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知的財産ってなんだろうⅠ
1 「知的財産」とは、人間の創造的活動によって

生み出された発明や考案、植物の新品種、デ
ザイン、絵画や音楽等のほか、商標等の事業活動に
用いられる商品や役務を表示するものや営業秘密等
の無形の財産のことです。

知
的
財
産

発　明 考　案 デザイン

ブランド 著作物 ノウハウ

2 「知的財産」は、他の財産とは異なり容易に模倣
される特質を持っています。また、せっかくの「知

的財産」を「知的財産権」として権利化していないと
模倣されるだけでなく、他人が先に権利化した場合等
発明者自身も使用できなくなる恐れがあります。

知
的
財
産

特許権 実用
新案権 意匠権

商標権 著作権 営業秘密

3 「知的財産権」を意識的に「保護」「活用」し、
その知的財産活動を企業活動に取り入れるこ

とは、企業の競争力を高めます。 研究開発
（創造）

権利取得
（保護）

コスト回収
（活用）

利益 出願

知的財産権

Ｔｏｐｉｃｓ 発明の創造から特許の取得までの場面に応じて、様々な支援策が用意されています。
各支援策の詳しい内容は、それぞれの問い合わせ先で確認ください。

出
願
の
準
備

出
　
願

審
査
請
求

審
　
査

特
許
査
定

登
　
録

発 

明
活 

用

各種相談窓口の活用

審査請求料の
軽減

特許料等の
軽減

特許情報分析費用の補助
（研究開発段階）

先行技術調査
費用の補助

早期審査 巡回審査
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　政府の知的財産戦略本部が策定している知的財産推進計画では、地域の中小企業の知的財産の戦略的な活用を支援す
るため、地方経済産業局ごとに地域の官民からなる「地域知財戦略本部」を整備し、地域特性等を活かした地域独自の「地
域知財戦略推進計画」の策定を推進しています。
　これを受けて、中部経済産業局では、平成１７年９月に「中部地域知的財産戦略本部」を設置し、平成２５年３月に
は新たに第３期推進計画を策定しました。中部経済産業局では、同計画に基づいて様々な施策を実施してまいります。

中部知的財産戦略本部についてⅡ

第３期中部知的財産戦略推進計画
　第３期中部知的財産戦略推進計画では、今後、対応が求められる課題として５つの項目を抽出しました。この５つの
課題を解決するために、地域の中小企業等における知的財産経営の段階を「無関心」、「気付き」、「活用（理解・判断）」
並びに「発展（継続）」の４つの段階に区分し、地域中小企業等がより上位の段階へ「ステップアップ」できるよう段階
に応じた支援を展開します。また、段階に応じた支援を効果的に実施するため、先行事例等の情報を共有しながら、双
方向性を意識した施策の展開（コミュニケーション）も重要なものと位置付けています。

１.中部地域の中小企業等における知的財産経営の
導入・定着の促進

２.中部地域の中小企業等のグローバル展開におけ
る知的財産の活用の促進

３.中部地域の中小企業等における知的財産を活用
したデザイン・ブランド化の促進

４.知的財産の重要性の理解向上
５.中部地域で活躍する知的財産支援人材等の育成

第３期計画における５つの課題

第３期推進計画の目指すべき方向“ステップアップとコミュニケーション”を重視

中小企業等に対する段階的な支援

無関心無関心
気付き気付き

活 用活 用
（理解・判断）（理解・判断）

発 展発 展
（継続）（継続）

①「気付き」のための支援

②「活用」のための支援

③「発展」のための支援

Ⅰ  段階に応じた知的財産経営の強化（ステップアップ）を支援
　地域の中小企業等の知的財産経営の定着に向け、段階的に向上させる支援体系・環境を構築する。支援対象層の
特性に応じた事業を実施することで、中小企業等自らが知的財産経営を実践することが可能となる環境を提供する。
Ⅱ 「コミュニケーション型支援」の拡充
　上記「Ⅰ　段階に応じた知的財産経営の強化（ステップアップ）」を加速させる方法として、従来の「インフォ
メーション型」での支援の実施に加えて、「コミュニケーション型」の支援を充実させる。先行する取組から得
られる知見をフィードバックして活かすとともに、中小企業等の関係者間での情報共有を強化し、地域を挙げた
取組としていく。

※知的財産経営＝知的財産を経営資源と位置付け、その活用を経営者をはじめ組織全体で認識し、経営を行うもの。

知的財産に無関心な企業

知的財産の効用について
気付きを得た企業

知的財産の効用を理解・
判断して活用できる企業

知的財産経営
定着企業

知的財産に無関心な企業

知的財産の効用について
気付きを得た企業

知的財産の効用を理解・
判断して活用できる企業

知的財産経営
定着企業計画推

進によ
る伸長

ステッ
プアッ

プによ
る

成長を
支援

現　在 将　来

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
共
有
を
支
援
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中部地域の知的財産情報サイト
http://www.chubu.meti.go.jp/b36tokkyo/

中部知的財産戦略本部メールニュース

月
2
回
、
登
録
さ
れ
た

ア
ド
レ
ス
に
お
届
け

https://mm-enquete.meti.go.jp/form/fm/chubu01/touroku-chizai

ネットで見る

メールで見る

中部知的財産
戦略本部

メールニュース

申込先

知らなきゃ損する

情報満載
中
部
地
域
で
展
開
さ
れ
て
い
る

知
的
財
産
に
関
す
る
情
報
を

タ
イ
ム
リ
ー
に
提
供
し
て
い
ま
す
。
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国・県・市町村・関係団体の支援策Ⅲ
相談窓口1

知財総合支援窓口について
　中部経済産業局では、中小企業等の知的財産に関する課題や相談に対するワンストップサー
ビスを提供する「知財総合支援窓口」を各県に設置しています。本窓口では、弁理士等の専門
家や支援機関と連携し、中小企業等の皆様に分かりやすく利便性の高い支援を提供します。

無 料

知財総合支援窓口での主な支援内容
○窓口では、中小企業等のアイディア段階から国内外での事業展開までの知的財産に関連する課題や相談に対するワン
ストップサービスを行います。
○知的財産に関する知識や業務経験がある支援担当者が、中小企業等の皆様の知的財産に関する課題や相談内容に応じ
て、解決に向けた支援を行います。
○さらに、専門性が高い課題や相談に対しては、弁理士や弁護士等の知財専門家が中小企業等を訪問する等して、解決
に向けた支援を行います。
○各地域の中小企業支援機関とも連携し、中小企業等の知的財産の活用を含めた経営課題に対する支援を行います。

・自社技術を事業に活用したい
・研究開発の成果を適切に保護したい
・特許出願の明細書を見てほしい
・海外で模倣されているので対処したい
・事業モデルを踏まえ効果的に特許取得したい

中小企業等

・知的財産制度の説明を通じて、相談企業の技術力の活用方法を助言
・保護方法として、権利化すべきかノウハウ管理すべきか等を助言
・明細書の記載内容について助言
・海外の制度概要・手続方法の説明や知財専門家による支援
・知財専門家や地域の支援機関等による支援

