
参考資料４ ディレクトリ一覧 
 
情報・研修館では、自らのWebサイト上(http://www.ryutu.inpit.go.jp/agents/index.html)
で｢知的財産権取引業者データベース｣を公開している。平成 19年 6月 29日現在の登録件数は 80
件となっている。 
本調査研究事業では、特許庁が公開している｢特許情報提供事業者リスト集｣や独立行政法人科

学技術振興機構が公開している｢産学官連携支援データベース｣、さらにインターネット上での検

索結果を基に、知的財産権取引業者 DB に登録されていない知的財産権取引業者を抽出し、ディ
レクトリ一覧として取りまとめた。 
 
 
 
 
 



ディレクトリ一覧（1/4） 
 
 
 
 
 
 

No 企業・団体名 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ ＵＲＬ 事業概要・サービス内容

1 株式会社アイアイエス・インターナ
ショナル

〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目3-21
八重洲セントラルビル2階

03-5201-8200 03-5201-8201
http://www.iisi.co.jp/index.
html

権利侵害に関わる相談、知財 リスクマネジメント・ノウ
ハウ

2 アイ・ピー・ファイン株式会社
〒630-8115
奈良県奈良市大宮町5丁目3番
14号不動ビル2F

 0742-36-7791  0742-36-7792 http://www.ipfine.com/

中国特許情報関連サービス、中国特許社内検索システム
「専利BASE」の開発・販売、日中2ヵ国対応意匠公報社内
検索ソフトの開発・販売、中国専利データ及び公報の販売
(特許・実用新案・意匠)　、翻訳サービス（中国語⇔日本
語、日本語⇔英語）　※特許、技術文献等、中国特許イン
ターネット無料検索サイト「専利SEARCH」の運営、知的財
産権関連コンサルティング、特許戦略コンサルティング、
業務請負（システム開発・運用、特許出願用電子データの
作成）

3 株式会社アセット・ウィッツ
〒601-8047
京都府京都市南区東九条下殿
田町13　九条MIDビル102

075-681-7825 075-681-7830
http://www.asset-
wits.co.jp/K-gaiyou.html

シーズ発掘・育成、技術評価、技術相談、研究会・交流会
等の開催、技術開発プロジェクトマネジメント、研究・技
術開発管理、国や地域のプログラムへの応募支援、市場開
拓・用途発掘、知財マネジメント、研究者・企業等の紹
介・引き合わせ、ファイナンス支援、製品開発支援、
フォーラム等Network構築、経営支援、ビジネスモデル作
成支援

4 阿部技術士事務所
〒225-0002
神奈川県横浜市青葉区美しが
丘3－65－21

045-901-6961 045-901-6961 －

シーズ発掘・育成、技術評価、技術相談、技術開発プロ
ジェクトマネジメント、国や地域のプログラムへの応募支
援、市場開拓・用途発掘、ライセンシー発掘（Web等によ
るシーズ提供含）、製品開発支援、経営支援、ビジネスモ
デル作成支援

5 有吉国際特許事務所
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東
3-1-4　タカ福岡ビル3F

092-474-4643
(代表)

092-474-1639 http://www.ariyoshi.jp/ 知財マネジメント、産業財産権の形成・活用

6 石田特許事務所

〒808-0135
福岡県北九州市若松区ひびき
の2番1号
北九州学術研究都市産学連携
センターT-302

093-695-3113 093-695-3112 － シーズ発掘・育成、ライセンス契約・フォロー



ディレクトリ一覧（2/4） 
 
 
 
 
 

No 企業・団体名 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ ＵＲＬ 事業概要・サービス内容

7 維新国際特許事務所
〒753-0077
山口県山口市熊野町1−10　NPY
ビル8Ｆ

083-901-2233 083-901-2266 http://www.iipi.jp/

シーズ発掘・育成、技術評価、ライセンス契約・フォ
ロー、発明創出、評価、先行技術評価{大学発ベンチャー
経営等支援事業（弁理士、税理士、公認会計士等の専門
家）}

8 株式会社インテリジェント・コスモ
ス研究機構

〒989-3204
宮城県仙台市青葉区南吉成6丁
目6番地の3

022-303-2032 022-277-2715
http://sendai-cyber.icr-
eq.co.jp/index2.html

シーズ発掘・育成、技術評価、技術相談、研究会・交流会
等の開催、研究・技術開発管理、国や地域のプログラムへ
の応募支援、市場開拓・用途発掘、知財マネジメント、研
究者・企業等の紹介・引き合わせ、製品開発支援、経営支
援、ビジネスモデル作成支援

9 ウエルインベストメント株式会社
〒162-0041
東京都新宿区喜久井町65　糟
屋ビル3階

03-5272-0471 03-5272-0472 http://www.weruinvest.com/

シーズ発掘・育成、研究会・交流会等の開催、市場開拓・
用途発掘、ライセンス契約・フォロー、研究者・企業等の
紹介・引き合わせ、ファイナンス支援、製品開発支援、経
営支援、ビジネスモデル作成支援

10 弁護士法人 衞藤法律特許事務所
〒880-0803
宮崎県宮崎市旭1丁目1番23号
向洋ビル2階

0985-22-2758 0985-22-2811 http://www.eto-lawpatent.jp/
技術評価、知財マネジメント、ライセンス契約・フォ
ロー、製品開発支援、経営支援

