知的財産権取引業者データベース

事業者情報掲載マニュアル
独 立 行 政 法 人
工業所有権情報・研修館
知 財 戦 略 部
知的財産権取引業者データベースへ登録を希望される方は、下記の必要書類を作成・添付し、
（独）情報・研修館へ提出する必要があります。
本マニュアルでは、登録の際に提出が必要な各種様式の記入方法等を、記載例を基にわかり
易く説明いたします。

＜必須＞（各１通、④は複写可）
①掲載申請書（様式 1）
②掲載希望内容記入書（様式 2）
③誓約書（様式 4）
④登記簿謄本や納税証明書、又は所属する団体（弁理士会等）の発行する証明書で
あって事務所所在地の分かるもの

＜任意＞（各１通、①を除いて複写可）
①掲載希望内容記入書英語版（様式 3）
②決算報告書
③事業案内書（事業内容の分かる冊子等）
④資格を証明する書面（資格がある旨を掲載内容とする場合は必須）

なお、掲載希望内容記入書（様式２）及び掲載希望内容記入書英語版（様式３）については
e-mail（PA8200@inpit.jpo.go.jp）でも提出をお願いいたします。
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必須

掲載申請書（様式１）
(独)工業所有権情報・研修館
知財戦略部 宛
提出日 平成●年 ●月 ●日
私は本データベースの掲載申請に際し、誓約書（様式４）の内容を承諾し、本申請書と共に提出す
る全ての書類の記載内容は全て真正であることを保証いたします。
(独)工業所有権情報・研修館がその記載内容に疑義を申し出た場合は、すみやかにその説明に応じ
必要な証明書類を提出いたします。
提出物件

掲載内容記入書（様式２）

１通

誓約書（様式４）

１通

登記簿謄本

１通

資格（弁理士）を証明する書面

１通

必須④や任意提出の書類ついて、
書面の種類・通数を記入

掲載申請者
名称
AAA 株式会社

住所

東京都千代田区霞が関３－４－３

代表者
氏名

代表取締役

様式２の記載内容と
合わせて記入＆代表者
押印

特許 二郎
印

「個人情報の取扱いについて」
○ご提供いただきました個人情報は、知的財産権取引業者データベースへの掲載(ホームページ上に公開されます)のみに利
用し、他の目的に利用いたしません。
○ご提供いただきました個人情報は、知的財産権取引業者データベースへの掲載(ホームページ上に公開されます)に際して
事業委託先へ提供する以外、第三者への提供は行いません。
○ご提供いただきました個人情報は、厳重に管理し、紛失、破壊、漏洩、改ざんなどに対し適切な予防措置を講じます。
万一問題が発生した場合には速やかに対処いたします。
【独立行政法人工業所有権情報・研修館のプライバシーポリシー】
http://www.inpit.go.jp/policy/index.html
【ご参考】
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
（平成十五年五月三十日法律第五十九号）
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO059.html
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必須

