（９）弁理士事務所関連情報
掲載基準：２人以上の弁理士が在籍している事務所を対象とし、2004 年、2005 年それぞれにおける、下記の条件に合致
する事務所を掲載。
１．特許査定率
（１）分野（IPC セクション）毎の最終処分（特許査定、拒絶査定、拒絶理由通知後の取下げ・放棄）件数を分母とし、うち特許査定件
数を分子とした。
（２）分野別平均特許査定率が、他分野に比して低い４分野について、
①当該事務所の案件の母数が、分野全体の件数の 0.1%*以上で、かつ、
②特許査定率が、当該分野の平均値以上の事務所を掲載

２．記載要件不備率
（１）分野（IPC セクション）毎のファーストアクション（拒絶理由、特許査定）の件数を分母とし、うち、３６条各項の拒絶理由が通
知された件数を分子とした。
（２）分野別平均記載要件不備率が、他分野に比して高い４分野について、
①当該事務所の案件の母数が、分野全体の件数の 0.1%*以上で、かつ、
②記載要件不備率が、当該分野の平均値以下の事務所を掲載

３．新規性違反率
（１）分野（IPC セクション）毎のファーストアクション（拒絶理由、特許査定）の件数を分母とし、うち、２９条１項各号の拒絶理由
が通知された件数を分子とした。
（２）分野別平均新規性違反率が、他分野に比して高い４分野について、
①当該事務所の案件の母数が、分野全体の件数の 0.1%*以上で、かつ、
②新規性違反率が、当該分野の平均値以下の事務所を掲載

*ただし、0.1%に相当する件数が 10 件を下回る場合は、10 件とした。
＜参考＞各項目における「４分野」の平均値
２００４年特許査定率（低い４セクション）
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２００４年記載要件不備率（高い４セクション）
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２００４年新規性違反率（高い４セクション）
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２００４年特許査定率の高い事務所
Ａセクション：事務所数 ６９
ＹＫＩ国際特許事務所 赤澤特許事務所 秋田特許事務所 朝比・増田特許事務所 朝日奈特許事務所 有近・泉特許事務所 有古特許
事務所 (業)池内・佐藤アンドパートナーズ 石井特許事務所 井島・鮫島特許事務所 一色国際(業) 井上・布施合同特許事務所 栄
光特許事務所 (業)エビス国際特許事務所 岡部国際特許事務所 (業)オンダ国際特許事務所 樺澤特許事務所 鎌田特許事務所 きさ
特許商標事務所 北村国際特許事務所 清原国際特許事務所 久保田・矢野特許事務所 倉内国際特許事務所 クレオ国際特許事務所
河野特許事務所 光陽国際特許法律事務所 西教特許事務所 三枝国際特許事務所 酒井・蔵合国際特許事務所 笹島内外特許事務所
三栄国際特許事務所 三協国際特許事務所 サンライズ国際特許事務所 三和国際特許事務所 重信国際特許事務所 下田・田宮特許事
務所 白浜国際特許事務所 新樹グローバル・アイピー(業) 新成特許事務所 鈴榮特許綜合事務所 須藤特許事務所 すばる特許事務
所 竹内国際特許事務所 近島国際特許事務所 蔦田内外国特許事務所 東京国際特許事務所 中野・濱田特許事務所 なぎさ特許事務
所 野崎内外国特許事務所 長谷国際特許事務所 羽鳥国際特許事務所 萼特許事務所 (業)はるか国際特許事務所 深見特許事務所
藤田特許法律事務所 藤本特許法律事務所 古谷特許事務所 北斗特許事務所 松井特許事務所 松尾特許事務所 松田特許事務所
丸山国際特許事務所 むつみ国際特許事務所 安田岡本特許事務所 柳田国際特許事務所 柳野国際特許事務所 矢野内外国特許事務
所 山川国際特許事務所 吉井国際特許事務所

Ｄセクション：事務所数

１９

あい特許事務所 青山特許事務所 アスフィ国際特許事務所 江崎特許事務所 小田島特許事務所 小林特許商標事務所 斉藤・畑国際
特許事務所 (業)サトー国際特許事務所 真田特許事務所 佐野特許事務所 田村法律特許事務所 蔦田内外国特許事務所 中村特許
事務所 羽鳥国際特許事務所 古谷特許事務所 松永特許事務所 柳野国際特許事務所 理創国際特許事務所 わかば国際特許事務所

