における知的財産の取得・活用の戦略構築や知的
財産権侵害（模倣品・海賊版）の問題解決など、中小企業
を取り巻く知的財産環境の向上を目的とし、ネットワーク会
員向けの各種知財セミナーの開催、ニュースレターの配信、
共同調査プロジェクトおよびテーマ別ワーキンググループの
実施等を行います。

独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)
進出企業支援・知的財産部知的財産課
　TEL：03-3582-5198　

全国

中小企業海外IPネットワーク

情報提供 普及啓発

⑤

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　海外における模倣品・海賊版対策を支援するため、無料
の相談窓口で、海外ビジネスでの知的財産侵害リスクの回
避方法などの相談を受け付けています。

http://www.jetro.go.jp/services/ip/

独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)
進出企業支援・知的財産部知的財産課
　TEL：03-3582-5198
　E-mail：chizai@jetro.go.jp

全国

模倣品・海賊版被害相談窓口

相談窓口

③
支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　一部地域の商工会議所等で、知的財産に関する相談が
できる窓口の設置や相談会の開催が行われています。

下関商工会議所　経営支援部　　　TEL：083-222-3333
宇部商工会議所　中小企業相談所　TEL：0836-31-0251
下松商工会議所　中小企業相談所　TEL：0833-41-1070
萩 商 工 会 議 所　指導課　　　　　TEL：0838-25-3333
岩国商工会議所　中小企業相談所　TEL：0827-21-4201
柳井商工会議所　中小企業相談所　TEL：0820-22-3731
徳山商工会議所　中小企業相談所　TEL：0834-31-3000

山口県の各地域

商工会議所等による相談窓口・相談会

相談窓口

⑬

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　支援センターに相談窓口を設置し、窓口相談員等が経営
課題及び法律の相談に応じることにより、問題の解決を図
ります。

http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/keiei/keiei02.html

財団法人 広島市産業振興センター
中小企業支援センター経営革新担当
　TEL：082-278-8032

広島県広島市

窓口相談事業

相談窓口

⑮
支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　安来市内の個人、企業、団体を対象に、特許、実用新案、
商標、意匠の各権利の解説から取得手順に関する支援を
行っています。

http://yasugi-ssy.net/index.html

産業サポートネットやすぎ　TEL：0854-23-3348　

島根県安来市

知的財産権に関する支援

相談窓口

⑭

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　農林水産分野における知的財産権（特許権、商標権、育
成者権等）の管理、登録申請手続、制度に関する相談を受
け、助言等を行います。

岡山県農林水産総合センター普及連携部知的財産センター
　TEL：086-955-0273

岡山県

農林水産分野における知的財産創出・活用事業（専門相談員）

相談窓口

⑪

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　一部地域の商工会議所等で、知的財産に関する相談が
できる窓口の設置や相談会の開催が行われています。

尾道商工会議所　  尾道中小企業相談所  TEL：0848-22-2165
呉商工会議所　　  工業振興課　　 TEL：0823-21-0151
福山商工会議所　  産業部産業課　 TEL：084-921-2349
府中商工会議所　  企業振興課　　 TEL：0847-45-8200　　
三次商工会議所　  中小企業相談所 TEL：0824-62-3125　
東広島商工会議所  中小企業支援室 TEL：082-420-0303　
廿日市商工会議所  中小企業相談所 TEL：0829-20-0021

広島県の各地域

商工会議所等による相談窓口・相談会

相談窓口

⑫

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　一部地域の商工会議所等で、知的財産に関する相談が
できる窓口の設置や相談会の開催が行われています。

倉敷商工会議所　中小企業相談所�TEL：086-424-2111
玉島商工会議所　指導課　� TEL：086-526-0131
児島商工会議所　中小企業相談所�TEL：086-472-4450
津山商工会議所　企業振興課� TEL：0868-22-3141
玉野商工会議所　中小企業相談所�TEL：0863-33-5010
笠岡商工会議所　指導課　� TEL：0865-63-1151
井原商工会議所　中小企業相談所�TEL：0866-62-0420
備前商工会議所　中小企業相談所�TEL：0869-64-2885
総社商工会議所　指導課� TEL：0866-92-1122
新見商工会議所　指導課　� TEL：0867-72-2139

岡山県の各地域

商工会議所等による相談窓口・相談会

相談窓口

⑩

http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/kanren/soudan.htm
http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/
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権利を侵害した。権利を侵害されたⅡ 出願費用の助成を受けたいⅢ

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　地域の中小・ベンチャー企業等の戦略的な外国出願を
促進するために、外国への出願に要した費用（翻訳費、外
国出願料、外国代理人費用）の一部を助成します。

http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm 

〔鳥取県〕
財団法人鳥取県産業振興機構　　　TEL：0857-52-3011

〔島根県〕
公益財団法人しまね産業振興財団　  TEL：0852-60-5112

〔広島県〕
公益財団法人ひろしま産業振興機構  TEL：082-240-7718

〔山口県〕
財団法人やまぐち産業振興財団　　  TEL：083-922-9927

鳥取県、島根県、広島県、山口県

地域中小企業外国出願支援事業

経済支援

②

http://jpaa.or.jp/activity/seminar_support/service/
patent_application/

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　経済的な事情によって弁理士に特許出願、意匠登録出願、
実用新案登録出願を依頼することができない個人及び法
人税が非課税又は設立から間もない中小企業に対し、弁理
士による出願時に要する弁理士報酬、特許印紙代などの
諸経費（中間処理費用、特許料・登録料及び弁理士への
成功報酬等の出願以降に発生する費用は含まない）の全
部又は一部を援助します。

