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特許情報プラットフォーム

機能改善のご紹介

工業所有権情報・研修館（INPIT）では、2015年3月より、新たな産業財産権
情報提供サービスである「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」を開始
しました。
また、2018年3月からは、特許・実用新案のデータベースを大幅に充実させ、

検索機能を特許庁特許審査システムと共通化することで、新たな検索機能が利
用可能となりました。

この度、高度化・多様化する産業財産権情報へのユーザーニーズに応えるべ
く、経過情報更新の迅速化や対象範囲の拡充といったデータベースの拡充及び
機能改善を行いました。
そして、これまで産業財産権情報に触れる事のなかった方もスムーズに

J-PlatPatをご利用いただくために、検索結果のシームレスな活用が可能とな
るユーザーインターフェースの改善を行いました。
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主な改善内容

原則、特許庁で書類が発出された翌日に審査・審判経過情報が反映されます。
【P.39】

タイムラグの改善

意匠・商標における審査段階の書類の内容を確認することができるようになります。
また、審判段階の書類についても確認できる書類が増えます。【P.39】

提供される書類の範囲拡充

中国公報や韓国公報が検索可能となります。【P. 6】
また、権利が消滅した商標も検索対象となります。【P.35】

検索対象の拡充

機械翻訳エンジンを刷新し、ニューラル機械翻訳等による訳質が向上した英語翻訳
を提供します。【P.44】

機械翻訳の改善

・検索結果に付随する情報の内容照会がしやすくなるとともに、その情報を次
の検索に利用しやすくなります。
【特・実P.12～15 意匠P.23,25,26 商標P.34】

・キーワード、文献番号による、四法（特許・実用新案・意匠・商標）での横
断的な検索が可能になります。検索結果が上限を超えた場合は自動絞込を行
います。【P. 5】

・検索結果のリスト表示で検索項目毎のソートが可能になります。
【特・実P.12 意匠P.23 商標P.34】

・HTML5の機能をご利用いただくことで検索式の再利用が可能になります。
【P.16】 等々

使いやすさの改善

今般の機能改善に伴うメニュー毎の変更点・新機能をご説明します。

※各項目の【P.＿】は、本テキスト関連ページを示しています。
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(1)トップページのレイアウト変更変更

■重要なお知らせ表示
メンテナンス等の重要なお知らせが
ある時のみ表示

■簡易検索
キーワードや番号を入力して検索が
可能

■目的別ナビ
J-PlatPatを利用される上で役立つ
お勧め情報が表示

■お知らせ
J-PlatPatに関連するお知らせやINPIT、
特許庁からのお知らせを表示

■参考情報
J-PlatPat利用時に参考となる文
献蓄積情報などを表示

■セミナー・講習会情報
INPITが主催するセミナー、講
習会の情報を表示

１．トップページ、簡易検索の変更点・新機能
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１．トップページ、簡易検索の変更点・新機能
(2)『簡易検索』での番号検索、四法横断の検索が可能に新機能

▶番号による検索が可能となりました。
▶キーワードや番号を入力して検索する場合に法域を指定せず、四法全てを対象とした検索が可能となりま
した。
▶［自動絞り込み］機能を追加し、各法域での検索結果が3,000件を超えた場合は、新しい案件から表示可能
件数内に絞り込みます。

※『簡易検索』でのキーワード検索は、一部の検索項目を対象とした検索をしていますので、検索漏れが発
生します。詳細の項目を指定する場合は、各法域メニューをご利用ください。

検索例・・・・・

検索条件●検索対象：四法全て
●検索項目：2017-91065 1431329 5640552

①「2017-91065」は特許の公開番号だけでなく、
入力した番号に該当する他の種別（出願番号）も
ヒットします。また、商標の出願番号もヒットし
ています。

②「1431329」は意匠の登録番号、商標の登録番
号・国際公開番号がヒットしています。

③「5640552」は特許の登録番号、商標の登録番
号がヒットしています。

②

①

①

③

②

②

③

①

特許・実用新案

意匠

商標
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２．特許・実用新案メニューの変更点・新機能

(1)サービスメニューの統合
変更 共 通

(2)外国文献に中国・韓国特許文献（原文・機械翻訳文）を追加
新機能 特許・実用新案番号照会 特許・実用新案検索

▶番号照会メニューを全て『特許・実用新案番号照会』に統合しました。
▶旧「審査書類情報照会」で表示していた審査書類等は、各検索結果一覧又は文献表示画面の［経過情報］ボ
タンから参照します。
▶これまで特許庁関連サイトで運営していた中国・韓国特許文献の照会・検索がJ-PlatPatで可能となりました。