Ｇセクション：事務所数

１０２

ＹＫＩ国際特許事務所 あーく特許事務所 あい特許事務所 青山特許事務所 秋田特許事務所 朝日特許事務所 朝日奈特許事務所
梓特許事務所 足立国際特許事務所 有我国際特許事務所 (業)池内・佐藤アンドパートナーズ 石橋特許事務所 磯野国際特許商標事
務所 磯村・渡邉特許事務所 一色国際(業) 井上・布施合同特許事務所 栄光特許事務所 (業)エビス国際特許事務所 大澤特許事務
所 大菅内外国特許事務所(業) 大塚国際特許事務所 (業)オカダ・フシミ・ヒラノ (業)オンダ国際特許事務所 開明国際特許事務所
樺澤特許事務所 樺山・本多特許事務所 川口國際特許事務所 きさらぎ国際特許事務所 北村国際特許事務所 絹谷特許事務所 木下

特許商標事務所 協和特許法律事務所 黒田特許事務所 國分特許事務所 (業)コスモス特許事務所 小林国際特許事務所 小森特許
事務所 西教特許事務所 酒井・蔵合国際特許事務所 酒井国際特許事務所 サクラ国際特許事務所 真田特許事務所 佐野特許事務所
三協国際特許事務所 篠原・小宮国際特許事務所 下田・田宮特許事務所 秀和特許事務所 (業)湘洋内外特許事務所 新都心国際特許
事務所 鈴榮特許綜合事務所 鈴木国際特許事務所 青和特許法律事務所 創英国際特許法律事務所 曾我特許事務所 ゾンデルホフ
＆アインゼル法律特許事務所 太陽国際特許事務所 瀧野国際特許事務所 竹内国際特許事務所 田中特許事務所 近島国際特許事務
所 中央国際特許事務所 桐朋国際特許法律事務所 中尾国際特許事務所 永田特許事務所 長門国際特許事務所 なぎさ特許事務所
西新特許事務所 日栄国際特許事務所 日翔特許事務所 (業)日東国際特許事務所 野田・杉本特許事務所 創進国際特許事務所 服部
特許事務所 萼特許事務所 林・土井国際特許事務所 (業)原謙三国際特許事務所 ぱるも特許事務所 輝(ひかり)特許事務所 平木国
際特許事務所 平田国際特許事務所 深見特許事務所 藤村国際特許事務所 藤本特許法律事務所 古谷国際特許事務所 前田特許事
務所 前田特許事務所 松浦特許事務所 松岡国際特許事務所 まどか国際特許事務所 三浦国際特許事務所 光石法律特許事務所
みなと国際特許事務所 ミネルバ国際特許事務所 (業)明成国際特許事務所 柳田国際特許事務所 山川国際特許事務所 山口国際特
許事務所 山本秀策特許事務所 ゆうあい特許事務所 雄渾特許事務所 吉田・吉竹・有田特許事務所 理創国際特許事務所

Ｈセクション：事務所数

９０

あーく特許事務所 青山特許事務所 暁合同特許事務所 秋田特許事務所 芦田・木村国際特許事務所 足立国際特許事務所 (業)池
内・佐藤アンドパートナーズ 石井特許事務所 井出・下平特許事務所 伊東国際特許事務所 稲本国際特許事務所 井上・布施合同特
許事務所 栄光特許事務所 大澤特許事務所 大菅内外国特許事務所(業) 大塚国際特許事務所 開明国際特許事務所 香取国際特許
事務所 鎌田特許事務所 川口國際特許事務所 共栄国際特許商標事務所 共立特許事務所 協和特許法律事務所 工藤国際特許事務
所 小池国際特許事務所 國分特許事務所 後藤特許事務所 小森特許事務所 (業)サトー国際特許事務所 佐野特許事務所 三協国
際特許事務所 燦(さん)特許事務所 秀和特許事務所 (業)湘洋内外特許事務所 新成特許事務所 杉浦特許事務所 杉谷特許事務所
鈴榮特許綜合事務所 青和特許法律事務所 創英国際特許法律事務所 曾我特許事務所 (業)高田・高橋国際特許事務所 高橋岩倉特許
事務所 高山特許事務所 瀧野国際特許事務所 武特許事務所 田辺特許事務所 谷・阿部特許事務所 中央国際特許事務所 筒井国際
特許事務所 テクノパル特許事務所 (業)豊栖特許事務所 中尾国際特許事務所 長尾特許事務所 西新特許事務所 日誠国際特許事
務所 (業)日東国際特許事務所 はづき国際特許事務所 八田国際特許事務所 林・土井国際特許事務所 (業)原謙三国際特許事務所
春風特許事務所 ぱるも特許事務所 平木国際特許事務所 深見特許事務所 藤本特許法律事務所 古谷国際特許事務所 平和国際特
許事務所 北斗特許事務所 前田特許事務所 前田特許事務所 松浦特許事務所 まどか国際特許事務所 溝井国際特許事務所 光石
法律特許事務所 宮井特許事務所 三好内外国特許事務所 (業)明成国際特許事務所 安田岡本特許事務所 柳川特許事務所 山下国
際特許事務所 山田特許事務所 山本秀策特許事務所 山本特許技術事務所 ゆうあい特許事務所 吉田・吉竹・有田特許事務所 吉田
国際特許事務所 わかば国際特許事務所 脇・鈴木特許事務所 綿貫国際特許・商標事務所