日本弁理士会（知的財産支援センター）
　TEL ： 03-3519-2709

全国

特許出願等援助制度

経済支援

①

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　岡山県内の生産者団体、農林水産関係団体による岡山
県産農林水産物の競争力強化とブランド化に資すると認め
られる知的財産権の出願につき、出願実績に基づいて出願
費用に対する助成を行います。

岡山県農林水産総合センター普及連携部知的財産センター
　TEL：086-955-0273

岡山県

農林水産分野における知的財産創出・活用事業（権利の取得）

経済支援

③
支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　浜田市内の中小企業者等に対して、事業化を目的とした
新商品の開発、特許権などの取得、販路の開拓、デザイン
の開発、協業化の促進など企業の積極的な事業活動を支
援する補助制度で、事業化を目的とした産業財産権の取得
のための経費（出願費用、弁理士費用、先行技術調査費等）
の一部（1／2以内　5万円以下）を助成しています。

http://www.city.hamada.shimane.jp/kurashi/koyou/kigyou/
tyuusyoukigyoutyarennjisienjigyouhojyokin-nijibosyu.html

浜田市産業政策課　TEL ： 0855-25-9500

島根県浜田市

浜田市中小企業チャレンジ支援事業（特許権等取得事業）

経済支援

④

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　倉敷市内の中小企業者・起業予定者等が産業財産権を
取得する際の経費（出願に要した印紙代，弁理士費用，翻
訳料等）の一部を補助します。（補助率2/3 上限30万円）

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/shoukou/

倉敷市文化産業局商工労働部商工課
　TEL ： 086-426-3405

岡山県倉敷市

倉敷市がんばる中小企業応援事業費補助金（産業財産権取得事業）

経済支援

⑤
支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　山口市内で起業して６ヶ月未満の事業者で、独創性や発
展性のある事業内容で起業や新分野への進出に挑戦し、
新たに個人事業の開業や会社の設立を行う方を対象として、
特許・実用新案、意匠、商標登録を出願する際の出願料、
書類作成費の一部（1／2　上限20万円　各1回限り）を
助成しています。

http://www.city.yamaguchi.lg.jp/dannai/soshiki/keizai/
syoukou/seido/kigyou-s.htm

山口市経済産業部商工振興課　TEL ： 083-934-2812

山口県山口市

山口市起業化支援補助金（産業財産権出願費補助）

経済支援

⑥

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　国内の中小企業等を対象に、外国の産業財産権侵害対
策及び外国の産業財産権制度についてのご相談を相談窓
口のほか、WEB、電子メール、電話等で受け付けています。
また、ご相談内容によりましては、侵害対策の専門家（弁護士、
弁理士、外国法事務弁護士等）の個別無料相談をアレン
ジします。

http://www.iprsupport-jpo.go.jp/

社団法人発明協会アジア太平洋工業所有権センター
外国相談室
　TEL：03-3503-3027
　E-mail：soudan@apic.jiii.or.jp

全国

外国産業財産権侵害対策等支援事業

相談窓口

⑦

http://www.kanzei.or.jp./cipic/

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　知的財産を侵害する物品のわが国への流入が増加し、ま
た、その種類も多様化してきており、税関における水際での
知的財産侵害物品の阻止は費用対効果が優れているとの
評価があります。その水際取締を税関で効果的に行っても
らうためには税関に対し、輸出入差し止め申立てを行う必要
があります。
　当センターでは侵害物品を水際で防止するため、権利者
が税関に輸出入差止申立て等をする際に個別のご相談に
応じています。また、ベルギーに本部のある世界税関機構

（WCO）とも連携しています。 ※会員向けのサービス

公益財団法人日本関税協会知的財産情報センター
　TEL：03-5614-8251

全国

水際取締リ（輸出入差止申立て等）についての相談

相談窓口

⑧

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　弁護士知財ネットは，日本弁護士連合会の知的財産政策
推進本部のプロジェクトから発足した，知的財産権に関連す
る様々な相談に対応できる弁護士の全国ネットワークです

（http://www.jplaw-net.com/)。初回相談は１時間１万５００
円で受付けています。中国地域会は、弁護士知財ネットの
中国地域（広島高裁管内）の連絡窓口です。

http://www.iplaw-net.com/area/chugoku.html

山本英雄（弁護士）
〒730-0004 広島市中区東白島町19-3第2イノウエビル
加藤・山本法律事務所
　TEL：082-221-6727　FAX：082-221-6726
　E-mail：kyhj@bronze.ocn.ne.jp　

中国地域

弁護士知財ネット中国地域会

相談窓口

⑩
支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　近年問題となっている中国・台湾等において第三者によ
る我が国の地名、品種名等の商標登録に対応するため、海
外における商標出願状況の一元的な監視、農林水産物等
の模倣品の販売状況に関する海外現地調査、知的財産侵
害への相談等を行います。
　輸出の際の商標取得について、海外で侵害されてしまっ
た場合の対応について、弁理士・弁護士などの専門家の方
を無料で派遣いたします。（要会員登録（無料））