掲載希望内容記入書（様式２）
提出日※

平成●年●月●日

事業者名称※

AAA 株式会社

提供するサービス分野※

サービ
ス区分

提供するサービスの概要
※

サービス内容を
自由に記入

得意とする技術分野、
※
セールスポイント、料
金体系等

■特許･技術調査
□法律･契約

□ビジネスプラニング
■外国企業等との仲介

１．＊＊＊＊＊＊＊
２．△△△△△△△
３．＃＃＃＃＃＃＃

技術
区分

■電気･電子
□繊維･紙
□食品･バイオ

□技術サポート
□ファイナンス
■その他（書類翻訳）

各区分の内容に
ついては次ページの
解説参照

□情報･通信
■化学･薬品
□生活･文化

□機械･加工
□金属材料
□その他

□輸送
■有機材料

□土木･建築
□無機材料

１．＊＊＊＊＊＊＊
２．△△△△△△△
３．＃＃＃＃＃＃＃

セールスポイント
等を自由に記入

過去の取引先・提携先

BBB 株式会社、CCC 株式会社
所在地 東京都千代田区霞が関３－４－３
代表者 代表取締役 特許 二郎
設立年月 平成１３年４月１日 資本金

事業者情報※

０円
従業員 １０７名
知的財産権取引担当者数 １０名

過去３年間の売上（任意）
平成

年度

平成

年度

平成 年度

売上高
知的財産権取引に
関する売上高
各種資格

弁理士（１名）

資格を記載する場合は、必ずその
資格を証明する書類を添付
連絡先※

担当部署 知財戦略部
電話番号 03-3580-6949
FAX
URL http://www.inpit.go.jp/

※のついている項目は必ず記入して下さい
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担当者 馬場 友宏
03-3502-8916
E-mail PA8200@inpit.jpo.go.jp

＜様式２：解説＞
提供するサービス分野
選択する際には以下のイメージを参考にして下さい。
○特許･技術調査
先行技術調査、侵害調査などの特許・技術文献調査、技術シーズ・ニーズの調査、等
○ビジネスプラニング
（開放）特許等の事業化・用途開発、知的財産戦略の策定、等
○技術サポート
新事業・新商品開発における技術シーズの紹介や導入の仲介、等

○ファイナンス
特許技術の実用化や外部技術導入のための資金調達関連、知的財産権の価値評価、等
○法律・契約
ライセンス契約や特許権譲渡契約等における交渉仲介・契約書作成、等
○外国企業等との仲介
国内企業等－国外企業等間での技術移転に関する仲介、国内（国外）企業等の技術の国
外（国内）における売り込み、等
提供するサービスの概要
提供しているサービスの内容を自由に記入して下さい。知的財産権取引業と直接関係ない
サービス内容を記入しても構いませんが、取引業と関係ある業務を優先して記入して下さい。
得意とする技術分野
対応可能な技術分野を選択して下さい。
セールスポイント、料金体系等
提供するサービスのセールスポイント等を自由に記入して下さい。特に料金体系を記入する
場合は、事後のトラブルを避けるため、誤解を招かない内容にして下さい。
各種資格
知的財産権取引業と関連する資格がある場合は記載して下さい。また、可能ならば資格保
有者数も明記して下さい。
なお、この欄に記載がある場合は、添付書類として記載した資格があることを証明する書
面の提出が必要となります。
連絡先
事業者情報登録完了のご連絡や、その他情報・研修館からのお知らせは、ここに登録され
た連絡先に対して行いますので、予め御了承下さい。
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掲載希望内容記入書英語版（様式３）

任意

Filing Date※

January 1, 2011

Name of Agent※

AAA Inc.

Business Field※

■Patent・Technical investigation

□Business Planning

□Technical Support

□Legal・Licensing

□Finance

■Others (Translation)

Summary of Business※
サービス内容を
自由に記入
（様式２と内容が
異なってもよい）
Technical Field※

Feature of providing
Service,
Charge system

１．＊＊＊＊＊＊＊
２．△△△△△△△
３．＃＃＃＃＃＃＃

■Electricity
Electronics

□Information
Communications

□Machinery
Improvement

□Transportation

□Civil engineering
Construction

□Textiles
Paper
manufacturing

■Chemistry
Medicine

□Metal materials

■Organic materials

□Inorganic
materials

□Foods
Biotechnology

□Living
Culture

□Others

１．＊＊＊＊＊＊＊
２．△△△△△△△
３．＃＃＃＃＃＃＃

セールスポイント
等を自由に記入
（様式２と内容が
異なってもよい）
Previous Customers &
Business partners
Agent Information※
(“Net Sales” are not
essential)

BBB Inc., CCC Inc.