知財総合支援
窓口

中小企業等の知的財産に関す
る課題や相談を知的財産に関
する知識・業務経験がある支
援担当者が支援

◎企業の知財部経験者
◎公的機関等の
　アドバイザー経験者
◎弁理士資格保有者

支援担当者

高度な専門性を要する課題や
相談に対しては、支援担当者
と知財専門家が、共同で支援

◎弁理士
◎弁護士
◎中小企業診断士
◎企業ＯＢ　等

知財専門家
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問い合わせ先 中部経済産業局　特許室（名古屋市中区栄2-10-19　名古屋商工会議所ビルB2F）
TEL 052ー 223ー 6604

産業財産権の出願、登録等の手続きに関するご相談
◎その他個別具体的な相談は、下記でも受け付けています。

　「特許」、「実用新案」、「意匠」、「商標」の出願及び登録手続き等の
産業財産権に関する相談や各種支援施策の紹介を行っています。アイ
ディアを権利化しようと考えているがどのような権利が取得可能か悩
んでいる方、特許出願等の手続きが分からない方等、どなたでもお気
軽にご相談ください。なお、各種知的財産関連書籍の閲覧できます。
　また、「特許」、「実用新案」、「意匠」、「商標」の登録原簿謄本の交
付を行っています。登録された産業財産権の存続、消滅、失効等、そ
の後の経過を調べる権利状況調査には「登録原簿」が必要です。交付
には、手数料として１件につき、1,100円（特許印紙）が必要です。

「知財総合支援窓口」の設置場所一覧

富山県工業技術センター技術開発館
高岡市二上町150　
富山県工業技術センター技術開発館1階
一般社団法人富山県発明協会内

0766-25-7259

富山県総合情報センタービル
富山市高田527番地　
富山県総合情報センター情報ビル2階
一般社団法人富山県発明協会内

076-432-1119

石川県地場産業振興センター新館
金沢市鞍月2丁目20番地　
石川県地場産業振興センター新館1階
一般社団法人石川県発明協会内

076-267-5918

一般社団法人岐阜県発明協会
（テクノプラザ）

各務原市テクノプラザ1-1テクノプラザ5階
一般社団法人岐阜県発明協会内 058-370-3550

公益財団法人
岐阜県産業経済振興センター
（ふれあい福寿会館）

岐阜市藪田南5丁目14-53　
ふれあい福寿会館10階
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター内

058-278-0613

愛知県産業労働センター
（ウインクあいち）

名古屋市中村区名駅4丁目4番38号　
愛知県産業労働センター14階
公益財団法人あいち産業振興機構内

052-462-1134

名古屋商工会議所ビル
名古屋市中区栄2-10-19　
名古屋商工会議所ビルB2F
一般社団法人愛知県発明協会内

052-223-6765

愛知県東三河総局
※毎週水曜日〈事前予約制〉
※1週間前までにご予約ください

豊橋市八町通り5-4 052-462-1134
052-223-6765

愛知県技術開発交流センター
※毎週水曜日〈事前予約制〉
※1週間前までにご予約ください

刈谷市恩田町1-157-1
あいち産業科学技術総合センター
産業技術センター内

052-462-1134
052-223-6765

公益財団法人三重県産業支援センター
津市栄町1-891　
三重県合同ビル5階
公益財団法人三重県産業支援センター内

059-271-5780

公益財団法人三重県産業支援センター　
高度部材イノベーションセンター

四日市市塩浜町1-30
公益財団法人三重県産業支援センター
高度部材イノベーションセンター内

059-349-2205

都道府県 主な窓口設置場所 所在地 連絡先

富山県

石川県

岐阜県

愛知県

三重県
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農林水産省の知的財産、地域ブランド情報　HP ： http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/

農林水産業のための知的財産相談窓口 【東海農政局、北陸農政局】
　知的財産は商工業分野のものだけではありません。今後は農林水産分野における知的財産活用がますます重要に
なってきます。
　「地域の農林水産物や食品をブランド化して全国展開を図りたい」、「新たな栽培方法による農林水産物を独占的
に生産したい」といった様々な相談に対し、各農政局では相談窓口を設置し、相談内容にお応えできる適切な機関
を紹介しています。
　農林水産業、食品産業において、知的財産権の活用をお考えの農業者・事業者の方は、ぜひ一度お近くの農政局
までお問い合わせください。

◆愛知県・岐阜県・三重県の方◆

東海農政局知的財産相談総合窓口
設置場所：東海農政局 経営・事業支援部 事業戦略課
　　　　　TEL：052-201-7271（内線2713）
　　　　　FAX：052-219-2670
　　　　　〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2
受付方法：電話・FAX・郵便
受付時間：平日の9時から17時
（電話相談は、12:00～13:00及び土・日・祝日・
年末年始を除く。なお、FAX・郵便での相談は常時
受け付けています。）

◆新潟県・富山県・石川県・福井県の方◆

北陸農政局知的財産相談総合窓口
設置場所：北陸農政局 経営・事業支援部 事業戦略課
　　　　　TEL：076-263-2161（内線3949）
　　　　　FAX：076-234-3076
　　　　　〒920-8566 石川県金沢市広坂2-2-60
受付方法：電話・FAX・郵便
受付時間：平日の8時30分から17時15分
（電話相談は、12:00～13:00及び土・日・祝日・
年末年始を除く。なお、FAX・郵便での相談は常時
受け付けています。）

名古屋税関からのお知らせ

ニセモノでお困りではないですか？
～差止申立制度～

差止申立制度とは

認定手続きとは

知的財産権侵害物品の輸出・輸入を止めたい　⇒　税関にお問い合わせください

問い合わせ先：名古屋税関知的財産調査官
TEL：052-654-4116
H P：http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm

　特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を侵害する貨物が輸出又は輸入されよ
うとする場合、又は、不正競争防止法第２条第１項第１号から３号まで、第１０号又は第１１号に掲げる不正競争
行為による営業上の利益を侵害する貨物が輸出又は輸入されようとする場合に、税関長に対し当該貨物の輸出又は
輸入を差止め、認定手続きを執るべきことを申し立てる制度です。
　税関は平成２６年に約３万２千件、点数にして約９０万点の知的財産権侵害物品の輸入を水際で差し止めました。

　輸出又は輸入される貨物が知的財産侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きのことです。
　知的財産権侵害物品に該当すると認定されれば、最終的に没収されることになります。



7

問い合わせ先

愛知県　産業労働部　産業科学技術課 研究開発支援グループ
TEL 052ー 954ー 6370／FAX 052ー 954ー 6977／E-mail san-kagi@pref.aichi.lg.jp
愛知県知的所有権センター（あいち産業科学技術総合センター内）
TEL 0561ー 76ー 8318／FAX 0561ー 76ー 8319

問い合わせ先

日本弁理士会北陸支部
TEL 076ー 266ー 0617／E-mail info-hokuriku@jpaa.or.jp
日本弁理士会東海支部
TEL 052ー 211ー 3110／E-mail info-tokai@jpaa.or.jp

特許・意匠・商標なんでも１１０番 【日本弁理士会北陸支部・東海支部】
　特許・実用新案・意匠・商標の出願手続き、調査、鑑定、異議申立、訴訟はもちろん、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。
■開設日時
〈北陸支部〉　（事前予約制）詳細についてはホームページを参照ください。
　　　　　　http://www.jpaa-hokuriku.jp
〈東海支部〉　毎週月～金曜日（事前予約制）午後1時～午後4時
　　　　　　http://www.jpaa-tokai.jp/soudan.html
※土・日・祝日及び毎年12月28日から翌年1月7日はお休みです。