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_conso/
index.html

農林水産省食料産業局新事業創出課ブランド推進班
　TEL：03-6738-6319

全国

農林水産知的財産保護コンソーシアム

相談窓口

⑨
専門家派遣

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　依頼者とともに現地（国内外）に行き、育成者権の侵害
が疑われる種苗や収穫物等の栽培、保管、販売等の状況を
調査し、記録書を作成します。
　また、その証拠品を育成者権者に代わって保管し、証拠
能力の消失を防ぎます。さらに育成者権者等からの依頼に
基づいて、育成者権の侵害が疑われる品種と登録品種との
比較を行う品種類似性試験を実施します。
　これらのサービスを行うことにより、権利侵害の立証を支
援していきます。

http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/
hinsyuhogo.html#madoguchi

独立行政法人種苗管理センター西日本農場（岡山県笠岡市）
品種調査第１部　 TEL 0865-69-6644　　　 　
E-mail：hinsyu_gmen@ncss.go.jp

中国地域

品種保護活用相談窓口

相談窓口 専門家派遣

⑪

http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/hinsyuhogo.html#madoguchi
http://jpaa.or.jp/activity/seminar_support/service/patent_application/
http://www.city.hamada.shimane.jp/kurashi/koyou/kigyou/tyuusyoukigyoutyarennjisienjigyouhojyokin-nijibosyu.html
http://www.city.yamaguchi.lg.jp/dannai/soshiki/keizai/syoukou/seido/kigyou-s.htm
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?itemid=32992#moduleid6276
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知的財産の権利化に取り組みたいⅣ

技術シーズを活用したいⅤ

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　特許の場合、通常、審査請求から平均約29ヶ月後に、最初の審査結果が通知されま
すが、早期審査制度をご利用いただきますと、早期審査の申請から平均約２ヶ月後に最
初の審査結果が通知されますので、審査順番待ち期間を大幅に短縮することができます。
　また、拒絶査定不服審判においても、通常に比べ早期に審理が行われます。特許の
場合、申立がなされ審理可能となってから、平均3.7ヶ月で結論が得られます。
(意匠、商標にも早期審査、早期審理制度があります。ただし、特許の場合とは、早期審査・
早期審理を受けられる用件が異なります。詳しくは特許庁ホームページのガイドラインをご
参照ください。）

【早期審査制度】http://www.jpo.go.jp/sesaku/sinsa00.htm#souki
【早期審理制度】http://www.jpo.go.jp/sesaku/shinpan00.htm#shinpan_souki

【早期審査制度】
(特許について）　特許庁調整課審査業務管理班
　TEL：03-3581-1101（内線3106）　E-mail：PA2210@jpo.go.jp
(意匠について）　特許庁意匠課企画調査班
　TEL：03-3581-1101（内線2907）　E-mail：PA1530@jpo.go.jp
(商標について）　特許庁商標課企画調査班
　TEL：03-3581-1101（内線2805）　E-mail：PA1400@jpo.go.jp

【早期審理制度】
特許庁審判課審判企画室
　TEL：03-3581-1101（内線5852）　E-mail：PA6B00@jpo.go.jp

全国

早期審査制度・早期審理制度

相談窓口

②

≪テレビ面接(意匠）≫  http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tv_ishome.htm
≪地方面接審理・巡回審判≫
　　　　　　　　http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tihou_mensetu.htm

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　審査官・審判官と直接面談し、出願の審査・審判に関する円滑な
意思疎通を図ることにより、的確な権利取得を支援します。東京から
遠方に在住の場合には、全国各地の面接会場等で実施する出張
面接審査や地方面接審理、巡回審判、テレビ面接審査があります。

≪出張面接審査に関すること≫
(特許について）　特許庁調整課面接審査管理専門官
　TEL：03-3581-1101（内線3114）　E-mail：PA2103@jpo.go.jp
≪テレビ面接審査に関すること≫
(特許について）　特許庁調整課面接審査管理専門官
　TEL：03-3581-1101（内線3114）　E-mail：PA2103@jpo.go.jp
(意匠について）　特許庁意匠課企画調査班
　TEL：03-3581-1101（内線2907）　E-mail：PA1530@jpo.go.jp
≪地方面接審理・巡回審判に関すること≫
特許庁審判課審判企画室
　TEL：03-3581-1101（内線5852）　E-mail：PA6B00@jpo.go.jp

全国

面接審査・面接審理

相談窓口

③

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　電子出願用の端末を、各知財総合支援窓口に設置し、
電子出願に係る支援（事前準備から出願手続きまで）を行
っております。

http://www.hiroshima-hatsumei.jp/tizai

全国共通ダイヤル０５７０-０８２１００（各県に設置されたお近くの窓口につながります）
〔鳥取県〕  財団法人鳥取県産業振興機構
　　　　　TEL：0857-52-5894