画面例１：特許・実用新案番号照会／OPD ※検索対象－文献 入力種別－番号入力
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２．特許・実用新案メニューの変更点・新機能
画面例２：特許・実用新案番号照会／OPD ※検索対象－文献 入力種別－番号範囲入力

画面例３：特許・実用新案番号照会／OPD ※検索対象－OPD照会 入力種別－番号入力
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２．特許・実用新案メニューの変更点・新機能
画面例４－１：特許・実用新案検索（１／２） ※テキスト対象［和文］

＜文献種別＞を展開」メニューを廃止し全て情報を含
む『経過情報照会』となりました。
『経過情報照会』は、各検索結果一覧や文献表示画面の
［経過情報］ボタンから参照します。

▶『経過情報照会』画面の各データの更新タイムラグが
改善されました。特許庁処理後、翌日にはデータ反映さ
れます。

▶『経過情報照会』の経過記録タブから審査書類・審判
書類を閲覧できます。

＜検索項目＞を展開 ※プルダウンメニューからも選択可

文献種別の選択により、検索項目は異なります。メ
ニューを廃止し全て情報を含む『経過情報照会』となり
ました。
『経過情報照会』は、各検索結果一覧や文献表示画面の
［経過情報］ボタンから参照します。

▶『経過情報照会』画面の各データの更新タイムラグが
改善されました。特許庁処理後、翌日にはデータ反映さ
れます。
を閲覧できます。
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２．特許・実用新案メニューの変更点・新機能
画面例４－２：特許・実用新案検索（２／２） ※テキスト対象［和文］

＜除外キーワード＞を展開

※プルダウンメニューからも選択可能
文献種別の選択により、検索項目は異なります。

＜検索オプション＞を展開



－10－INPIT 2019.04

２．特許・実用新案メニューの変更点・新機能
画面例５：特許・実用新案分類照会（ＰＭＧＳ） ※コード照会

画面例６：特許・実用新案分類照会（ＰＭＧＳ） ※キーワード検索
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２．特許・実用新案メニューの変更点・新機能
検索例・・・・・

特許・実用新案番号照会／OPD照会
検索条件●番号種別：公開番号・公表番号（A） ●番号：2005-287741

▶文献種別毎の検索結果一覧は、タブで切り替えます。
▶検索一覧オプションでは、一覧画面の表示形式（番号のみ⇔簡易
書誌）も切替可能です。

④［登録公報］
登録公報が発行されている場
合、切替えができます。
※登録公報表示では［公開公
報］ボタンとなります。

⑤［文献単位PDF］
文献単位のPDFを表示します。

⑥［開放特許DB］
開放特許DBに登録案件のみこ
のボタンが表示されます。

⑦［検索キー］
この案件に付与されている分
類を表示します。

⑧［拡大および回転］
図面を別ウインドウで拡大、
回転して確認することができ
ます。

①

①［経過情報］
経過記録・審査書類の照会がで
きます。

②［OPD］
OPD照会画面を表示します。

③［URL］
文献の固定アドレスを保存でき
ます。

②
③

① ② ③④ ⑤

⑥ ⑦

⑧
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２．特許・実用新案メニューの変更点・新機能
検索例・・・・・

特許・実用新案検索
検索条件●テキスト検索対象：和文

●文献種別：国内文献
●検索項目（全文）：感染を予防

▶文献種別毎の検索結果一覧は、タブで切り替えます。

▶検索一覧オプションでは、公知年等で表示切替が可能
です。一覧画面の表示形式も切替可能です。

▶文献番号や出願番号・出願日等でのソートが可能です。
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２．特許・実用新案メニューの変更点・新機能

(3)検索結果一覧での最先公知・公告登録優先表示切替が可能に
新機能 特許・実用新案検索

▶これまでは最先公知と公告登録を切り替えて表示するためには検索画面に戻って表示オ
プションを変更していましたが、検索結果一覧の［一覧画面の表示指定］を変更すること
で切り替えができるようになりました。

検索例・・・・・

特許・実用新案検索
検索条件●テキスト検索対象：和文 ●文献種別：国内文献

●検索項目（全文）：感染を予防
●検索オプション 日付指定［公知日］：～2015年12月31日
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２．特許・実用新案メニューの変更点・新機能

