
 

 

 

平成 21 年 2 月 16 日 

  

日本弁理士会継続研修における認定外部機関は、下記の 40 団体です（平成 21 年 2 月 16

日現在）。 

「認定外部機関」とは、日本弁理士会継続研修を行う法人又は団体として当会が認定し

た機関です。（日本弁理士会内規第 94 号「継続研修実施細則」第 37 条第１項） 

 認定外部機関の認定基準は、次のとおりです。 

 ①一定の社会的実体を有し、継続性を有する機関 

 ②知的財産関連の研修を行う機関 

 ③・弁理士全般に開放されている研修を行う機関、又は 

・弁理士であることが会員等の条件となる機関であって、当該会員に対して研修を行

う機関、又は 

  ・これらと同等と研修所が認める機関  

 

認定外部機関 一覧 

認定番号 機 関 名 ／ 所 在 地 連 絡 先 

08-001 
弁理士クラブ

東京都新宿区新宿 4-3-17 ダヴィンチ新宿 8階 太陽国際特許事務所内 
03-6802-7736 

08-002 

南甲弁理士クラブ

東京都港区芝 2-17-11 パーク芝ビル 2 階  

特許業務法人 インテクト国際特許事務所内 

03-5443-8461 

08-003 
日本弁理士協同組合

東京都港区北青山 2-12-16 北青山吉川ビル 3階 
03-5772-8033 

08-004 
国際特許法務研究会（インフォパット） 

東京都台東区上野 3-7-7 青邦ビル４階 
03-5688-6510 

08-005 
財団法人 日本科学振興財団 

東京都港区赤坂 1-1-17 細川ビル 910 号室 
03-6230-2451 

08-006 
株式会社エイバックズーム 

東京都千代田区神田小川町 3-2 サニービル４階 
03-3292-2700 

08-007 
日本ライセンス協会

東京都港区虎ノ門 2-9-14 
03-3595-0578 

08-008 
財団法人 経済産業調査会 

東京都中央区銀座 2-8-9 木挽館銀座ビル 
03-3535-3052 
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http://www.benku.org/
http://www.nankoh.gr.jp/
http://www.benrishi-k.gr.jp/
http://www.infopat.org/
http://www.jspfoundation.or.jp/
http://www.zoomin.co.jp/
http://www.lesj.org/contents/japanese/
http://www.chosakai.or.jp/


認定番号 機 関 名 ／ 所 在 地 連 絡 先 

08-009 
フェアリンクスコンサルティング株式会社 

東京都千代田区麹町 5-2-1 Ｋ-ＷＩＮＧビル 4階 
03-5215-8525 

08-010 
アジア弁理士協会 日本部会

東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-34-12 
0422-21-2666 

08-011 

弁理士春秋会 

東京都千代田区内神田 1-15-16 東光ビル 3 階  

特許業務法人 クラスター内 

03-6682-8853 

08-012 
社団法人 著作権情報センター

東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティタワー11 階 
03-5353-6921 

08-013 
ＰＡ会 

東京都港区西新橋 1-6-13 柏屋ビル 福田特許事務所内 
03-3501-8751 

08-014 
有限会社アイピーネットワーク 

東京都千代田区内神田 1-15-6 東光ビル 3 階 
03-5282-2140 

08-015 

関西特許研究会 

大阪府大阪市北区天満 2-2-1 角野ビル 4 階  

インテリクス国際特許事務所内 

06-4800-7123 

08-016 
日本弁護士連合会 

東京都千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 15 階 
03-3580-9967 

08-017 
社団法人 日本国際知的財産保護協会

東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4階 
03-3591-5301 

08-018 
特定非営利活動法人 産学連携推進機構

東京都千代田区神田須田町 1-21-5 Ｃ-5 ビル 1 階 
03-5207-7141 

08-019 
社団法人 発明協会

東京都港区虎ノ門 2-9-14 
03-3502-5439 

弁理士同友会

東京都千代田区岩本町 2-3-3 友泉岩本町ビル８階 

特許業務法人 日栄国際特許事務所 

03-5825-3311 08-020 

無名会

東京都千代田区神田須田町 1-7 神田ミハマビル 8 階  

米山国際特許事務所内   

03-5297-5177 08-021 

08-022 
株式会社山の手総合研究所

東京都渋谷区代々木 2-2-13 新宿ＴＲビル２階 
03-5304-5574 

08-023 
社団法人 発明協会東京支部会員弁理士知的所有権研究会

東京都港区虎ノ門 2-9-14 
03-3502-5521 

08-024 
社団法人 日本知財学会

東京都千代田区飯田橋 4-25-1-12 セントラルプラザ 2 階 
03-5225-6338 

08-025 
日本知的財産仲裁センター

東京都千代田区霞が関 3-4-2 
03-3500-3793 
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http://www.fairlinks.co.jp/
http://www.apaa-japan.jp/
http://shunju.gr.jp/
http://www.cric.or.jp/
http://www.pa-kai.com/
http://www.ipnetwork.ne.jp/
http://ktk-ip.com/
http://www.nichibenren.or.jp/
http://www.aippi.or.jp/
http://www.nposangaku.org/
http://www.jiii.or.jp/
http://www.benrishi-doyukai.gr.jp/
http://www.mumei.gr.jp/
http://www.yamanote-soken.com/top/
http://www.jiii.or.jp/tokyo/
http://www.ipaj.org/
http://www.ip-adr.gr.jp/