〔島根県〕  テクノアークしまね（公益財団法人しまね産業振興財団）
　　　　　TEL：0852-60-5145

〔岡山県〕  テクノサポート岡山（財団法人岡山県産業振興財団）
　　　　　TEL：086-286-9656

〔広島県〕  広島県情報プラザ（公益財団法人ひろしま産業振興機構）
　　　　　TEL：082-240-7718

〔山口県〕  財団法人やまぐち産業振興財団
　　　　　TEL：083-920-0357　083-922-9927

中国地域

知財総合支援窓口（電子出願）

相談窓口

①

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　企業や研究機関・大学等が保有する提供意思のある特
許をデータベース化（ライセンスの条件、利用想定技術分野、
技術指導の有無等を蓄積）し、「ライセンス情報」としてイン
ターネットを介して無料で提供しています。
　当該データベースサービスへのライセンス情報の登録も、
無料で行っています。

http://plidb.inpit.go.jp/

独立行政法人工業所有権情報・研修館　活用促進部
　TEL：03-3580-6949

全国

開放特許情報データベース

情報提供

①

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　独立行政法人工業所有権情報・研修館ではインターネッ
トを利用して公報等を閲覧できる特許電子図書館（IPDL）
サービスを無料で提供しています。特許・実用新案・意匠・
商標に関する公報類、約8,040万件（平成23年3月末現在）
を文献番号や各種分類等により検索可能な形で提供する
とともに、それぞれの出願の審査状況が簡単に確認できる
審査経過情報等の産業財産権情報を提供しており、IPDL
の操作・利用に関するお問い合わせをIPDLヘルプデスクで
受け付けています。

http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl

独立行政法人工業所有権情報・研修館
　IPDLヘルプデスク
　TEL：03-5690-3500（平日9：00～21：00）　
　E-mail：helpdesk@ipdl.inpit.go.jp

全国

IPDL（特許電子図書館）

相談窓口 情報提供

④

http://www.shimane-hatsumei.com/index.php?view=4725

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　特許情報の利用促進を図るため、以下の産業財産権に
関する情報提供サービスを行っています。
○公報複写・プルーフ等の複写サービス
○知的財産に関する書籍販売
○発明協会実施の先行技術調査の受付

一般社団法人島根県発明協会　TEL：0852-60-5146

島根県

情報サービス事業

情報提供

⑨

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

特許公報の複写、刊行物販売等のサービスを行っています。
　（特許等の情報提供サービスは有料（会員割引有り））

http://www.toriton.or.jp/̃thatsu/index.php/service

一般社団法人鳥取県発明協会　TEL：0852-60-5145

中国地域

特許情報の提供事業

情報提供

⑦

http://www.hiroshima-hatsumei.jp/

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　知財に関するホットな情報や企業経営に活かせる特許情
報の提供サービスを行っております。　
○特許公報類の複写サービス（会員割引有り）
○発明協会発行書籍の販売（会員割引有り）
○会報「patent information」発行、メールマガジン配信サ
　ービス
○海外特許情報の提供

 一般社団法人広島県発明協会　TEL：082-241-3940

中国地域

特許情報の提供事業

情報提供

⑧

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/index.html  

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　独立行政法人工業所有権情報・研修館では、自宅や会
社のパソコンから特許庁へ出願手続きを行う電子出願に必
要な「インターネット出願ソフト」を無償提供しています。
また、電子出願に関する事前準備や必要な環境整備などを
ご案内する電子出願ソフトサポートセンターを設置しています。

独立行政法人工業所有権情報・研修館
　電子出願ソフトサポートセンター
   TEL ： 03-5774-8534(平日9:00～22:00）

全国

電子出願

相談窓口

⑤
支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　中国地域で連携する大学等（高専を含む２３校）のコンソ
ーシアムが、登録（無料）した企業を対象に、連携する大学
等の技術シーズならびに関連特許情報を配信します。
　また、希望する企業へ連携する大学等の研究者を紹介し、
研究開発への指導と助言を行うサービスを行っています。さ
らに、年間を通じて、知的財産に関する各種教育を無料で
提供しています。

中国地域産学官連携コンソーシアム事務局(岡山大学内）
　TEL：086-251-7151

中国地域

中国地域産学官連携コンソーシアム事業（さんさんコンソ）

相談窓口 情報提供

②
支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　出願後審査請求前の出願に対し先行技術調査を行い、
調査の結果を踏まえて、審査請求するかどうかを社内などで
検討する際の資料としてご利用いただくことを目的として、
Japioが実施するサービスで、調査経費の半額を支援します。

http://www.japio.or.jp/service/service01.html

一般財団法人日本特許情報機構
先行技術調査サービス窓口
　TEL ： 03-3615-5537
　E-mail ：senkou@japio.or.jp

全国

中小企業等特許先行技術調査支援サービス

情報提供

⑥
経済支援 普及啓発 専門家派遣

http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/m_sodan/index.html

http://www.toriton.or.jp/~thatsu/index.php/service
http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/m_sodan/index.html
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社内体制を整えたいⅤⅠ

知財の専門家を派遣してほしいⅤⅡ

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　企業や大学等からの要望により、知財の専門家（企業OB、
弁理士)を派遣して、知財に関するセミナー等を行います。

一般社団法人広島県発明協会　TEL：082-241-3940

中国地域

講師派遣事業

人材育成

⑥

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　中小企業等の知的財産活用や事業化促進につながる
ことを目的に、各種セミナー・説明会を開催しています。