２００５年特許査定率の高い事務所
Ａセクション：事務所数 ８０
ＴＭＩ総合法律事務所 ＹＫＩ国際特許事務所 あーく特許事務所 暁合同特許事務所 朝比・増田特許事務所 浅村内外特許事務所
有近・泉特許事務所 (業)アルガ特許事務所 有古特許事務所 いいだ特許事務所 (業)池内・佐藤アンドパートナーズ 石井特許事務
所 井島・鮫島特許事務所 一色国際(業) 井上・布施合同特許事務所 今岡良夫特許事務所 栄光特許事務所 江崎特許事務所 (業)
エビス国際特許事務所 大島特許事務所 大塚国際特許事務所 岡部国際特許事務所 樺澤特許事務所 紀尾井坂法律特許事務所 北
村国際特許事務所 協和特許法律事務所 久保田・矢野特許事務所 クレオ国際特許事務所 河野特許事務所 光陽国際特許法律事務所
小島内外国特許事務所 児玉特許事務所 後藤特許事務所 西藤特許事務所 酒井・蔵合国際特許事務所 笹島内外特許事務所 佐野特
許事務所 三栄国際特許事務所 三協国際特許事務所 サンライズ国際特許事務所 重信国際特許事務所 清水国際特許事務所 下
田・田宮特許事務所 白浜国際特許事務所 新樹グローバル・アイピー(業) 杉村萬國特許事務所 鈴榮特許綜合事務所 鈴木正次特許
事務所 須藤特許事務所 創英国際特許法律事務所 瀧野国際特許事務所 たくみ特許事務所 竹内国際特許事務所 蔦田内外国特許
事務所 東京国際特許事務所 東京セントラル特許事務所 中野・濱田特許事務所 中村特許事務所 名嶋・山本・綿貫特許事務所 野
崎内外国特許事務所 羽鳥国際特許事務所 (業)はるか国際特許事務所 広江国際特許商標事務所 深見特許事務所 不二法律特許事
務所 藤本特許法律事務所 古谷特許事務所 北斗特許事務所 松井特許事務所 松尾特許事務所 松田特許事務所 三好内外国特許
事務所 みらい国際特許事務所 むつみ国際特許事務所 もえぎ特許事務所 安田岡本特許事務所 柳田国際特許事務所 柳野国際特
許事務所 矢野内外国特許事務所 吉井国際特許事務所

Ｄセクション：事務所数

２０

青山特許事務所 (業)池内・佐藤アンドパートナーズ 江崎特許事務所 大野特許事務所 小田島特許事務所 香取国際特許事務所 光
陽国際特許法律事務所 真田特許事務所 佐野特許事務所 志賀国際特許事務所 白浜国際特許事務所 鈴榮特許綜合事務所 清栄特
許事務所 青和特許法律事務所 田村法律特許事務所 蔦田内外国特許事務所 永井国際特許事務所 野崎内外国特許事務所 古谷特
許事務所 山本秀策特許事務所