問い合わせ先 （独）中小企業基盤整備機構中部本部　TEL 052ー 220ー 0516
（独）中小企業基盤整備機構北陸本部　TEL 076ー 223ー 5546

産業財産権に関する相談 【（独）中小企業基盤整備機構中部本部、北陸本部】
　中小企業の様々な経営課題解決や成長支援のために経験豊富な専門家であるアドバイザーを配置し、皆様の相談
にお応えしております。その一環として特許、実用新案、意匠及び商標の出願、登録手続きに関する相談をはじめ、
特許等の権利侵害への対応、特許等に関する各種支援等の情報提供等を下記のとおり各本部において行っておりま
すので、気軽にご相談下さい。相談は無料です。
〈中部本部〉　月１～２回　　〈北陸本部〉　月1回

問い合わせ先 （公財）名古屋産業振興公社　名古屋市新事業支援センター
TEL 052ー 735ー 0808／E-mail shien@nipc.or.jp/

知的財産に関する相談 【名古屋市】
　中小企業者や創業予定者を対象に、経営戦略や創業、新事業展開における知的財産に関する相談に応じます。
民間企業出身のプロジェクトマネージャー等が対応し、内容によっては専門家による無料相談も行っています
（4回まで）。

特許総合相談窓口 【愛知県】
　知的財産に関する相談を、分野を問わず、ホームページ、ファクシミリ等で受け付けています。受け付けた相談
は、内容に応じ、適切な支援機関へ紹介します。
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審査請求料・特許料等の軽減制度2

特許料等の減免について
　個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料・特許料（第1年分～10年分）及び国際出願
に係る調査手数料等の納付について、一定の要件を満たした場合、軽減措置が受けられます。
　平成26年度から中小ベンチャー企業・小規模企業等を対象とした軽減措置が新設されました。

中小ベンチャー企業・小規模企業等を対象とした場合（平均的試算）

※国際出願にかかる手数料については、国際出願促進交付金による交付金を受けた場合を含む

（詳細はこちらのHPでご確認ください）　
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm

審査請求料
・

特許料
約27万円
減

約27万円
減約41万円 約14万円

国際出願
手数料※

約18万円
減

約18万円
減約27万円 約9万円

通　常 軽減後
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一定の要件を満たす中小企業等を対象に、
審査請求料、特許料及び国際出願に係る手数料等の
料金が減免されます！

○中小ベンチャー企業・小規模企業等を対象とした軽減措置
平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合、産業競争力強化法に基づく特
許料等の軽減措置が受けられます。

＜軽減措置＞

手続フロー

審査請求料 ：１／３に軽減
特許料（１～10年分） ：１／３に軽減
調査手数料・送付手数料 ：１／３に軽減
予備審査手数料 ：１／３に軽減

＜軽減措置＞
国際出願手数料 ：納付金額の２／３相当額を交付
取扱手数料 ：納付金額の２／３相当額を交付

【対象】①～④のいずれかの要件に該当する小規模企業等

【措置内容】

※　小規模とは従業員20人以下（商業又はサービス業は5人以下）を言います。
※　③及び④は、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。

※国際出願に係る手数料の軽減措置、交付金については、日本語でされた国際出願に限ります。
※1 ／ 3 に軽減後の額に端数が生じた場合、10 円未満の端数は切り捨てた額で納付して下さい。

要件 証明書類
①　小規模の個人事業主 小規模の要件に関する証明書
②　事業開始後10年を経過していない個人事業主 事業開始届

③　小規模企業（法人） 小規模の要件に関する証明書
法人税確定申告書別表第２、株主名簿・出資者名簿

④　設立後10年未満で資本金3億円以下の法人 定款又は法人の登記事項証明書
法人税確定申告書別表第２、株主名簿・出資者名簿

①「出願審査請求書」、「特許料納付書」、「国際出願の願書」、「予備審査請求書」 オンライン又は
書面の提出

②「軽減申請書」＋「添付書類（証明書等）」　※①と同時に

A「交付申請書」＋「添付書類（証明書等）」　※料金納付日等から6月以内　　

書面にて提出

書面にて提出

B「交付決定通知書」及び交付金の交付

申
　
請
　
人

特
　
許
　
庁

＜国際出願促進交付金＞のフロー
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※１　実用新案に係る減免・猶予措置は、考案者本人又は相続人が料金を納付する場合に限ります。
※２　通常、第１年分～第３年分の実用新案登録料は、出願時に納付する必要がありますが、猶予措置の適用を受けた場合、登録料の
　　　納付期限が３年間延長されます。
※３　証明書については、あくまでも例示です。要件を確認することができる他の書類でも、証明書として利用可能な場合があります。

【措置内容】審査請求料：半額　　特許料（１～１０年分）：半額

　問い合わせ先

【審査請求料】
　特許庁 審査業務部 審査業務課 方式審査室　
　（国際出願以外）　　　　TEL 03ー 3581ー 1101　（内線 2616）
　（国際出願／指定官庁）　TEL 03ー 3581ー 1101　（内線 2644）
【国際出願に係る手数料】
　特許庁 審査業務部 出願課 国際出願室　　TEL 03ー 3581ー 1101　（内線 2643）

（個人・法人、中小ベンチャー
企業等に関するもの）

○個人を対象にした減免措置

手続フロー

【対象・措置内容】次の①～⑤のいずれかの要件に該当する個人

①「軽減申請書」＋「添付書類（証明書等）」 書面にて提出

②「出願審査請求書」、「特許料納付書※」等 オンライン又は
書面の提出

申
　
請
　
人

特
　
許
　
庁※特許料が免除される年分については「特許料納付書」を提出する必要はありません。

要件

①生活保護を
　受けている者 免除 免除 半額軽減 免除 免除 生活保護を受けてい

ることを証する書面
②市町村民税が
　課されていない者 免除 免除 半額軽減 免除 免除 市町村民税

（非）課税証明書
③所得税が
　課されていない者 半額軽減 半額軽減 半額軽減 半額軽減 ３年猶予（※２） 納税証明書（その１）、

源泉徴収票
④事業課税が課されて
　いない個人事業主 半額軽減 半額軽減 半額軽減 ― ― 事業税納税証明書

⑤事業開始後１０年未満
　の個人事業主 半額軽減 半額軽減 半額軽減 ― ― 事業開始届

審査請求料 特許料
（１～３年分）

特許 実用新案（※１）
特許料

（４～１０年分）
技術評価の
請求手数料

登録料
（１～３年分）

証明書類（※３）

○法人を対象とした軽減措置
【対象】①～③の全ての要件を満たす法人

①次のいずれか 法人税が課されていない 法人税確定申告書別表第１、納税証明書（写しも可）
設立後10年を経過していない 定款、寄付行為、法人登記事項証明書

②資本金3億円以下である 定款、法人登記事項証明書、前事業年度末の貸借対照表
③他の法人に支配されていない 法人税確定申告書別表第２、株主名簿・出資者名簿

要件 証明書類（各欄記載ごとのいずれか一つを提出）

個人・法人を対象とした減免申請は、審査請求又は特許料納付の際に特許庁へ申請してください。
その際に納付する審査請求料又は特許料は、減免後の金額を納付してください。