一般社団法人鳥取県発明協会　TEL：0857-52-6728

中国地域

産業財産権制度普及事業知的財産活用支援事業

人材育成

④

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　企業や大学等からの要望により、知財の専門家（企業OB、
弁理士)を派遣して、知財に関するセミナー等を行います。

一般社団法人島根県発明協会　TEL：0852-60-5146

島根県

知的財産活用支援事業

人材育成

⑦
支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　島根県発明協会との連携により「しまね知的財産総合
支援センター」を運営し、県内中小企業者向けに知的財産
やデザインに関するセミナー等を実施しています。

公益財団法人しまね産業振興財団技術支援課
　TEL：0852-60-5112

島根県

知的財産活用支援事業

人材育成

⑧

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　専任の窓口支援担当者がアイデア段階から事業展開まで、中小企業
が抱える知的財産に関する悩みや課題を一元的に受け付け、知的財産
に携わる専門家や支援機関と共同してその場で解決を図ります。また、専
門的で高度な課題については、専門家の派遣による対応も行います。　

http://chizai-portal.jp

全国共通ダイヤル０５７０-０８２１００（各県に設置されたお近くの窓口につながります）
〔鳥取県〕  財団法人鳥取県産業振興機構
　　　　　TEL：0857-52-5894

〔島根県〕  テクノアークしまね（公益財団法人しまね産業振興財団）
　　　　　TEL：0852-60-5145

〔岡山県〕  テクノサポート岡山（財団法人岡山県産業振興財団）
　　　　　TEL：086-286-9656

〔広島県〕  広島県情報プラザ（公益財団法人ひろしま産業振興機構）
　　　　　TEL：082-240-7718
　　　　  福山商工会議所（一般社団法人広島県発明協会備後支会）
　　　　　TEL：084-921-2349

〔山口県〕  財団法人やまぐち産業振興財団
　　　　　TEL：083-920-0357　083-922-9927

中国地域

知財総合支援窓口(専門家派遣）

相談窓口 情報提供 普及啓発 専門家派遣

①

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　知的財産権に興味がある、これから学びたいと思っている
初心者レベルの方を対象に、特許権等制度の概要を中心
に説明会を開催します。
　また、日頃から知的財産権を学んでいる、知財を経営に活
かしたいと思っている実務者レベルの方を対象に特許等の
審査基準、審判制度の運用・手続など、その他実務上必要
な諸制度の説明会を実施します。

http://www.jpo.go.jp/index/kouhou.html

≪初心者向け説明会に関すること≫
　特許庁普及支援課産業財産権専門官
　　TEL：03-3581-1101（内線2340）
　　E-mail：PA0661@jpo.go.jp
≪実務者向け説明会に関すること≫
　特許庁普及支援課地域調整班
　　TEL：03-3581-1101（内線2107）
　　E-mail：PA02C0@jpo.go.jp

全国

知的財産権制度説明会

人材育成

①
支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　特許庁の職員が、地域・中小企業等の方々に知的財産
権制度及び各種支援策を紹介しています。
　例えば、関係機関が実施する各種セミナーや中小企業が
集まる勉強会等に、無料で専門官を講師として派遣します。
　また、ご要望に応じて、中小企業を直接訪問し各種支援
をご紹介します。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/chitekizaisan.htm

特許庁産業財産権専門官
　TEL：03-3581-1101（内線2340）
　E-mail：PA0661@jpo.go.jp

全国

産業財産権専門官

人材育成 情報提供

②

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　特許庁への出願手続きをパソコンで行いたいと考えられ
ている方などを対象に、電子出願の概要・事前準備などを説
明する「電子出願説明会」を開催しています。

http://www.inpit.go.jp/pcinfo/meeting/index.html

独立行政法人工業所有権情報・
　研修館情報提供部電子出願担当
　TEL：03-3581-1101（内線2508）

全国

電子出願説明会

人材育成

③

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　地域における知財人材の育成を目的に、各種講習会・セ
ミナーを初心者から、中、上級など対象に応じた内容で実施
しています。

http://www.hiroshima-hatsumei.jp/seminar

一般社団法人広島県発明協会　TEL：082-241-3940

中国地域

講習会・セミナー事業

人材育成

⑤

https://chizai-jinzai-db.go.jp/

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　大企業知的財産部OBを中心とする全国的な知的財産
専門分野に特化した人材をデータベース化し、インターネッ

ト上で地域・中小企業等の方が知的財産戦略の構築等を
行う上で必要な支援人材との出会いの場を提供します。

特許庁普及支援課支援企画班　TEL：03-3502-5448

全国

地域・中小企業等知財戦略人材データベース

②
情報提供

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　知財専門コーディネーターが、県内中小企業等の知財へ
の関心を高め、技術開発及び事業化の意欲を促進するた
めに、流通特許の活用など特許等の意識啓発を行うととも
に県内企業の相談に応じます。

http://www.optic.or.jp/hatsumei/

一般社団法人岡山県発明協会　TEL：086-286-9656

岡山県

特許情報活用事業

情報提供 普及啓発

③
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知財の専門家を派遣してほしいⅤⅡ

審査請求料等減免などの制度を活用したい ⅤⅢ

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　小規模事業者や創業予定者の抱える多くの課題を解決するため、各分野の
専門家（エキスパート）を直接現場に派遣し、「経営」「生産」「技術」など専門的・
実践的指導アドバイスを行い、その解決をしていただくための制度です。

http://www.yamacci.or.jp/manage/expert/index.html　(山口商工会議所HP）
http://www.yamaguchi-shokokai.or.jp/expert/ (山口県商工会連合会HP）