Ｇセクション：事務所数

８４

ＹＫＩ国際特許事務所 青山特許事務所 朝日特許事務所 梓特許事務所 足立国際特許事務所 アドバンス国際特許事務所 (業)池
内・佐藤アンドパートナーズ 磯野国際特許商標事務所 一色国際(業) 井上・布施合同特許事務所 インテクト国際特許事務所 栄光
特許事務所 大澤特許事務所 大菅内外国特許事務所(業) 大塚国際特許事務所 (業)オカダ・フシミ・ヒラノ (業)オンダ国際特許事務
所 開明国際特許事務所 加藤内外特許事務所 樺澤特許事務所 鎌田特許事務所 きさ特許商標事務所 北村国際特許事務所 木下
特許商標事務所 木村内外国特許事務所 (業)共生国際特許事務所 クレオ国際特許事務所 後藤特許事務所 小林国際特許事務所
小森特許事務所 西教特許事務所 真田特許事務所 佐野特許事務所 三協国際特許事務所 松籟国際特許事務所 新成特許事務所
新都心国際特許事務所 菅原国際特許事務所 鈴榮特許綜合事務所 鈴木国際特許事務所 スワン国際特許事務所 青和特許法律事務
所 曾我特許事務所 太陽国際特許事務所 瀧野国際特許事務所 竹内国際特許事務所 中央国際特許事務所 翼国際特許事務所 桐
朋国際特許法律事務所 中尾国際特許事務所 永田特許事務所 中村・成瀬特許法律事務所 西新特許事務所 西村内外国特許事務所
日栄国際特許事務所 (業)日東国際特許事務所 創進国際特許事務所 八田国際特許事務所 服部特許事務所 林・土井国際特許事務所
(業)原謙三国際特許事務所 ぱるも特許事務所 輝(ひかり)特許事務所 平木国際特許事務所 平田国際特許事務所 深見特許事務所
藤村国際特許事務所 藤本特許法律事務所 古谷特許事務所 豊栄特許事務所 北斗特許事務所 前田特許事務所 前田特許事務所
松浦特許事務所 松岡国際特許事務所 まどか国際特許事務所 三浦国際特許事務所 (業)明成国際特許事務所 柳田国際特許事務所
山下国際特許事務所 ゆうあい特許事務所 雄渾特許事務所 ユニアス国際特許事務所 脇・鈴木特許事務所

Ｈセクション：事務所数
ＹＫＩ国際特許事務所

６８

あい特許事務所

青山特許事務所

暁合同特許事務所

朝日特許事務所

足立国際特許事務所

(業)天城国際

特許事務所 (業)池内・佐藤アンドパートナーズ 石井特許事務所 磯村・渡邉特許事務所 井出・下平特許事務所 稲本国際特許事務
所 井上・布施合同特許事務所 栄光特許事務所 大菅内外国特許事務所(業) 大塚国際特許事務所 (業)オンダ国際特許事務所 開明
国際特許事務所 樺澤特許事務所 きさ特許商標事務所 共立特許事務所 協和特許法律事務所 きらり特許事務所 小池国際特許事
務所 (業)コスモス特許事務所 後藤特許事務所 澤田・宮田・山田特許事務所 志賀国際特許事務所 秀和特許事務所 杉浦特許事務
所 杉村萬國特許事務所 鈴榮特許綜合事務所 青和特許法律事務所 曾我特許事務所 高橋来山特許事務所 谷・阿部特許事務所 テ
クノパル特許事務所 桐朋国際特許法律事務所 (業)豊栖特許事務所 中尾国際特許事務所 西岡特許事務所 西新特許事務所 日翔
特許事務所 (業)日東国際特許事務所 はづき国際特許事務所 服部特許事務所 (業)原謙三国際特許事務所 ぱるも特許事務所 藤本
特許法律事務所 古谷国際特許事務所 平和国際特許事務所 北斗特許事務所 前田特許事務所 前田特許事務所 松浦特許事務所
まどか国際特許事務所 宮井特許事務所 宮崎・目次特許事務所 三好内外国特許事務所 (業)明成国際特許事務所 山川国際特許事務
所 山下国際特許事務所 山本秀策特許事務所 山本特許技術事務所 ゆうあい特許事務所 雄渾特許事務所 わかば国際特許事務所
脇・鈴木特許事務所