11 越智国際特許事務所 〒673-0846
兵庫県明石市上ノ丸 1－12－5

 078-915-2620 078-915-2621 －
シーズ発掘・育成、技術評価、ライセンス契約・フォ
ロー、研究者・企業等の紹介・引き合わせ

12 鯨田国際特許商標事務所
〒809-0979
福岡県北九州市小倉南区徳力
新町2-1-11　鯨田ビル1階

093-963-8011 093-963-8055
http://homepage2.nifty.com/k
ujirada/

シーズ発掘・育成、技術相談、知財マネジメント、ライセ
ンス契約・フォロー

13 株式会社シード・プランニング
〒110-8767
東京都台東区上野5-6-10 台和
上野ビル4F

03-3835-9211 03-3831-0495
http://www.seedplanning.co.j
p/company/

エレクトロニクス・ＩＴと医薬・医療・バイオ・福祉の２
大分野を中心に知的財産に関する経営戦略・組織体制等に
関する実態調査および特許・知的財産権に係わる価値評価
等。

14 正林国際特許商標事務所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-25-8
タカセビル本館

03-3971-5523 － http://www.sho-pat.com/

内外国特許（含むビジネスモデル特許）、実用新案、商
標、意匠などの出願・中間処理、特許異議申立・審判事件
審決取消訴訟、侵害訴訟鑑定、出願戦略等のコンサルティ
ング、技術調査（公知技術、研究資料）、ライセンス契
約、商標調査
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No 企業・団体名 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ ＵＲＬ 事業概要・サービス内容

15 有限会社ティップ・リサーチ
〒215-0015
神奈川県川崎市麻生区虹ヶ丘
1-2-6

090-9315-1568 044-987-5885
http://www.tipp-
research.com/

シーズ発掘・育成、技術評価、技術相談、研究会・交流会
等の開催、技術開発プロジェクトマネジメント、研究・技
術開発管理、国や地域のプログラムへの応募支援、市場開
拓・用途発掘、知財マネジメント、ライセンス契約・フォ
ロー、研究者・企業等の紹介・引き合わせ、ファイナンス
支援、製品開発支援、フォーラム等Network構築、経営支
援、ビジネスモデル作成支援、投資研究会委員長

16 株式会社ニッポンテクニカルサービ
ス

〒102-0083
東京都千代田区麹町4丁目3番
地

03-3265-1955 03-3264-1956
http://www.ntspat.co.jp/inde
x.htm

パテントソリューションに取り組む知的財産権シンクタン
ク。

17 日本技術貿易株式会社 〒105-8408
東京都港区西新橋1-7-13

03-6203-9111
(代表)

－ http://www.ngb.co.jp/

外国特許・意匠・商標の出願仲介、外国知的財産権紛争の
処理支援、知的財産権の技術調査・解析、知的財産権の法
務調査・解析、知的財産権関連の収集・資料販売、特許情
報データベースサービス、外国知的財産権情報誌の編集、
特許年金管理、知的財産権関連セミナーの開催、新規化学
物質の調査及び許認可申請仲介、翻訳(特許文献、技術文
献、法律文書、契約文書等)

18 株式会社ネオテクノロジー
〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-
3-13 鈴木ビル2F

03-3219-0899 －
http://www.neotechnology.co.
jp/

技術コンサルテーション、ライセンシング、休眠特許の活
用等の支援。

19 株式会社パテントビジネスサービス 〒107-0062
東京都港区南青山2-2-15-1042

03-3403-1687 03-3403-1685
http://www.patentbs.com/jp/a
bout/index.asp

知的財産権に関し、各国弁理士・弁護士とのグローバルな
提携によりワールドワイドな視点から戦略的かつ高品質な
情報の提供をおこなうとともに、知的財産権の出願から権
利活用行使までのトータル的な戦略を的確にご提案。

20 松尾特許事務所
〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目
10番17号　しんくみ赤坂ビル7
階

092-714-0090 092-714-6928 http://www.po-pine.com
シーズ発掘・育成、技術評価、技術相談、市場開拓・用途
発掘、ライセンス契約・フォロー、製品開発支援

21 松村安之法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-4-4
イワイビル605号

06-6315-0778 06-6315-0718
http://www.matsuyasu-
law.ne.jp/

ライセンス契約・フォロー、コンプライアンス
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No 企業・団体名 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ ＵＲＬ 事業概要・サービス内容

22 株式会社リクルート
〒105-0004
東京都港区新橋2-12-11新橋
27MTビル

03-5501-7347 03-5501-7333
http://www.recruit.co.jp/tmd
/ja/index-j.html

発明の権利者（大学・ＴＬＯ・発明者）の専属エイジェン
トとして、技術移転を支援。すべて１人のライセンス・ア
ソシエイトが特許の出願及び特許化手続きの支援から、
マーケティング活動、さらに企業との契約交渉までを担
当。

23 AZX Professionals Group
／AZX総合法律事務所

〒102-0083
東京都千代田区麹町1-4　半蔵
門ファーストビル1階

03-3512-2531 03-3237-2175
http://www.azx.co.jp/profile
.html

ライセンス契約・フォロー、契約書その他の法務関係全般

24 株式会社IPRコンサルティング・グ
ループ

〒104－0061
東京都中央区銀座6-6-1  銀座
風月堂ビル3Ｆ

03-3450-1035 03-3450-8110 http://www.iprcg.com/
知的財産戦略、権利活用、他社特許対策、IT利用の知財業
務革新に関するコンサルティング。

25 JFEテクノリサーチ株式会社
〒103-0027
東京都中央区日本橋二丁目1番
10号（柳屋ビル7Ｆ）

03-3510-3299 03-3510-3470
http://www.jfe-
tec.co.jp/company/index.html

知財コンサルテイングサービス、知財管理代行をはじめ技
術契約業務まで幅広くお客様の立場で知的財産部署の肩代
わり。