お近くの商工会・商工会議所又は山口県商工会連合会へご連絡ください。
≪山口県内商工会議所≫　
山口商工会議所　　TEL：083-925-2300 （小郡支所）TEL：083-972-0075
下関商工会議所　　TEL：083-222-3333   宇部商工会議所　TEL：0836-31-0251
防府商工会議所　　TEL：0835-22-4352   徳山商工会議所　TEL：0834-31-3000
下松商工会議所　　TEL：0833-41-1070   萩商工会議所　　TEL：0838-25-3333
岩国商工会議所　　TEL：0827-21-4201   山陽商工会議所　TEL：0836-73-2525
長門商工会議所　　TEL：0837-22-2266   光商工会議所　　TEL：0833-71-0650
小野田商工会議所    TEL：0836-84-4111   柳井商工会議所　TEL：0820-22-3731
新南陽商工会議所    TEL：0834-63-3315
≪山口県内商工会連合会≫
山口県商工会連合会  TEL：083-925-8888
≪山口県内商工会≫
周防大島町商工会 TEL：0820-79-0300　  和木町商工会      TEL：0827-53-2066
岩国西商工会        TEL：0827-84-0320　  やましろ商工会     TEL：0827-76-0100
大畠商工会            TEL：0820-45-2414　  上関町商工会      TEL：0820-62-0177
大和商工会            TEL：0820-48-2705　  田布施町商工会  TEL：0820-52-2983
平生町商工会        TEL：0820-56-2245　  熊毛町商工会      TEL：0833-91-0007
鹿野町商工会        TEL：0834-68-2259　  都濃商工会          TEL：0834-88-0010
徳地商工会            TEL：0835-52-0026　 山口県央商工会　TEL：0836-65-2129
くすのき商工会       TEL：0836-67-1352　  美祢市商工会　   TEL：0837-52-0434
下関市商工会        TEL：083-772-0625　  ながと大津商工会 TEL：0837-43-0033
萩阿武商工会        TEL：08387-2-0213　  萩・阿西商工会     TEL：0838-54-5500

山口県の各地域

山口エキスパートバンク事業

専門家派遣

⑪

http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/
hinsyuhogo.html#madoguchi

専門家派遣支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　種苗法に基づく品種登録制度、育成者権の保護、侵害
対策等に関する研修・講演等を行います。

独立行政法人種苗管理センター西日本農場（岡山県笠岡市）
品種調査第１部　TEL 0865-69-6644　　 　
　E-mail：hinsyu_gmen@ncss.go.jp

中国地域

品種保護活用相談窓口

⑥

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　個人、法人（非課税法人）、研究開発型中小企業等を対象に審
査請求料及び特許料（第1年から第3年分（一部、第6年まで）の納
付について、一定の要件を満たした場合、軽減又は免除等の措置を
受けることができます。　制度の内容や手続き方法、研究開発型中
小企業に関するご相談を受け付けています。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm

≪手続きに関すること≫
　独立行政法人工業所有権情報・研修館相談部
　　TEL：03-3581-1101（内線2121～2123）　
≪中小企業の減免申請に関すること≫
　特許庁普及支援課産業財産権専門官
　　TEL：03-3581-1101（内線2340） E-mail：PA0661@jpo.go.jp
≪研究開発型中小企業に関すること≫
　中国経済産業局特許室
　　TEL：082-224-5625　
≪本制度に関すること≫
　特許庁総務課調整班
　　TEL：03-3581-1101（内線2105） E-mail：PA0260@jpo.go.jp

全国

審査請求料・特許料の減免制度　

相談窓口 経済支援

①
経済支援支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　権利化する必要がなくなった審査請求後の特許出願について、
審査着手前（拒絶理由通知等の到達前）に出願の取下げ又は
放棄をし、その後６か月以内に審査請求料の返還を請求するこ
とにより、納付した審査請求料の半額が返還されます。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/henkan.htm　

≪国内出願（国際出願以外）に関すること≫
　特許庁方式審査課
　　TEL：03-3581-1101（内線2616） E-mail：PA1120@jpo.go.jp
≪国際出願に関すること≫
　特許庁国際出願課指定官庁担当
　　TEL：03-3581-1101（内線2644） E-mail：PA1A00@jpo.go.jp
≪審査に着手しているか等の審査状況に関すること≫
　特許庁調整課審査業務管理班
　　TEL：03-3581-1101（内線3107） E-mail：PA2160@jpo.go.jp　
≪本制度に関すること≫
　特許庁総務課調整班
　　TEL：03-3581-1101（内線2105） E-mail：PA0260@jpo.go.jp

全国

審査請求料返還制度

相談窓口

②

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　中小企業の皆様を対象に、経営、技術、財務、法務、特
許などの企業支援の第一線で活躍している経験豊富な専
門家を長期間継続して派遣し、中小企業の発展段階に応
じてタイムリーかつ適切なアドバイスを行います。