２００４年記載要件不備率の低い事務所
Ａセクション：事務所数 ８７
ＹＫＩ国際特許事務所 赤澤特許事務所 暁合同特許事務所 朝比・増田特許事務所 足立国際特許事務所 有近・泉特許事務所 有古
特許事務所 いいだ特許事務所 (業)池内・佐藤アンドパートナーズ 石井特許事務所 石田国際特許事務所 一色国際(業) 今岡良夫
特許事務所 牛木・染川国際特許事務所 内田法律特許事務所 英知国際特許事務所 英和特許事務所 エジソン(おりよせ)特許事務所
(業)エビス国際特許事務所 小野国際特許事務所 (業)オンダ国際特許事務所 樺澤特許事務所 鎌田特許事務所 紀尾井坂法律特許事
務所 きさ特許商標事務所 北村国際特許事務所 木戸特許事務所 清原国際特許事務所 久保田・矢野特許事務所 クレオ国際特許事
務所 河野特許事務所 光陽国際特許法律事務所 國分特許事務所 西教特許事務所 西藤特許事務所 酒井・蔵合国際特許事務所 坂
上特許事務所 笹島内外特許事務所 佐野特許事務所 三栄国際特許事務所 三和国際特許事務所 重信国際特許事務所 清水・細井特
許事務所 志村特許事務所 白浜国際特許事務所 新宿中央特許事務所 菅原国際特許事務所 杉本特許事務所 鈴榮特許綜合事務所
鈴木正次特許事務所 鈴木由充特許事務所 須藤特許事務所 竹内特許事務所 (業)田治米国際特許事務所 田中宏特許事務所 近島
国際特許事務所 辻本特許事務所 蔦田内外国特許事務所 東京国際特許事務所 (業)特許事務所サイクス 中尾・伊藤特許事務所 中
野・濱田特許事務所 中村特許事務所 なぎさ特許事務所 日栄国際特許事務所 野崎内外国特許事務所 長谷国際特許事務所 羽鳥国
際特許事務所 広江国際特許商標事務所 廣瀬特許事務所 藤本昇特許事務所 古谷国際特許事務所 北斗特許事務所 松井特許事務
所 松尾特許事務所 松田特許事務所 丸山国際特許事務所 三浦国際特許事務所 (業)みのり特許事務所 三好内外国特許事務所
みらい国際特許事務所 むつみ国際特許事務所 森本特許事務所 安田岡本特許事務所 柳野国際特許事務所 矢野内外国特許事務所
吉井国際特許事務所

Ｃセクション：事務所数

６６

阿形特許事務所 赤塚国際特許事務所 秋元特許事務所 朝日奈特許事務所 梓特許事務所 飯田・川崎国際特許事務所 いおん特許事
務所 インテクト国際特許事務所 内田特許事務所 栄光特許事務所 英和特許事務所 大島特許事務所 大谷特許事務所 (業)岡田
国際特許事務所 小野特許事務所 梶・須原特許事務所 鎌田特許事務所 川上・吉澤特許事務所 神戸内外特許事務所 北村国際特許
事務所 共立特許事務所 久保田・矢野特許事務所 小池国際特許事務所 小島国際特許事務所 小島内外国特許事務所 斉藤・畑国際
特許事務所 西藤特許事務所 三枝国際特許事務所 酒井・蔵合国際特許事務所 サクラ国際特許事務所 さやか特許事務所 三協国際
特許事務所 (業)志成特許事務所 信栄特許事務所 新都心国際特許事務所 進歩国際特許事務所 創英国際特許法律事務所 太陽国
際特許事務所 高橋岩倉特許事務所 (業)田中・岡崎アンドアソシエイツ 中尾・伊藤特許事務所 中村・成瀬特許法律事務所 名嶋・
山本・綿貫特許事務所 長谷国際特許事務所 羽鳥国際特許事務所 輝(ひかり)特許事務所 福田特許事務所 藤本特許法律事務所 藤
本昇特許事務所 扶桑特許事務所 北斗特許事務所 松井特許事務所 松本特許事務所 光石法律特許事務所 みなと国際特許事務所
宮崎・目次特許事務所 森本特許事務所 柳川特許事務所 柳野国際特許事務所 柳原特許事務所 山口国際特許事務所 山下国際特許
事務所 吉田・近藤特許事務所 理創国際特許事務所 和田特許事務所 渡辺・堀田特許事務所