▶検索結果一覧のFI表示から『特許・実用分類照会（PMGS）』
の該当FIの説明を参照することができます。

新機能 特許・実用新案検索

(4)検索結果一覧の分類（FI）表示から分類を参照可能
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２．特許・実用新案メニューの変更点・新機能

(5)検索にヒットした案件の分類ランキングを表示
新機能 特許・実用新案検索

▶検索結果一覧の［分類コードランキング］ボタンから検索にヒッ
トした公報の分類コード（FI）をランキングで表示できます。
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２．特許・実用新案メニューの変更点・新機能

(6)繰り返して検索する論理式を保存可能に（論理式入力）
新機能 特許・実用新案検索

①

①

③

②

論理式を読み込む

論理式を保存

③

②

▶定期的に調べたい検索条件を論理式入力の［論理式を保存］ボタンから保存
することで、入力の手間が省けます。
論理式はご自身のブラウザに3件まで保存できます。
▶保存した論理式は［論理式を読み込む］ボタンから読み込みます。
論理式保存例：テキスト検索対象→和文 文献種別→国内文献

論理式→付箋／TX 検索オプション→なし
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２．特許・実用新案メニューの変更点・新機能

(7)探した分類を『特許・実用新案検索』の検索項目（FI）に指定
新機能 特許・実用新案分類照会

①

②

▶『特許・実用新案分類照会（PMGS）』で探した分類
（FI）を『特許・実用新案検索』選択入力の検索項目（FI）
にセットすることができます。
▶複数セットすることもできます。（OR検索）

例：キーワード「発光ダイオード」を検索し、
「発光ダイオードを用いるもの」のFIを探す

③

④

Fターム、IPC（最新版）も同様に
探した分類を『特許・実用新案検
索』のそれぞれの検索項目へセット
することができます。

複数の分類をAND検索したい場合は、
追加ボタンを押して入力ボックスを
追加します。

ർ
ख
ञ
ী
థ
॑
७
⑁
ॺ

詳細表示（ツリー表示）
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３．意匠メニューの変更点・新機能

(1)サービスメニューの統合
変更 共 通

(2)『意匠分類照会』追加
新機能 意匠分類照会

▶番号照会メニュー、キーワード検索メニューを全て統合しました。
▶これまで特許庁サイトで表示していた分類リストを日本意匠分類やキーワードで検索可能な『意匠分類照
会』を追加しました。

画面例１：意匠番号照会 ※入力種別－番号入力
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３．意匠メニューの変更点・新機能
画面例２－１：意匠検索（１／２） ※文献種別：国内公報

＜文献種別＞を展開

＜検索項目＞を展開 ※プルダウンメニューからも選択可能

文献種別の選択により、検索項目は異なります。
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３．意匠メニューの変更点・新機能
画面例２－２：意匠検索（２／２） ※文献種別：国内公報

＜除外キーワード＞を展開

※プルダウンメニューからも選択可能
文献種別の選択により、検索項目は異なります。

＜検索オプション＞を展開
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３．意匠メニューの変更点・新機能

画面例３：意匠分類照会 ※分類照会

画面例４：意匠分類照会 ※キーワード検索
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３．意匠メニューの変更点・新機能
検索例・・・・・

意匠番号照会
検索条件●入力種別：番号入力 ●番号種別：登録番号 ●番号：1568234

⑧［拡大および回転］
図面を別ウインドウで拡大、
回転して確認することができ
ます。

① ② ③

④

①

②

③

▶文献種別毎の検索結果一覧は、タブで切り替えます。
▶検索一覧オプションでは、一覧画面の表示形式も切替可能です。

①［経過情報］
経過記録・審査書類の照会
ができます。

②［参考文献情報］
参考文献情報が存在する案
件のみこのボタンが表示さ
れます。

③［URL］
文献の固定アドレスを保存
できます。
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３．意匠メニューの変更点・新機能
検索例・・・・・

意匠検索
検索条件●文献種別：国内公報

●検索項目（意匠に係る物品／･･･）：かばん

▶文献種別毎の検索結果一覧は、タブで切
り替えます。
▶検索一覧オプションでは、出願年等で表
示切替が可能です。一覧画面の表示形式を
「代表図と関連書誌」「代表図と書誌」
「全図」で切替可能です。
▶登録番号や公報発行日・出願日等での
ソートが可能です。
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３．意匠メニューの変更点・新機能