（派遣費用は、専門家の派遣に要する謝金の1/3額１人・１
日当たり16,700円（残額の2/3相当額は機構の負担））

http://www.smrj.go.jp/venture/consult/specialist/000046.html

独立行政法人中小企業基盤整備機構
　中国支部　経営支援課　TEL：082-504-6555
　創業・ベンチャー支援課　 TEL：03-5470-1564

中国地域

専門家継続派遣事業

専門家派遣

⑤

専門家派遣支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　経営、技術、人材及び情報化等の問題について、専門家
等を派遣し、適切な診断及び助言を行うことにより問題の
解決を図ります。

http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/keiei/keiei03.html

財団法人広島市産業振興センター
中小企業支援センター経営革新担当
　TEL：082-278-8032

広島県広島市

アドバイザー派遣事業

⑫

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　県内の小規模企業(常時使用する従業員数が商業・サービス業
は５人以下、製造業・その他は20人以下)の方又は創業を目指す一
般の方を対象に、登録している専門家が事務所まで相談に出かけ、
小規模企業が必要な技術や技能について無料で指導します。

http://www.shoko-shimane.or.jp/?p=224

　貴社所在地の商工会・商工会議所又は島根県商工会連合会へご連絡ください。 
≪島根県内商工会議所≫　
松江商工会議所　TEL：0852-23-1616　　浜田商工会議所　TEL：0855-22-3025
出雲商工会議所　TEL：0853-23-2411　　平田商工会議所　TEL：0853-63-3211
益田商工会議所　TEL：0856-22-0088　　大田商工会議所　TEL：0854?82-0765
安来商工会議所　TEL：0854-22-2380　　江津商工会議所　TEL：0855-52-2268
≪島根県商工会連合会≫
島根県商工会連合会 TEL：0852-21-0651   石見支所　　TEL：0855-22-3590
≪島根県内商工会≫
まつえ北商工会　TEL：0852-82-2266　　  東出雲町商工会  TEL：0852-52-2344
まつえ南商工会　TEL：0852-66-0861　　  安来市商工会　TEL：0854-32-2155
奥出雲町商工会  TEL：0854-54-0158　　  雲南市商工会　TEL：0854-45-2405
飯南町商工会　  TEL：0854-76-2118　　  斐川町商工会　TEL：0853-72-0674
出雲商工会　　  TEL：0853-53-2558　　  銀の道商工会　TEL：050-3784-0955
川本町商工会　  TEL：0855-72-0123　　  美郷町商工会　TEL：0855-75-0805
邑南町商工会　  TEL：0855-95-0278　　  桜江町商工会　TEL：0855-92-1331
石央商工会　 　 TEL：0855-42-0070　　  美濃商工会　　TEL：0856-52-2537
津和野町商工会  TEL：0856-72-3131　　  吉賀町商工会　TEL：0856-77-1255
隠岐の島町商工会TEL：08512-2-1157　　  隠岐國商工会　TEL：08514-2-0376
西ノ島町商工会　TEL：08514-6-1021

島根県の各地域

島根エキスパートバンク事業

専門家派遣

⑧

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　小規模企業が必要とする専門知識について深い知識を有するも
のを小規模企業の要請に応じて当該企業に直接派遣し、具体的、
実践的な事項に関して適切な指導、助言の支援を行います。

http://www.active-hiroshima.jp/

お近くの商工会又は広島県商工会連合会へご連絡ください。
≪広島県内商工会連合会≫
広島県商工会連合会　TEL：082-247-0221
≪広島県内商工会≫　
祇園町商工会� TEL：082-875-3476   安古市町商工会　　TEL：082-877-1180
沼田町商工会� TEL：082-848-2869   広島安佐商工会　　TEL：082-814-3169
高陽商工会　� TEL：082-842-0186   広島東商工会　　　TEL：082-892-0873
五日市商工会　�TEL：082-923-4138   府中町商工会　　　TEL：082-282-1859
広島安芸商工会�TEL：082-822-3728   熊野町商工会　　　TEL：082-854-0216
佐伯商工会　　�TEL：0829-72-0690   大野町商工会　　　TEL：0829-55-3111
宮島町商工会 � TEL：0829-44-2828　呉広域商工会　　　TEL：0823-70-5660
江田島市商工会 �TEL：0823-42-0168　安芸太田町商工会　TEL：0826-22-1221
北広島町商工会�TEL：0826-72-2380　安芸高田市商工会　TEL：0826-42-0560
黒瀬商工会　　�TEL：0823-82-3075　広島県央商工会　　TEL：082-437-0180
安芸津町商工会�TEL：0846-45-4141　三原臨空商工会　　TEL：0848-86-2238
大崎上島町商工会�TEL：0846-64-3505　尾道しまなみ商工会   TEL：0848-44-3005
世羅町商工会　�TEL：0847-22-0529　神辺町商工会　　　TEL：084-963-2001
沼隅内海商工会�TEL：084-987-0328　福山北商工会　　　TEL：084-976-3111
福山あしな商工会�TEL：0847-52-4882　神石高原商工会　　TEL：0847-89-0001
上下町商工会　�TEL：0847-62-3504　三次広域商工会　　TEL：0824-44-3141
備北商工会　　�TEL：0824-82-2904　東城町商工会　　    TEL：08477-2-0525