Ｇセクション：事務所数

８８

あーく特許事務所 あい特許事務所 あいわ内外特許事務所 梓特許事務所 足立国際特許事務所 石橋特許事務所 井上・布施合同特
許事務所 インテクト国際特許事務所 (業)エビス国際特許事務所 大澤特許事務所 柏木特許事務所 加藤特許事務所 樺澤特許事
務所 樺山・本多特許事務所 鎌田特許事務所 きさ特許商標事務所 きさらぎ国際特許事務所 北村国際特許事務所 絹谷特許事務所
木下特許商標事務所 黒田特許事務所 小池国際特許事務所 河野特許事務所 光陽国際特許法律事務所 (業)コスモス特許事務所
後藤特許事務所 小林国際特許事務所 小森特許事務所 酒井・蔵合国際特許事務所 (業)サトー国際特許事務所 三協国際特許事務所
下田・田宮特許事務所 (業)湘洋内外特許事務所 新成特許事務所 新都心国際特許事務所 鈴木国際特許事務所 スワン国際特許事務
所 創英国際特許法律事務所 曾我特許事務所 太陽国際特許事務所 高橋来山特許事務所 瀧野国際特許事務所 武特許事務所 田
中特許事務所 田辺特許事務所 近島国際特許事務所 筒井国際特許事務所 翼国際特許事務所 東京国際特許事務所 桐朋国際特許
法律事務所 永田特許事務所 長門国際特許事務所 中村・成瀬特許法律事務所 西村内外国特許事務所 日栄国際特許事務所 日翔特
許事務所 野崎内外国特許事務所 野田・杉本特許事務所 創進国際特許事務所 八田国際特許事務所 服部特許事務所 春風特許事務
所 ぱるも特許事務所 輝(ひかり)特許事務所 平木国際特許事務所 平田国際特許事務所 古谷国際特許事務所 北斗特許事務所
前田特許事務所 松浦特許事務所 松本国際特許事務所 松山・高矢・牧野特許事務所 三浦国際特許事務所 光石法律特許事務所 み
なと国際特許事務所 ミネルバ国際特許事務所 宮井特許事務所 (業)明成国際特許事務所 森本特許事務所 柳田国際特許事務所
山川国際特許事務所 山口国際特許事務所 ゆうあい特許事務所 優和特許事務所 横沢国際特許商標事務所 吉田・吉竹・有田特許事
務所 吉田国際特許事務所 脇・鈴木特許事務所

Ｈセクション：事務所数

７８

ＹＫＩ国際特許事務所 あーく特許事務所 あい特許事務所 あおぞら国際特許事務所 暁合同特許事務所 朝日特許事務所 足立国
際特許事務所 石井特許事務所 栄光特許事務所 英和特許事務所 大澤特許事務所 (業)オンダ国際特許事務所 開明国際特許事務
所 柏木特許事務所 加藤内外特許事務所 樺澤特許事務所 鎌田特許事務所 木内特許事務所 きさ特許商標事務所 絹谷特許事務
所 木村内外国特許事務所 共栄国際特許商標事務所 共立特許事務所 きらり特許事務所 工藤国際特許事務所 クマ特許事務所
河野特許事務所 小森特許事務所 阪本・船津特許事務所 (業)サトー国際特許事務所 佐野特許事務所 三協国際特許事務所 秀和特
許事務所 (業)湘洋内外特許事務所 新成特許事務所 新都心国際特許事務所 杉谷特許事務所 鈴木国際特許事務所 曾我特許事務
所 (業)第一国際特許事務所 高橋岩倉特許事務所 高山特許事務所 瀧野国際特許事務所 武特許事務所 テクノパル特許事務所
桐朋国際特許法律事務所 東陽国際特許事務所 (業)豊栖特許事務所 長尾特許事務所 長門国際特許事務所 西岡特許事務所 日栄
国際特許事務所 日翔特許事務所 はづき国際特許事務所 服部特許事務所 春風特許事務所 ぱるも特許事務所 福田特許事務所

藤村国際特許事務所 古谷国際特許事務所 北斗特許事務所 前田特許事務所 松浦特許事務所 溝井国際特許事務所 光石法律特許
事務所 ミネルバ国際特許事務所 宮井特許事務所 宮崎・目次特許事務所 (業)明成国際特許事務所 森本特許事務所 守谷・渡部内
外特許事務所 守山国際特許事務所 山口国際特許事務所 ゆうあい特許事務所 吉田・吉竹・有田特許事務所 わかば国際特許事務所
脇・鈴木特許事務所 綿貫国際特許・商標事務所