(3)除外キーワードを指定した検索可能
新機能 意匠検索

▶除外キーワードを指定することで、絞り込みが可能となります。
※除外キーワードを指定できる検索項目は、文献種別の選択により異なります。

除外キーワードを指定できる検索項目
（文献種別：国内公報のみを選択した場合）

除外キーワードを指定できる検索項目
（文献種別：公知資料 又は 外国公報 を選択した場合）
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表示形式①：代表図と簡易書誌

３．意匠メニューの変更点・新機能

(4)検索結果一覧の一覧画面の表示形式切り替え
新機能 意匠検索

▶検索結果一覧の一覧画面の表示
形式を

「代表図と簡易書誌」
「代表図と書誌」
「全図」

で切り替えることができます。

表示形式③：全図

表示形式②：代表図と書誌
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３．意匠メニューの変更点・新機能
新機能 意匠検索

▶検索結果一覧の日本意匠分類から『意匠分類照会』の該当分類を参照することができます。

(5)検索結果一覧の分類表示から分類を参照可能
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３．意匠メニューの変更点・新機能
新ﾒﾆｭｰ 意匠分類照会

(6)探した分類を「意匠検索」の検索項目（日本意匠分類／Dターム）に指定

▶「意匠分類照会」で探した日本意匠分類を「意匠検索」の検索項目
（日本意匠分類）にセットすることができます。
例：キーワード「かばん」を検索

①

②

③

④

詳細表示（ツリー表示）

ർ
ख
ञ
ী
థ
॑
७
⑁
ॺ

Dタームも同様に探した分類を『意
匠検索』の検索項目へセットするこ
とができます。

複数の日本意匠分類・Dタームを
セットすることもできます。（OR検
索）

複数のDターム、日本意匠分類とD
タームをAND検索したい場合は、追
加ボタンを押して入力ボックスを追
加します。
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４．商標メニューの変更点・新機能

(1)サービスメニューの統合
変更 共 通

▶これまで分かれていた公報と出願・登録情報の番号照会メニューを統一し、検索種別を選択して照会できる
『商標番号照会』に統合しました。
▶旧「商標出願・登録情報」「称呼検索」「図形等商標検索」を統一し、『商標検索』に統合しました。

画面例１：商標番号照会 ※検索対象種別：出願・登録情報
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４．商標メニューの変更点・新機能
画面例２－１：商標検索（１／２） ※検索対象種別［出願・登録情報］

商標（マーク）

＜検索項目＞を展開
※プルダウンメニューからも選択
可能

商品・役務

＜検索項目＞を展開
※プルダウンメニューからも選択
可能
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４．商標メニューの変更点・新機能
画面例２－２：商標検索（２／２） ※検索対象種別［出願・登録情報］

その他の検索キーワード
＜検索項目＞を展開
※プルダウンメニューからも選
択可能

＜検索オプション＞を展開

＜除外キーワード＞を展開

※プルダウンメニューからも選択可能
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４．商標メニューの変更点・新機能
画面例３：商品・役務名検索
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４．商標メニューの変更点・新機能
検索例・・・・・

商標番号照会
検索条件●検索対象種別：公報 ●入力種別：番号入力

●番号種別：登録番号 ●番号：5052317

④［公開公報］
公開公報表示へ切替えがで
きます。
※公開公報表示では、登録
公報が発行されている場合
［登録公報］ボタンとなり
ます。

⑤［拡大および回転］
商標見本を別ウインドウで
拡大、回転して確認するこ
とができます。

①② ③

⑤

①

②
③

①［経過情報］
経過記録・審査書類の照会
ができます。

②［出願・登録情報］
出願・登録情報表示に切り
替えできます。

③［URL］
文献の固定アドレスを保存
できます。

④
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４．商標メニューの変更点・新機能
検索例・・・・・

商標番号照会
検索条件●検索対象種別：出願・登録情報 ●入力種別：番号入力

●番号種別：登録番号 ●番号：5052317

④［拡大および回転］
商標見本を別ウインドウで
拡大、回転して確認するこ
とができます。

①② ③

④

①
②
③

①［経過情報］
経過記録・審査書類の照会
ができます。

②［公報表示］
公報表示に切り替えできま
す。

③［URL］
文献の固定アドレスを保存
できます。

：令和９(２０２７)年 ６月 ８日
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４．商標メニューの変更点・新機能
検索例・・・・・