認定番号 機 関 名 ／ 所 在 地 連 絡 先 

西日本弁理士クラブ

大阪府大阪市西区江戸堀 1-15-26 大阪商工ビル 8階 江原特許事務所内 
06-6443-9541 08-026 

08-027 
株式会社インターグループ

東京都港区西新橋 1-7-2 虎の門高木ビル 
03-3597-1120 

08-028 
日本知的財産協会

東京都千代田区大手町 2-6-1 朝日生命大手町ビル 18 階 
03-5205-3437 

08-029 
立命館大学 金融・法・税務研究センター

京都市北区等持院北町 56-1 
075-465-8225 

08-030 

稲門弁理士クラブ

東京都港区虎ノ門 1-2-8 虎ノ門琴平タワー23･24･25 階  

三好内外国特許事務所内 

03-3504-3324 

08-031 
財団法人 知的財産研究所

東京都千代田区麹町 3-4 トラスティ麹町ビル 3 階 
03-5275-5281 

08-032 
日本アイアール株式会社

東京都新宿区荒木町 5-4 
03-3357-3467 

08-033 

ならびの会

東京都港区芝 2-29-10 パシフィック芝ビル 6階  

鈴木国際特許事務所内 

03-3507-5609 

08-034 
トムソンコーポレーション株式会社

東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル 5 階 
03-5733-6120 

08-035 
日本パテントデータサービス株式会社

東京都港区西新橋 1-17-8 須田ビル 
03-3580-8021 

08-036 
学校法人 金沢工業大学

東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋ビル 12 階 
03-5777-2227 

08-037 
特定非営利活動法人 日本知的財産翻訳協会

東京都新宿区新宿 1-1-7 コスモ新宿御苑ビル ㈱知財翻訳研究所内 
03-5366-3771 

08-038 
株式会社知財翻訳研究所

東京都新宿区新宿 1-1-7 
03-3225-1931 

08-039 
株式会社エイブス

東京都世田谷区駒沢 2-11-1 集花園ビル 3 階 
03-5432-4466 

08-040 
Patent Resources Group, Inc. 

東京都港区六本木 1-4-30 六本木 25 森ビル 17 階 敬和綜合法律事務所内 
050-5534-9110 

◎ 認定番号は、申請順です。 

◎ 研修日程の確認、申込み等は各団体に行ってください。 

 

＜外部機関が行う研修を受講された会員へ＞ 

上記の認定外部機関が主催する研修のうち、日本弁理士会が継続研修として認定した研

修を受講すると、継続研修における単位の認定申請を行うことができます。（外部機関
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http://www.nishiben.jp/
http://www.intergroup.co.jp/
http://www.jipa.or.jp/
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/flt/
http://www.tomon-benrishi.com/
http://www.iip.or.jp/
http://www.nihon-ir.jp/
http://www.ip.uec.ac.jp/narabinokai.html
http://www.thomsonbrandy.jp/
http://www.jpds.co.jp/
http://www.kanazawa-it.ac.jp/tokyo/
http://www.nipta.org/NIPTA_J.html
http://www.chizai.jp/
http://www.abes.co.jp/
http://www.patentresources.com/


が行うすべての研修が継続研修として認定されているわけではありませんのでご注意く

ださい。） 

単位の認定申請に必要な書類は、以下のとおりです。 

・「認定外部機関研修受講申請書」 

・各機関から発行される「受講証明書」 

・200 字～400 字程度のレポート（様式は特にありません） 

※１時間を１単位、30 分を 0.5 単位として申請してください。(30 分未満は切り捨てと

なります。) 

上記３点の書類を日本弁理士会事務局研修課宛てにご郵送又はご持参ください。 

 送付先（２月まで）  

 〒100-0013 東京都千代田区霞が関３－４－２ 日本弁理士会事務局研修課 宛 

 

※３月３日から事務局研修課が下記の住所に移転しますので、ご注意ください。 

送付先（３月から）  

 〒100-0013 東京都千代田区霞が関３－２－６ 東京倶楽部ビルディング１４階  

日本弁理士会事務局研修課 宛 

 

〔お問合せ先〕日本弁理士会事務局 研修課 ＴＥＬ 03-3519-2360 
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http://www.jpaa.or.jp/topics/2009/nintei_shinseisho.zip