２００５年記載要件不備率の低い事務所
Ｃセクション：事務所数 ８６
ＹＫＩ国際特許事務所 あーく特許事務所 アイメックス特許事務所 赤岡特許事務所 赤塚国際特許事務所 秋元特許事務所 アサ
国際特許事務所 朝日奈特許事務所 足立国際特許事務所 (業)アルガ特許事務所 いおん特許事務所 (業)池内・佐藤アンドパートナ
ーズ 石島・阿部特許事務所 インテクト国際特許事務所 栄光特許事務所 英和特許事務所 大谷特許事務所 岡田特許事務所 小
川・中村特許事務所 小野国際特許事務所 梶・須原特許事務所 鎌田特許事務所 川上・吉澤特許事務所 北村国際特許事務所 木戸
特許事務所 絹谷特許事務所 共立特許事務所 久保田・矢野特許事務所 栗原国際特許事務所 鍬田充生特許事務所 光陽国際特許法
律事務所 恒和特許事務所 小島国際特許事務所 小島内外国特許事務所 西藤特許事務所 三枝国際特許事務所 酒井・蔵合国際特許
事務所 サクラ国際特許事務所 さやか特許事務所 椎名・松本特許事務所 (業)志成特許事務所 篠原・小宮国際特許事務所 清水・
細井特許事務所 下田・田宮特許事務所 松籟国際特許事務所 新都心国際特許事務所 菅原国際特許事務所 須田特許事務所 田中宏
特許事務所 辻特許事務所 蔦田内外国特許事務所 中尾・伊藤特許事務所 中村・成瀬特許法律事務所 中村特許事務所 名嶋・山本・
綿貫特許事務所 日栄国際特許事務所 日翔特許事務所 長谷国際特許事務所 羽鳥国際特許事務所 輝(ひかり)特許事務所 福田特
許事務所 福村国際特許事務所 藤本特許法律事務所 藤本昇特許事務所 扶桑特許事務所 平和国際特許事務所 北斗特許事務所
前田特許事務所 松井特許事務所 松本特許事務所 光石法律特許事務所 みなと国際特許事務所 宮崎・目次特許事務所 明志特許事
務所 森本特許事務所 安富国際特許事務所 柳川特許事務所 柳田国際特許事務所 柳野国際特許事務所 柳原特許事務所 山下国
際特許事務所 山の手合同国際特許事務所 吉田・近藤特許事務所 吉田特許事務所 渡辺・堀田特許事務所 渡邉一平国際特許事務所

Ｄセクション：事務所数

１２

(業)池内・佐藤アンドパートナーズ (業)岡田国際特許事務所 小川・野口・斎下特許事務所 (業)オンダ国際特許事務所 河野特許事務
所 光陽国際特許法律事務所 小林特許商標事務所 佐野特許事務所 蔦田内外国特許事務所 浜本特許事務所 松原特許事務所
(業)みのり特許事務所

Ｇセクション：事務所数

８１

ＹＫＩ国際特許事務所 あーく特許事務所 あい特許事務所 秋元特許事務所 朝比・増田特許事務所 足立国際特許事務所 アドバン
ス国際特許事務所 有我国際特許事務所 いおん特許事務所 (業)池内・佐藤アンドパートナーズ 井島・鮫島特許事務所 インテクト
国際特許事務所 (業)エビス国際特許事務所 大澤特許事務所 (業)オンダ国際特許事務所 柏木特許事務所 樺山・本多特許事務所
鎌田特許事務所 きさ特許商標事務所 きさらぎ国際特許事務所 北村国際特許事務所 絹谷特許事務所 木下特許商標事務所 木村
内外国特許事務所 共栄国際特許商標事務所 黒田特許事務所 光陽国際特許法律事務所 小島内外国特許事務所 小林国際特許事務
所 小松特許事務所 サクラ国際特許事務所 (業)サトー国際特許事務所 真田特許事務所 佐野特許事務所 三協国際特許事務所
篠原・小宮国際特許事務所 新都心国際特許事務所 杉浦特許事務所 鈴木国際特許事務所 スワン国際特許事務所 創英国際特許法律
事務所 曾我特許事務所 瀧野国際特許事務所 武特許事務所 田中特許事務所 近島国際特許事務所 筒井国際特許事務所 翼国際
特許事務所 東京国際特許事務所 桐朋国際特許法律事務所 中尾・伊藤特許事務所 中尾国際特許事務所 永田特許事務所 長門国際
特許事務所 長屋・高橋・花田特許事務所 西村内外国特許事務所 日栄国際特許事務所 創進国際特許事務所 八田国際特許事務所
ぱるも特許事務所 輝(ひかり)特許事務所 平田国際特許事務所 古谷国際特許事務所 北斗特許事務所 松浦特許事務所 まどか国
際特許事務所 三浦国際特許事務所 光石法律特許事務所 みなと国際特許事務所 村瀬特許事務所 (業)明成国際特許事務所 森本
特許事務所 柳田国際特許事務所 梁瀬・振角特許事務所 山川国際特許事務所 山口国際特許事務所 ゆうあい特許事務所 ユニアス
国際特許事務所 横沢国際特許商標事務所 吉田・吉竹・有田特許事務所 脇・鈴木特許事務所