商標検索
検索条件●検索対象種別：出願・登録情報

●商標（マーク）検索項目［称呼（類似検索）］：インピット
●検索オプション［ステータス］：全て（出願却下を除く）

▶検索一覧オプションでは、検索にヒットした出願年等で表示切替が
可能です。一覧画面の表示形式も切替可能です。
▶出願番号等や出願日・登録日・ステータスでのソートが可能です。
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４．商標メニューの変更点・新機能

(2)検索対象種別が『公報』と『出願・登録情報』で選択可能
変更 商標検索商標番号照会

▶『商標番号照会』と『商標検索』では、検索対象を［出願・登録情報］又は［公報］から選択可能とな
りました。
［出願・登録情報］は最新の更新情報を照会、検索します。

『商標検索』では類似群コード等、多数の検索項目での検索が可能です。
※［出願・登録情報］の検索範囲を拡充しました。
拒絶、権利抹消案件も一部検索対象となりました。

［公報］は公報を照会、公報発行時の情報を検索します。
『商標検索』では区分・出願人／権利者／名義人のみの検索が可能です。

※『商標検索』で検索対象を［公報］とした場合は、電子化された公報のみが検索対象です。

(3)出願・登録情報での商標（マーク）の検索項目を集約
変更 商標検索

▶商標（マーク）の検索項目を集約しました。
図形商標を分類と称呼を組み合わせて検索が可能になります。

商標（マーク）の検索項目

(4)除外キーワードを指定した検索が可能に
新機能 商標検索

▶除外キーワードを指定することで、絞り込みが可能となります。
※除外キーワードを指定できる検索項目は検索対象種別の選択に
より異なります。

除外キーワード
を指定できる
検索項目

（検索対象種別：
出願・登録情報
を選択した場合）
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４．商標メニューの変更点・新機能

(5)探した区分や類似群コードを「商標検索」の検索項目（区分・類似
群コード）に指定

新機能 商品・役務名検索

国際分類版（期間）→国際分類第11-2019版
データ種別 →全て選択

①

③

▶「商品・役務名検索」で探した区分・類似群コードを「商標検索」出願・登録情
報の検索項目（区分・類似群コード）に指定することができます。
例：アルコール飲料の「ワイン」の類似群コードを検索

②

ർ
ख
ञ
ী
థ
॑
७
⑁
ॺ

区分も同様に『商標検
索』の検索項目へセット
することができます。

複数の区分または類似群
コードをセットすること
もできます。（OR検索）
※区分と類似群コードは
同時にセットできません。
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４．商標メニューの変更点・新機能

(6)除外項目（キーワード・区分・類似群コード）の指定が可能に
新機能 商品・役務名検索

(7)特許庁が採用できない商品・役務表示の検索が可能に
新機能 商品・役務名検索

▶除外項目を指定することで、絞り込みが可能となります。
例：アルコール飲料の「ビール」を検索した場合

検索

除外キーワード
を指定

- MEMO -

▶特許庁が採用できない商品・役務表示が検索できます。
例：アルコール飲料の「ビール」を検索した場合
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５．審決メニューの変更点・新機能
(1)サービスメニューの統合変更

▶各メニューを全て統合しました。審決公報と審決速報を同時に検索できるようになりました。

▶旧「審決速報」では請求人等でのキーワード検索が可能でしたが、『審決検索』では請求人等の他、審
決結論等でもキーワードで検索可能となりました。

(2)審決内容をキーワードで検索可能新機能

＜文献種別＞を展開

＜検索項目＞を展開
※プルダウンメニューからも選択可
文献種別の選択により、
検索項目は異なります

画面例：審決検索 ※入力種別：キーワード入力
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６．各法域メニュー共通の変更点・新機能
(1)経過情報照会サービスの統合、更新タイムラグの改善変更

▶旧「経過情報」メニューを廃止し全て情報を含む『経過情報照会』となりました。
『経過情報照会』は、各検索結果一覧や文献表示画面の［経過情報］ボタンから参照します。
※旧「番号照会」のように個別案件の経過情報を参照したい場合は、各番号照会メニューで照会した検索
結果一覧の［経過情報］ボタンから参照してください。