②「確認書」交付

（２）いずれかの認定事業等の成果に関する発明（事業開始から事業終了後２年以内に出願されたもの）

（３）いずれかの計画に従って承継した発明

申請書のあて先
及び問い合わせ先 中部経済産業局　地域経済部　産業技術課　特許室　

（〒460-8510　名古屋市中区三の丸２－５－２）
TEL 052ー 951ー 2774（研究開発型中小企業に

関するもの）
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○研究開発型中小企業を対象とした軽減措置

手続フロー

【対象】

1.　個人事業主 ①表１の研究開発要件のいずれかを満たすこと
②従業員数が業種により表２の人数以下

2.　会社 ①表１の研究開発要件のいずれかを満たすこと
②従業員数が業種により表２の人数以下又は資本金の額若しくは出資の総額が表３の額以下

3.　組合 ①表１の研究開発要件のいずれかを満たすこと

表２（業種毎の従業員数の基準）

【措置内容】審査請求料：半額軽減　　特許料（１～１０年分）：半額軽減

a ３００人製造業、建設業、運輸業、
その他（b～e以外）

b ５０人小売業
c １００人卸売業、サービス業
d ２００人旅館業
e ９００人ゴム製品製造業

表3（業種毎の資本金の額若しくは出資の総額の基準）

a ３億円製造業、建設業、運輸業、
その他（b～c以外）

b ５千万円小売業、サービス業
c １億円卸売業

表１（研究開発要件（１）～（３））

（１）試験研究費等比率が収入金額の３％超

・中小企業技術革新支援制度（ＳＢＩＲ）の補助金等交付事業
・承認経営革新計画における技術に関する研究開発事業
・認定異分野連携新事業分野開拓計画における技術に関する研究開発事業
・旧中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法における認定事業
・中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律における認定事業

・承認経営革新計画
・認定異分野連携新事業分野開拓計画
・中小企業ものづくり基盤技術の高度化に関する法律における認定計画

①「軽減申請書」＋「添付書類（証明書等）」 書面にて提出

③「出願審査請求書」又は「特許料納付書」 オンライン又は
書面の提出

申
　
請
　
人

特
　
許
　
庁

経
済
産
業
局
等

（確認書番号（又は申請中の旨）を記載）



問い合わせ先 特許庁　普及支援課　産業財産権専門官
TEL 03ー 3581ー 1101（内線2340）

知的財産権制度説明会 （初心者向け）【特許庁】
　知的財産についてこれから学びたい方や、新たに企業の特許部門等に配属された初心者レベルの方を対象にした
知的財産権に関する初心者の方向けの説明会を開催します。

問い合わせ先 特許庁　普及支援課　産業財産権専門官
TEL 03ー 3581ー 1101（内線２３４０）

知的財産権制度説明会 （実務者向け）【特許庁】
　知的財産権業務に携わっている方々を対象に、特許、意匠、商標とその運用をはじめ、改正特許法及び改訂審査基
準、審査制度の運用、ＰＣＴ制度の概要及び実務等、実務上必須ともいえる諸制度についての説明会を開催します。

中部知財フォーラム
　地域企業をはじめ一般市民の方を対象に、知的財産に関する最新情報や知的財産の活用事例等を紹介し、知的財
産の重要性を理解するためのフォーラムを開催します。

問い合わせ先 中部経済産業局　地域経済部　産業技術課　特許室
TEL 052ー 951ー 2774／E-mail chb-chizai@meti.go.jp

地域のニーズに適した講習会
　地域のニーズに応じた知的財産の取得・活用に向けた講演会等を開催し、知的財産の普及啓発活動を実施します。

中小企業のための知財経営サロン
　知的財産に関する悩みを持たれている中小企業経営者の方々が、弁理士に気軽に相談・意見交換できる場とし
て、「中小企業のための知財経営サロン」を開催します。

問い合わせ先

日本弁理士会東海支部
TEL 052ー 211ー 3110／E-mail info-tokai@jpaa.or.jp
愛知県　産業労働部　産業科学技術課　研究開発支援グループ
TEL 052ー 954ー 6370／E-mail san-kagi@pref.aichi.lg.jp

休日パテントセミナー
　知的財産に興味があり勉強してみたいという方に対し、その正しい知識を習得していただくため、知的財産の専
門家である弁理士が、シリーズ形式で各テーマにつき分かりやすく解説する無料市民講座を開催します。

３. １　事業者の方、一般の方向け
セミナー、説明会、講演会等３
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知財人材ネットワーク 【愛知県】
　企業の知財担当者や弁理士、弁護士、中小企業診断士、技術士、金融機関・大学関係者等の様々な分野の専門家
が一緒になって中小企業の知的財産活動を総合的に支援するネットワークの形成を目的として、知財に関するスキ
ルアップと参加者間の交流促進を図る研究会を開催します。

地域知財力・海外展開支援セミナー 【愛知県】
　愛知県内企業や市町村・地域団体等の知財力を強化し、地域の総合力を高めることを目的に、事業者等の海外展
開における模倣品被害や特許権侵害、冒認出願等への対応について講習会を開催します。

「愛知の発明の日」記念講演会 【愛知県】
　愛知県の産業発展の礎を築いた豊田佐吉翁が、明治31年に初めて動力機械の特許を取得した8月1日を「愛知の発明の
日」とし、知的財産の大切さを県民や企業の皆さんとともに考える講演会（今年度は7月31日開催）を開催します。ま
た、愛知の発明の日協賛事業として、夏休み期間中に、愛知県内各地で小学生から大人まで楽しめる行事を行います。

問い合わせ先 愛知県　産業労働部　産業科学技術課　研究開発支援グループ
TEL 052ー 954ー 6370／E-mail san-kagi@pref.aichi.lg.jp

知財経営戦略講演会 【愛知県】
　経営戦略に知的財産を組み込み活用する「知財経営」を、広く中小企業の経営者や知財担当者の方に普及するため
の講演会を行います。

問い合わせ先 石川県　商工労働部　産業政策課
TEL 076ー 225ー 1512

知的財産セミナー 【石川県】
　知的財産に関する意識の向上を図るため、専門の講師を派遣し、業種・業界のニーズに応じたテーマによる実践
的な内容のセミナーを開催します。また、企業内の知財担当者の人材育成に計画的に活用できるレベル別の実務研
修を実施します。

問い合わせ先

（一社）富山県発明協会　TEL 0766ー 27ー 1150
（一社）石川県発明協会　TEL 076ー 267ー 5996
（一社）岐阜県発明協会　TEL 058ー 370ー 8851
（一社）愛知県発明協会　TEL 052ー 223ー 5641
（一社）三重県発明協会　TEL 059ー 222ー 0003

発明とくふう展
（一社）各県発明協会では、発明家・発明家の卵（児童・生徒）が創作した発明品・アイディア作品の展示会を開
催します。特に優秀な作品には、大臣表彰や知事表彰等の賞が贈呈されます。
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問い合わせ先 日本弁理士会東海支部
TEL 052ー 211ー 3110／E-mail info-tokai@jpaa.or.jp