広島県の各地域

広島エキスパートバンク事業

専門家派遣

⑩
専門家派遣支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　小規模事業者又は創業を予定する者が必要とする専門
知識を有する者を、小規模事業者等からの要請に応じて、
直接又は個別相談会等集団指導の講師として派遣し、具
体的、実践的な事項について指導を行います。

http://www.okasci.or.jp/̃shoko/expert/index.html

貴社所在地の商工会又は岡山県商工会連合会へご連絡ください。
≪岡山県商工会連合会≫
岡山県商工会連合会  TEL：086-224-4341
≪岡山県内商工会≫　
岡山北商工会�TEL：0867-24-2131　 岡山西商工会　　TEL：086-293-0454
岡山南商工会�TEL：086-296-0765　 吉備中央町商工会TEL：0866-54-1062
瀬戸内市商工会TEL：0869-22-1010　 赤磐商工会　　　TEL：086-955-0144
備前東商工会�TEL：0869-72-2151　 和気商工会　　　TEL：0869-93-0522
つくぼ商工会� TEL：086-428-0256　 総社吉備路商工会TEL：0866-93-8000
真備船穂商工会TEL：0866-98-0265　 浅口商工会 　　   TEL：0865-44-3211
備中西商工会�TEL：0866-72-0247　 備北商工会           TEL：0866-42-2412
阿哲商工会� TEL：0867-92-6103　 真庭商工会　　　TEL：0867-42-4325
作州津山商工会TEL：0868-36-5533    鏡野町商工会        TEL：0868-54-3311
久米郡商工会  �TEL：0868-66-0033 　みまさか商工会      TEL：0868-73-6520

岡山県の各地域

岡山エキスパートバンク事業

⑨

支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

鳥取県の各地域

鳥取エキスパートバンク事業

⑦
専門家派遣

　各種専門的知識や技術面で困っている企業等に専門家やコンサル
タントを派遣し、その経営課題に対する指導助言を行ないます。（有料）

　お近くの商工会または商工会産業支援センターにご連絡ください。
≪鳥取県内１８商工会≫　
烏取市東商工会 TEL：0857-23-7433        岩美町商工会       TEL：0857-72-0588
烏取市西商工会 TEL：0857-82-0809        八頭町商工会       TEL：0858-72-2113
若桜町商工会     TEL：0858-82-1811       烏取市南商工会    TEL：0858-85-1160
智頭町商工会     TEL：0858-75-0039       湯梨浜町商工会    TEL：0858-32-0854
三朝町商工会     TEL：0858-43-3131       北栄町商工会        TEL：0858-37-4057
琴浦町商工会     TEL：0858-52-2178       米子日吉津商工会 TEL：0859-56-2700
大山町商工会     TEL：0859-54-2065       南部町商工会        TEL：0859-66-2035
伯耆町商工会     TEL：0859-68-2174       日南町商工会        TEL：0859-82-0145
日野町商工会     TEL：0859-72-0249       江府町商工会        TEL：0859-75-2333
≪産業支援センター≫
東部東商工会産業支援センター　TEL：0857-30-3009
東部西商工会産業支援センター　TEL：0858-85-6511
中部商工会産業支援センター　　TEL：0858-36-2868
西部東商工会産業支援センター　TEL：0859-37-0085
西部西商工会産業支援センター　TEL：0859-39-9797

http://shokoren.infosakyu.ne.jp/sien.html

専門家派遣支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　中国経済産業局が選定した中小企業支援の専門知識
や豊富な実績を有する「支援機関サポート・アドバイザー（Ｓ
Ａ）」がネットワークを構成する支援機関を巡回し、支援機関
の相談対応の一環として中小企業が抱える高度専門的な
課題に直接対応します。そして、必要な場合は専門家を派
遣し課題の解決を図ります。（無償の専門家派遣は、１事業
者における１支援課題について３回まで） 

http://www.chugoku.meti.go.jp/topics/chusho/110524.html（事業概要）

http://www.chugoku.meti.go.jp/topics/chusho/110524_4.pdf（支援機関一覧）

　各地域の支援機関に連絡し、ご相談ください。
支援機関名および連絡先は中国経済産業局HPにて
ご覧になれます。
中国経済産業局産業部中小企業課 TEL：082-224-5661

中国地域

中小企業支援ネットワーク強化事業

相談窓口

④
支援範囲

支援地域

制度名称

支援概要

支援機関
・

連絡先

HPアドレス

　民間企業での駐在経験（米国、欧州、中国、ＡＳＥＡＮ）が
あり、海外での知財経験が豊富な「海外知的財産プロデュ
ーサー」を配置し、海外での事業内容や海外展開国の知的
財産保護事情に適した権利化、事業化などの知的財産マ
ネジメントに関するアドバイスを行い、企業等の海外における
事業展開を知的財産の面から支援します。

http://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/index.html

独立行政法人工業所有権情報・研修館　活用促進部
　TEL：03-3580-6949

全国

海外知的財産プロデューサー事業

相談窓口 情報提供

③
専門家派遣

http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/hinsyuhogo.html#madoguchi
http://www.okasci.or.jp/~shoko/expert/index.html
http://www.yamacci.or.jp/manage/expert/index.html
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/henkan.htm
http://www.active-hiroshima.jp/list/index.html