Qualifications

Patent Attorney (Japan)

Location: 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo Capital 0$
Representative: Jiro Tokkyo
Number of employees: 107
Date of establishment: April 1, 2001
Number of IP traders: 10
Net Sales for the past 3 years(fill out the blanks below):
FY
FY
FY
Net Sales
$
$
$
Net Sales related
to IP trade
資格はどこの国で通用するものなのかを
明確に

Contact※

Department: Patent Licensing Clerk-in-Charge: Saburo Tokkyo
Phone: +81-3-3580-6949 FAX: +81-3-3580-6949 E-mail: PA8200@inpit.jpo.go.jp
URL

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

※ … Mandatory Field
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誓

約

書（様式４）

必須

独立行政法人 工業所有権情報・研修館
知財戦略部長 殿

AAA 株式会社
（以下「乙」という。）は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館
（以下「甲」という。
）に対し、知的財産権取引業者データベースへの掲載依頼にあたって、以
下の通り誓約します。

１．禁止行為
乙は、知的財産権取引業者データベースへの掲載にあたって、以下の禁止行為を行わないこ
とを誓います。
・法令若しくは公序良俗に反する行為
・政治活動、営業活動または布教活動に関する行為または情報の掲載
・真正でない情報の掲載
・利用者に誤解を与えるおそれのある情報の掲載
・甲、他のデータベース掲載業者又は第三者の権利又は財産を侵害する行為
・甲、他のデータベース掲載業者又は第三者に不利益を与える行為
・知的財産権取引業者データベースの運営を妨げ又は信用を失墜させる行為
・甲の名義を利用し、財産的利益または法的もしくは事実上の便益を得ようとする行為
２．掲載の抹消及び理由の公示
乙が上記等の禁止行為等を行い、又は行うおそれがあると甲が判断した場合には、乙は、甲
が知的財産権取引業者データベースから乙の情報を抹消すること及び抹消理由を公示すること
を認めます。
３．掲載内容の変更・更新
乙は、掲載内容に変更があった場合、その旨を甲に遅滞なく届け出ることを誓います。また、
乙は、知的財産権取引業者データベースの内容更新のため、甲より新たな情報掲載の要請があ
った場合には、これを遅滞なく提出することを誓います。その内容が提出されるまでの間、甲
の判断により、データベースの掲載が抹消されることを認めます。
掲載内容に変更があった場合は、速やかに
掲載内容更新書（様式５）を提出して下さい。
（E-mail での提出可）
４．損害賠償
乙が上記禁止行為を行った場合、その行為に対する一切の責任は乙が負い、かかる行為によ
って甲、他のデータベース掲載業者又は第三者に損害を与えた場合、乙は甲、他のデータベー
ス掲載業者、又は第三者が被った損害を賠償することを誓います。この場合において、乙は、
甲に対し、一切の迷惑を掛けず免責することを誓います。
５．誓約書の再提出
乙は、知的財産権取引業者データベースへの掲載にあたり、甲が誓約書の再提出を要請した
場合には、これを遅滞なく提出することを誓います。
平成●年●月●日
事業者住所 東京都千代田区霞が関３－４－３
名 称 AAA 株式会社
印
代 表 者 代表取締役 特許 二郎
○
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様式１と同じ印鑑で
押印

その他掲載にあたっての注意事項
○情報掲載や掲載内容の変更・更新にあたっては、一切料金は掛かりません。
○掲載された内容・サービスなどによるトラブルが発生した場合は、当館は一切の責任を負いかね
ますので、予め御了承下さい。
○データベースへの登録は、必要な書類及び証明書類が全て提出された後、できる限り速やかに
行うものとします。また掲載の際に提出いただいた書類は一切返却いたしませんので、予め御了
承下さい。

【お問い合せ】
（独）工業所有権情報・研修館 知財戦略部 浅石・馬場
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-3 特許庁 2 階
TEL: 03-3580-6949 ／ FAX: 03-3580-6959
E-mail: PA8200@inpit.jpo.go.jp ／ URL: http://www.inpit.go.jp/katsuyo/db/agentsdb/regist.html
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