「弁理士の日」記念フェスタ
　弁理士法の前身である「特許代理業者規則」が施行された明治32（1899）年7月1日を記念して「弁理士の
日」と定め、その日の直近の土曜日に、知的財産に関する相談会の他、ステージショー、発明工作教室及び知財ク
イズ等を実施することにより、中学生以下の子供たちに対して、知的財産制度を身近に感じていただくようイベン
ト形式で実施します。

問い合わせ先 （一社）富山県発明協会
TEL 0766ー 27ー 1150

ワンパク発明教室
　富山県内児童の発明工夫、創造性の高揚を図ることを目的に、とやま科学技術週間（7月21日～8月10日）中に
開催し、講師による指導のもと、子供たちの興味を惹く実験やものづくりを実施します。
【対象者】 富山県内の小学生
【実施期間】 毎年夏休み期間中に開催
【参加費】 無料

問い合わせ先 （公財）名古屋産業振興公社　研究開発支援課
TEL 052ー 736ー 5680

なごや・サイエンス・ひろば
　なごやサイエンスパークでは、夏休みの1日に科学工作教室、サイエンスショーや体験型ブースなど色々なイベ
ントを開催し、科学技術、発明や工夫に理解と関心を深めていただく機会を設けています。
【実施期間】 毎年夏休み期間中に開催
【参加費】 無料

３. 2　子ども向け
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少年少女発明クラブ
　（一社）各県発明協会は、青少年の自由闊達な想像力を尊重し、科学技術に対する夢と情熱を育み、想像力豊か
な人間形成を図ることを目的として、1974年から少年少女発明クラブ事業を行っています。

問い合わせ先

（一社）富山県発明協会　TEL 0766ー 27ー 1150
（一社）石川県発明協会　TEL 076ー 267ー 5996
（一社）岐阜県発明協会　TEL 058ー 370ー 8851
（一社）愛知県発明協会　TEL 052ー 223ー 5641
（一社）三重県発明協会　TEL 059ー 222ー 0003



問い合わせ先

（富山県）公益財団法人富山県新世紀産業機構
（石川県）公益財団法人石川県産業創出支援機構
（岐阜県）公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
（愛知県）公益財団法人あいち産業振興機構
（三重県）公益財団法人三重県産業支援センター
（全　国）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

TEL 076ー 444ー 5606
TEL 076ー 267ー 6291
TEL 058ー 277ー 1092
TEL 052ー 715ー 3074
TEL 059ー 228ー 3171
TEL 03ー 3582ー 5642

地域中小企業外国出願支援事業
≪富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県≫
　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等に対
して、外国出願にかかる費用の半分を助成します。
独立行政法人日本貿易機構（ジェトロ）と各都道府県等中小企業支援センターが窓口となり、全国の中小企業の皆
様が支援を受けることができます。
　平成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法人等も応募できるよう
になりました。また、意匠においては、２７年度に施行される「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象
となります。
【補助率】
　1/2
【補助額】
　1企業に対する上限額：300万円
　（特許出願、実用新案出願、意匠出願、商標出願について併せて複数案件の補助を受ける場合の上限額）
【案件ごとの補助上限額】
　特許出願150万円、実用新案・意匠・商標出願60万円、冒認対策商標出願30万円
　（企業に対する補助上限額については各支援センターでこれ以下の金額を上限額として設定している場合があり
　ますので、個別にお問い合わせください）
【対象経費】
　外国特許庁への出願料、外国出願に要する弁理士費用、翻訳費用等

問い合わせ先 独立行政法人日本貿易振興機構　知的財産課
TEL 03ー 3582ー 5642

中小企業等海外侵害対策支援事業 （模倣品対策支援）
　海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業のお客様のために、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、
市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、その調査および一部の権利行使にかかった経費の2/3（上限
額：400万円）をジェトロが負担します。
【対象者】
　中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ（構成員のうち中小企業者が3分の2以上占める者）
【対象経費】
　現地侵害調査費
　模倣品業者への警告文作成費
　行政摘発費用　等
【補助率等】
　補助率2/3（上限額400万円）

4. １　海外展開支援策
補助金等支援策4 （※）補助金等の詳細については各問い合わせ先まで確認ください。
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問い合わせ先 独立行政法人日本貿易振興機構　知的財産課
TEL 03ー 3582ー 5642

中小企業等海外侵害対策支援事業 （防衛型侵害対策支援）
　海外で産業財産権に係る係争に巻き込まれており、防衛型侵害対策を行おうとする中小企業のお客様のために、
当該対策にかかった係争費用（採択から2015年12月31日までに発生する費用）の2/3（上限額：500万円）を
ジェトロが負担します。
【対象者】
　中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ（構成員のうち中小企業者が3分の2以上占める者）
【対象経費】
　採択決定後、平成27年12月31日までに発生した（損害賠償・和解金を除く）係争費用
【補助率等】
　補助率2/3（上限額500万）

問い合わせ先 独立行政法人日本貿易振興機構　企画課
TEL 03ー 3582ー 5539

日本発知財活用ビジネス化支援
　中堅・中小企業の知財を活用した海外でのビジネス展開を支援し、ビジネスチャンスの拡大を図ります。
【対象者】
　小規模の個人事業主
　中小企業又は中小企業で構成されるグループ
　中堅企業（売上高１０００億円未満もしくは従業員１０００人未満の企業）
【対象経費】
　海外での展示会出展、デモ広報展示等に関する経費
　海外ニーズ調査費
　知財や海外ビジネス専門家の助言等支援
　ジェトロウェブサイトでの多言語による企業の知財についての紹介

問い合わせ先

独立行政法人日本貿易振興機構　知的財産課　TEL 03ー 3582ー 5198
独立行政法人日本貿易振興機構　富山　　　　TEL 076ー 444ー 7901
独立行政法人日本貿易振興機構　金沢　　　　TEL 076ー 268ー 9601
独立行政法人日本貿易振興機構　名古屋　　　TEL 052ー 589ー 6210
独立行政法人日本貿易振興機構　岐阜　　　　TEL 058ー 271ー 4910
独立行政法人日本貿易振興機構　三重　　　　TEL 059ー 228ー 2647

海外支援展開に係る知的財産権保護のための情報提供
　ジェトロでは、政府機関や民間団体とも連携しつつ、知的財産についての情報提供を行い、海外でビジネス活動
をする企業を支援します。（http://www.jetro.go.jp/themetop/ip/）
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問い合わせ先 富山県　商工労働部　商工企画課　新産業科学技術班
TEL 076ー 444ー 3245

地域団体ブランド発信応援事業 【富山県】
　地域ブランドの活用を促進するため、地域団体商標等の出願に要する経費に対して補助します（募集：随時）。
【対象者】
　商標法の定める要件を備えた富山県内の社団法人、その他社団及び事業協同組合等
【対象経費】
　出願手数料、出願及び先行調査に要する弁理士又は弁護士の手数料
【補助率等】
　補助対象経費の1/2（上限10万円）