▶『経過情報照会』画面の各データの更新タイムラグを改善しました。特許庁処理後、翌日にはデータ更
新されます。

▶『経過情報照会』の経過記録タブから審査書類・審判書類を照会できます。

(2)特許・実用新案 審査書類の照会範囲拡大、照会時間拡充変更

(3)意匠・商標審査書類、審判書類が照会可能に新機能

▶特許・実用新案の審査書類の照会範囲を拡大しました。
１９９０年以降に出願された案件が対象になります。

▶照会時間を拡充しました。
※ＯＰＤ照会のみ定期メンテナンス時間が毎週日曜日８：００～９：００となります。

▶意匠・商標の審査書類と特許・実用新案・意匠・商標の審判書類が照会可能になりました。照会範囲は
法域により異なります。

＜特許・実用新案＞２０００年以降の審判書類
＜意匠＞２０１９年以降の審査・審判書類
＜商標＞２０１９年以降の審査・審判書類



－40－INPIT 2019.04

６．各法域メニューの変更点・新機能

検索例・・・・・ 特許・実用新案番号照会／OPD照会
検索条件●番号種別：特許番号 ●番号：6312236

←表示はタブで切り替えます。

←審査書類・審判書類は経過記録
タブより照会します。

画面例：経過情報照会
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６．各法域メニュー共通の変更点・新機能
←出願情報タブ

←登録情報タブ
※登録案件のみ表示
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６．各法域メニュー共通の変更点・新機能

←審判情報タブ
※審判係属案件のみ表示

←分割情報タブ
※分割出願の案件のみ表示
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６．各法域メニュー共通の変更点・新機能
(4)検索結果一覧の印刷、ＣＳＶ出力が可能に新機能

(5)特許・実用新案・意匠の番号照会メニューでの範囲指定照会が

可能に

新機能

▶検索結果一覧を印刷できるようになりました。
▶検索結果一覧をＣＳＶ出力できるようになりました。初回利用時にメールアドレスを登録することにより
利用可能です。
※検索結果が１００件以下の場合にＣＳＶ出力可能です。

▶『特許・実用新案番号照会』『意匠番号照会』で番号の範囲を指定した照会が可能となりました。指定で
きる番号は１００件以下です。

(6)入力文字制限の統一変更

▶日付の入力方法、よう音・よう音以外の音の同一視、全角文字・半角文字の同一視、大文字・小文字の同
一視など、検索項目で入力方法を統一しました。
※詳細は各メニューのヘルプをご参照ください。

CSV出力 利用手順

①

②

③

CSV出力を利用するためのIDを発行
しました。

以下のIDと申請時に入力したパス
ワードでCSV出力が可能となります。

ID ： 123456
・
・
・
・

Email

１．初回登録 検索結果一覧

ユーザＩＤ：123456
パスワード：利用申請時に入力

ユーザＩＤとパスワードを入
力して

２．登録後
検索結果一覧
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６．各法域メニュー共通の変更点・新機能

(9)最新情報をＲＳＳフィードで提供新機能

(8)日本語表示メニューと英語表示メニューが同一に新機能

(10)スマートフォン、タブレット対応新機能

▶これまでメニューが限られていた英語表示メニューが日本語表示メニューと同一になりました。

▶各案件の『経過情報照会』最新情報をＲＳＳフィードで提供します。

▶スマートフォン、タブレットに対応しました。お使いのディスプレイ幅によって自動的に最適な表示をし
ます。

(7)検索結果表示上限を全て３，０００件に変更

▶意匠・商標・審決の各メニューでの検索結果上限件数を１，０００件から３，０００件に変更しました。

- MEMO -



https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

本テキストでのJ-PlatPat表示は作成当時(2019年3月)の情報です。

本資料でご紹介の機能改善を行ったJ-PlatPatリリースは特許庁サイト並びに
INPITサイトでサービス開始時期をお知らせいたします。

また、本資料の内容のIP･eラーニングも2019/4/22より公開予定ですので、研
修等にご活用ください。※ IP･eラーニング利用はユーザー登録が必要です。

■IP・eラーニング（INPITサイト）
https://ipe.inpit.go.jp/inaviipe/service
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リリース後、改訂版J-PlatPatマニュアルを配布いたします。
お近くの知財総合支援窓口に設置いたします。研修等で多数必要な場合は、

下記問合せへご相談ください。

＜本資料についてのお問い合せ先＞

INPIT知財情報部情報提供担当
電話番号：０３－３５８１－１１０１（内２４１３）
E-mail： ip-jh05@inpit.go.jp