問い合わせ先 石川県　商工労働部　産業政策課
TEL 076ー 225ー 1512

開放特許の活用等に対する制度融資 【石川県】
　開放特許を活用して行う新規事業に関する設備投資や、技術開発に伴う特許の集中的な取得経費等について、県
制度の融資の対象とし、事業化等に必要な資金需要に応えることにより、中小企業の開放特許の活用等を支援しま
す。

問い合わせ先 安城市役所　産業振興部　商工課
TEL 0566ー 71ー 2235／E-mail shoko@city.anjo.aichi.jp

がんばる中小企業応援事業 【愛知県安城市】
　特許、実用新案又は意匠出願を行う中小企業者に対し、出願に係る申請書類の作成費用を補助します。
【対象者】
　安城市内で事業を営む中小企業者
（法人にあっては本社、個人にあっては住所地又は主たる事務所を市内に有するもの）
【対象経費】
　特許、実用新案又は意匠出願に必要な出願書類作成費用
【補助率等】
　補助対象経費の1/2（1社あたりの補助上限額は60万円／年度）

問い合わせ先 一宮市役所　経済部　経済振興課　商工・労政グループ
TEL 0586ー 28ー 9130／E-mail keizai@city.ichinomiya.lg.jp

中小企業ISO取得及び特許・実用新案出願支援補助事業 【愛知県一宮市】
　一宮市内に事業所を有する中小企業者に対し、良好な品質管理、環境に配慮した経営体制、食品安全、また情報
セキュリティの構築や創造的産業を育成するため、特許・実用新案の出願及びISO取得について補助します。
【補助率等】
　補助対象経費の1/2（上限：特許15万円、実用新案10万円、ISO取得50万円）

4. 2　地方自治体支援策
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問い合わせ先 大府市役所　産業振興部　商工労政課　工業振興係
TEL 0562ー 45ー 6227／E-mail shoko@city.obu.lg.jp

大府市中小企業研究開発等促進事業費補助制度 【愛知県大府市】
　大府市内の中小企業等の経営基盤の強化を図るため、国内又は国外特許の取得（知的財産権取得事業）に係る事
業費を補助します。
【対象者】
　大府市内に事業所を有し、事業に係る市税を完納している中小企業者及び個人事業主のうち、国内又は国外特許
　の取得を出願しているもの
【対象経費】
　特許庁及び弁理士に支払う費用
【補助率等】
　補助対象経費の総額の1/2以内（上限15万円）

問い合わせ先 春日井市役所　産業部　企業活動支援課
TEL 0568ー 85ー 6247／E-mail kigyo@city.kasugai.lg.jp

知的財産権取得事業助成金 【愛知県春日井市】
　知的財産の保護又は活用の推進を図るため、発明及び実用新案の出願に要する経費を補助します。
【対象者】
　中小企業者又は個人
　（同一事業を引き続き6ヶ月以上春日井市内で営んでいる者又は春日井商工会議所の推薦を受けているものに限る）
【対象経費】
　国内特許庁に提出した特許（PCT出願を含む）の出願・出願審査請求及び実用新案の出願に要する経費
【補助率等】
　補助対象経費の1/2以内かつ10万円以内の額（補助上限額は50万円/年度）

問い合わせ先 小牧市　地域活性化営業部　商工振興課
TEL 0568ー 76ー 1112／E-mail shoukou@city.komaki.lg.jp 

小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金 【愛知県小牧市】
　知的財産の活用を推進し、企業価値及び資質の向上を図るため、知的財産権の取得をしようとする事業者に対
し、その経費の一部を補助します。
【対象者】
　次の用件を全て満たす方です。
　（1）中小企業者である方
　（2）市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
　（3）市税の滞納のない方
　（4）暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでない方
【対象経費】
　（1）特許の出願及び出願審査請求又は国内実用新案登録の出願に係る手数料
　（2）弁理士に支払った特許の出願及び出願審査請求又は国内実用新案登録の出願に係る手数料相当額並びに弁
　　　　理士への報酬（成功報酬を除く。）及び経費
【補助率等】
　補助対象経費×1/2
　※ 100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とします。
　※ 1つの知的財産権につき15万円及び1つの事業者あたり1年度につき50万円を限度とします。
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問い合わせ先 瀬戸市役所　産業課　工業係
TEL 0561ー 88ー 2651／E-mail kogyoshinko@city.seto.lg.jp

陶都瀬戸躍進会議知的財産権登録事業補助金 【愛知県瀬戸市】
　瀬戸市内中小企業者の新商品・新技術開発を促進するため、知的財産権を取得するために要する経費を補助します。
【対象者】
　瀬戸市内に事業所を有する中小企業者又は中小企業者で組織する団体
【対象経費】
　国内特許庁に提出した知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権及び商標権に限る。）の出願又は出願審査の請
求に係る手数料
【補助率等】
　補助対象経費の1/2（1,000円未満切り捨て、上限10万円）

問い合わせ先 田原市　産業振興部　商工観光課
TEL 0531ー 23ー 3522／E-mail syoko@city.tahara.aichi.jp

６次産業化等促進支援事業費補助金 【愛知県田原市】
　６次産業化又は農商工連携による新商品開発等を支援します。
【対象者】 田原市内に住所を有する農林漁業者又は市内に活動拠点又は本社を有する中小企業者
【対象経費】 原材料費、開発費、知的財産権取得に要する経費等
【補助率等】 補助率1/2（上限50万円）

問い合わせ先 知多市役所　環境経済部　商工振興課
TEL 0562ー 33ー 3151（内線249）／E-mail shoukou@city.chita.lg.jp

中小企業チャレンジ事業支援補助金 【愛知県知多市】
　経営革新計画に基づき、新商品等の国内特許を出願する事業（特許取得事業）に補助金を交付します。
【対象者】
　知多市内に本社を有し、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第9条の規定により、承認を受けた経営
革新計画に基づき、特許取得事業を行う者
【対象経費】
　国内特許の出願に係る経費のうち、特許庁に支払う印紙代及び弁理士費用
【補助率等】
　補助対象経費の1/3以内（上限10万円）

問い合わせ先 豊川市役所　産業部　商工観光課　商工労政係
TEL 0533ー 89ー 2140／E-mail shoko@city.toyokawa.lg.jp

新技術導入研修費等補助 （知的財産権取得事業）【愛知県豊川市】
　豊川市内の中小企業者が知的財産権を取得する際に要する経費を補助します。
【対象経費】 特許庁へ支払う出願審査請求手数料（国内特許）及び技術評価請求手数料（実用新案）
【補助率等】 補助対象経費の1/2（上限9万円）
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問い合わせ先 豊橋市役所　産業部　商工業振興課
TEL 0532ー 51ー 2425／E-mail shokogyo@city.toyohashi.lg.jp

豊橋市知的財産権取得事業費補助金 【愛知県豊橋市】
　豊橋市内の中小企業者が知的財産権取得に要する経費を補助します。
【対象者】 豊橋市内に本社がある全従業者数100人以下の中小事業者（その他諸条件あり）
【対象経費】 特許、実用新案の出願に係る手数料（手続きを弁理士に依頼した場合はその弁理士費用）
【補助率等】 補助対象経費の1/2（1,000円未満切り捨て、上限15万円（年間3回まで））
【その他留意点】 申請期限は出願の日から1年以内

問い合わせ先 扶桑町役場　産業建設部　産業環境課
TEL 0587ー 93ー 1111／E-mail sangyou_sc@town.fuso.lg.jp

中小商工業者等活性化支援事業補助金 【愛知県扶桑町】
　町内の中小商工業者等が行う特許出願、実用新案の出願及び国際標準化機構（ISO）が定めた国際規格の認証取
得に関する事業に対して補助します（特許等の出願については中小商工業者が企業の場合は、町内に本社を有する
こと）。

問い合わせ先 みよし市役所　環境経済部　産業課
TEL 0561ー 32ー 8015／E-mail sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

知的財産取得支援事業 【愛知県みよし市】
　みよし市商工業活性化補助金交付要綱に基づき、知的財産取得支援事業の補助を行います。
【対象者】 市内の商工業者で、商工会加入者又は加入予定者
【対象経費】 特許申請、実用案件、意匠登録、商標登録の申請に必要な費用
【補助率等】 補助率1/2以内（限度額20万円／各申請同一年度１回限り）

問い合わせ先 大口町　産業建設部　環境経済課
TEL 0587ー 95ー 1612／E-mail kankyoukeizai@town.oguchi.lg.jp

大口町中小企業支援事業補助金 （特許等出願支援事業）【愛知県大口町】
　産業財産権取得のために特許庁に支払う費用及び手続きを弁理士に依頼した場合の弁理士手数料を補助します。
【対象者】
　大口町内で継続して事業を営む中小企業者
【対象経費】
　特許、実用新案又は意匠出願に係る手数料（出願手数料及び電子化手数料）や特許出願審査請求手数料及び実用
　新案技術評価請求手数料
【補助率等】
　補助対象経費の1/2（1事業者の申請上限は30万円/年度）
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問い合わせ先 高山市役所　ブランド・海外戦略部　ブランド戦略課
TEL 0577ー 35ー 3001／E-mail brand@city.takayama.lg.jp

飛騨高山ブランド振興事業補助金 【岐阜県高山市】
　高山市内の産業団体等が行う地域団体商標制度を活用した地域ブランドの展開のための経費を補助します。
【対象者】 地域団体商標を既に取得したか、又はこれから取得しようとするもの
【対象経費】 国内又は海外出願及び登録に要する経費等
【補助率等】 補助対象経費の1/3以内（上限20万円　又は　50万円）

問い合わせ先 飛騨市役所　企画商工観光部　企画課
TEL 0577ー 73ー 6558／E-mail kikaku@city.hida.gifu.jp

市民発明支援事業補助金 【岐阜県飛騨市】
　飛騨市民等による出願、出願審査請求及び実用新案技術評価書の請求に係る事務費用を補助します。
【対象者】 特許又は実用新案の出願を行う飛騨市民及び個人事業主
【対象経費】 出願、出願審査請求及び実用新案技術評価書の請求に係る事務費用
【補助率等】 35万円（限度額）

問い合わせ先 鈴鹿市役所　産業振興部　産業政策課
TEL 059ー 382ー 9045／E-mail sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

メイド・インSUZUKA応援補助金 【三重県鈴鹿市】
　鈴鹿市の中小企業者等が，鈴鹿市内の地域資源を活用した新商品の開発や販路開拓を行う事業に対し補助金を交
付します。
 （A）新商品開発事業：鈴鹿市の地域資源を活用し、新商品を開発する事業
 （B）販路開拓事業：鈴鹿市の地域資源を活用した商品の魅力向上、ブランド力確立のため、販路開拓を行う事業
【対象者】 
　鈴鹿市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者等
【対象経費】 
　（A）謝金、旅費、試作・開発費（産業財産権取得経費等）、機械装置及び器具費、事務費、その他費用
　（B）謝金、旅費、販路開拓費（産業財産権取得経費等）、事務費、その他経費
【補助率等】 
　（A）補助対象経費の1/2（10万円以上50万円以内）
　（B）補助対象経費の1/2（10万円以上90万円以内）

問い合わせ先 津市役所　商工観光部　工業振興課
TEL 059ー 244ー 1760／E-mail 229-3360@city.tsu.lg.jp

津市中小企業振興事業補助金 （新技術・新製品開発）【三重県津市】
　新技術・新製品の研究開発又は既存技術・既存製品の改良のための研究開発に要する経費を補助します。
【対象者】 津市内に事業所を有する中小企業者（製造業のみ。その他諸条件あり）
【対象経費】 特許等の取得に関する経費等
【補助率等】 補助対象経費の1/2以内（上限200万円）
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問い合わせ先 魚津市役所　産業建設部　商工観光課
TEL 076ー 23ー 1025／E-mail syokokanko@city.uozu.lg.jp

特許等取得助成事業 【富山県魚津市】
　魚津市内の中小企業者が弁理士に依頼して産業財産権を取得する際の、弁理士費用について補助します。
【対象者】 魚津市内に事業所を有する中小企業者
【対象経費】 出願に係る弁理士費用
【補助率等】 補助対象経費の1/4（上限20万円）

問い合わせ先 高岡市役所　産業振興部　産業企画課
TEL 0766ー 20ー 1395／E-mail sangyo@city.takaoka.lg.jp

中小企業専門家活用支援事業 【富山県高岡市】
　高岡市内の中小企業者が経営・技術等の改善を図るため、富山県新世紀産業機構、高岡商工会議所、中小企業基
盤整備機構北陸本部及び高岡市商工会が行う専門家派遣事業を利用した場合の相談費用に対し、自己負担分の1/2
（限度額7万5千円）を補助します。
【対象者】 高岡市内に事業所を有する中小企業者
【対象経費】 相談費用
【補助率等】 補助対象経費の1/2（上限7万5千円）

問い合わせ先 かほく市　産業建設部　産業振興課　TEL 076ー 283ー 7105

中小企業特許権取得促進助成金 【石川県かほく市】
　かほく市内の中小企業者が行った、新製品及び新技術の開発に要する経費を補助します。
【対象者】 かほく市内に事業所を有する中小企業者
【対象経費】 出願審査の請求に係る手数料
【補助率等】 補助対象経費の1/2（上限10万円）

問い合わせ先 小松市役所　経済観光文化部　商工労働課
TEL 0761ー 24ー 8074／E-mail syoukou@city.komatsu.jg.jp

小松ブランド新製品等販路開拓支援事業 【石川県小松市】
小松市の中小企業者（個人でも可）が開発した、新製品・新技術を小松ブランドに認定し、販路開拓等に要する経
費を補助します。
【対象者】 小松市内に事業所を有する中小企業者
【対象経費】 見本市経費、広告宣伝経費、モニター試作品製作経費、海外販路開拓経費、
　　　　　 インターネット活用販売経費、産業財産権取得に要する経費
【補助率等】 補助対象経費の3/4以内（上限　金賞100万円、銀賞50万円、銅賞30万円）
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問い合わせ先 公益財団法人富山県新世紀産業機構　中小企業支援センター　TEL 076ー 444ー 5605

中小企業センター専門家派遣事業 【富山県】
　商標登録等高度で専門的な課題に対して、弁理士等専門家を中小企業者の方に派遣して適切な診断と助言を行います。
【対象者】 富山県内の中小企業者
【補助率等】 派遣経費（謝金及び旅費）の1/3の負担が必要　※原則として謝金の負担額は派遣１回につき10,000円

問い合わせ先 日本弁理士会知的財産支援センター　事務局　TEL 03ー 3519ー 2709

特許出願等援助制度 【日本弁理士会】
　せっかく有用な発明や考案、意匠の創作をしても、発明者、考案者、創作者の経済的な事情によって弁理士に特
許出願等の依頼ができず、結局世の中に活用されずに埋もれてしまうのを防ぐため援助します。
【対象】
　 個人：対象となる発明等をした個人のうち、特許出願等の手続費用を支払うと生活が脅かされる場合。
 　中小企業：対象となる発明等をした企業のうち、特許出願等の手続費用を支払うと会社の経営が困難になる
　　　　　　 場合。または、設立から７年以内であって、直近の年間純利益が500万円を超えない場合。
　 大学、TLO：対象となる発明等をした大学、TLOのうち、特許出願等の手続費用を支払うことが困難な場合。
【対象経費（補助金等の場合）】
　発明等について特許出願等の手続をするときに必要となる弁理士の報酬及び経費と特許庁の手数料の合計を超え
ない範囲で援助額を決めます。（※）詳細は問い合わせ先へお問い合わせください

問い合わせ先 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター　経営支援部　資金課　TEL 058ー 277ー 1083

新商品・新技術開発・販売力強化事業 【岐阜県】
　補助対象として、新商品開発のための特許の出願（国内に限る）に要する経費及びブランド構築に伴う地域団体
商標・外国商標の出願等に要する経費を補助します。
【対象者】 岐阜県内中小企業者、組合等
【対象経費】 
　・特許の出願及び登録に要する経費、地域団体商標の出願及び登録に要する経費（登録の可能性があるものに限る）
　・外国への商標の出願及び登録に要する経費（地域団体商標の出願を行った商標又は行う商標に限る）
【補助率等】 50～300万円（単年）、1/2以内又は2/3以内（事業内容による）

問い合わせ先 公益財団法人三重県産業支援センター　産業振興課
TEL 059ー 228ー 3171／E-mail gijyutsu@miesc.or.jp

三重県国内出願支援事業費補助金 【三重県】
　三重県内の中小企業が、国内での特許の出願を行う場合、出願に係る経費の一部について補助します。
【対象者】 国内での特許出願に意欲的な三重県内の中小企業者
【対象経費】 特許庁への出願手数料、代理人費用その他
【補助率等】 補助対象経費の1/2以内　（上限15万円）

問い合わせ先 公益財団法人石川県産業創出支援機構プロジェクト推進部
TEL 076ー 267ー 6291／E-mail project@isico.or.jp

特許マップ作成支援事業 【石川県】
　技術を保護する上でより効果的な特許の取得方法の検討や、今後の開発分野を見極めるために行う特許マップの
作成を補助することにより、戦略性をもった知的財産の活用を推進します。
【補助率等】 補助率2/3　（１件あたり80万円以内）

4. 3　その他
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産業財産権専門官
　特許（発明）、実用新案（考案）、意匠（デザイン）、商標（トレードマーク）等に関する制度や知的財産に関す
る各種支援策を中小企業等のみなさまに知っていただき、知的財産を企業活動や経営戦略に効果的に使っていただけ
るように、全国各地で知的財産に関する説明を行っています。

◇活動内容
●官公庁、商工会議所、商工会、産業支援機関、各種工業会等が主催する中小企業等向けの知的財産に関する各種
セミナーや、指導員向けの知的財産に関する説明。
●中小企業等の経営者が集まる勉強会・研究会又は中小企業等において開催される相当規模の社員研修等での知的
財産権制度・関連支援策等に関する説明。
●中小企業等が多数参加する展示会等での、知的財産関連支援策の紹介・説明。（地方で開催される展示会等につ
いて、当該関係機関からの出展要請があれば可能な限り対応します。）

（詳細はこちらのHPでご確認ください）
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/chitekizaisan.htm

知っていますか？　無料出張訪問いたしますⅣ

問い合わせ先 特許庁普及支援課　産業財産権専門官
TEL 03ー 3581ー 1101　（内線2340）

海外知的財産プロデューサー
　企業での豊富な知財経験と海外駐在経験を有する知的財産のスペシャリストとして、ビジネスの形に応じた様々な
知財リスクについてのアドバイスをはじめ、ビジネス展開に応じた知的財産の権利化や、取得した権利を利益に結び
つけるための活用方法についての提案をしています。

◇活動内容
●セミナー・シンポジウムや社内研修へ海外知的財産プロデューサーを講師として無料で派遣し、海外知的財産プ
ロデューサーが保有する新興国での知財リスクやその対応策、ビジネス視点での知的財産の活用ノウハウを提
供。
●海外進出、海外事業展開における相談、困りごとや悩みごとに対応。（相談内容や海外ビジネスプランなどを具
体的にヒアリングし、対応策についてアドバイスや支援を行っています。）

（詳細はこちらのHPでご確認ください）
http://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/gippd/index.html

問い合わせ先 独立行政法人　工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）　活用促進支援センター知財戦略本部
TEL 03ー 3580ー 6949



25

営業秘密・知財戦略相談窓口（営業秘密１１０番）
　企業の知的財産戦略の複雑化や高度化への対応を支援するため、主に中小企業を対象として、営業秘密・知財戦略
に関する相談窓口を新設しました。特許としての権利化、営業秘密としての秘匿化を含むオープン・クローズ戦略等
の具体的な知的財産戦略に加え、秘匿化を選択した際の営業秘密の管理手法、また営業秘密の漏えい・流出等に関す
る相談に対応します。

◇活動内容
　●知財の悩み等、どこに相談して良いかわからない場合のサポートをいたします。
　●知財戦略アドバイザーや弁理士が電話／相談窓口／出張訪問にて、無料で相談に応じます

（詳細はこちらのHPでご確認ください）
http://www.inpit.go.jp/katsuyo/tradesecret/madoguchi.html

問い合わせ先 独立行政法人　工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）
TEL 03ー 3581ー 1101

巡回審査 （出張面接審査）【特許庁】
　特許庁では、中小・ベンチャー企業、大学・TLO等の方々を主たる対象に、審査官と地方在住の出願人との間にお
いても、円滑に意思疎通を図り審査手続きの効率化に資するよう、審査官と出願人とが直接面会して、出願や技術内
容等に係る相談を行う巡回審査（出張面接審査）を行っています。

（詳細はこちらのHPでご確認ください）
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/junkai.htm

問い合わせ先 特許庁　審査第一部　調整課
TEL 03ー 3581ー 1101（内線3114）

小中高等学校、高専及び大学での知財出前授業の実施
　小中高等学校については、誰でも知っている身近な発明品を題材とした講義プログラムを企画し、発明のもたらす
恩恵や、知的財産制度の意義について分かりやすく解説します。また、大学については、大学の知的財産権の取得及
び管理についての認識や制度の不足を補う教育プログラムを作成し、それに基づいて解説します。

問い合わせ先 日本弁理士会東海支部
TEL 052ー 211ー 3110／E-mail info-tokai@jpaa.or.jp
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