Ｈセクション：事務所数

９２

あーく特許事務所 アイアット国際(業) あい特許事務所 あおぞら国際特許事務所 暁合同特許事務所 朝日特許事務所 梓特許事
務所 足立国際特許事務所 阿部国際特許事務所 有我国際特許事務所 石田国際特許事務所 井出・下平特許事務所 インテクト国際
特許事務所 栄光特許事務所 江原特許事務所 大澤特許事務所 (業)オンダ国際特許事務所 開明国際特許事務所 樺澤特許事務所
鎌田特許事務所 木内特許事務所 きさらぎ国際特許事務所 北村国際特許事務所 絹谷特許事務所 木村内外国特許事務所 共栄国
際特許商標事務所 共進特許事務所 共立特許事務所 きらり特許事務所 クマ特許事務所 河野特許事務所 光陽国際特許法律事務
所 (業)コスモス特許事務所 後藤特許事務所 小松特許事務所 小森特許事務所 サクラ国際特許事務所 笹島内外特許事務所 (業)
サトー国際特許事務所 佐野国際特許事務所 佐野特許事務所 三協国際特許事務所 下田・田宮特許事務所 新都心国際特許事務所
菅原国際特許事務所 杉谷特許事務所 鈴木国際特許事務所 創英国際特許法律事務所 曾我特許事務所 (業)第一国際特許事務所
高橋岩倉特許事務所 瀧野国際特許事務所 武特許事務所 中央国際特許事務所 翼国際特許事務所 テクノパル特許事務所 桐朋国
際特許法律事務所 東陽国際特許事務所 (業)豊栖特許事務所 中尾国際特許事務所 長門国際特許事務所 西岡特許事務所 西新特
許事務所 西浦特許事務所 西村国際特許事務所 日翔特許事務所 日誠国際特許事務所 丹羽国際特許事務所 パール国際特許事務
所 はづき国際特許事務所 服部特許事務所 ぱるも特許事務所 福田特許事務所 古谷国際特許事務所 豊栄特許事務所 北斗特許
事務所 丸山特許事務所 溝井国際特許事務所 光石法律特許事務所 ミネルバ国際特許事務所 三好内外国特許事務所 森本特許事
務所 守谷・渡部内外特許事務所 柳川特許事務所 柳田国際特許事務所 山川国際特許事務所 ゆうあい特許事務所 雄渾特許事務所
吉田・吉竹・有田特許事務所 吉田国際特許事務所 脇・鈴木特許事務所 綿貫国際特許・商標事務所

２００４年新規性違反率の低い事務所
Ａセクション：事務所数 ９７
ＴＭＩ総合法律事務所 ＹＫＩ国際特許事務所 あいぎ特許事務所 あいわ内外特許事務所 赤澤特許事務所 暁合同特許事務所 朝
比・増田特許事務所 足立国際特許事務所 有近・泉特許事務所 石井特許事務所 石田国際特許事務所 井島・鮫島特許事務所 磯野
国際特許商標事務所 伊東国際特許事務所 井上・布施合同特許事務所 今岡良夫特許事務所 上野特許事務所 牛木・染川国際特許事
務所 英知国際特許事務所 英和特許事務所 江崎特許事務所 エジソン(おりよせ)特許事務所 (業)エビス国際特許事務所 大塚国際
特許事務所 (業)岡田国際特許事務所 小川・野口・斎下特許事務所 加藤特許事務所 樺澤特許事務所 鎌田特許事務所 紀尾井坂法
律特許事務所 きさ特許商標事務所 北村国際特許事務所 木戸特許事務所 協和特許法律事務所 きらり特許事務所 クレオ国際特
許事務所 黒田特許事務所 河野特許事務所 光陽国際特許法律事務所 コスモ国際特許事務所 ゴトウアンドカンパニー特許事務所
後藤特許事務所 西教特許事務所 斎藤特許事務所 西藤特許事務所 坂上特許事務所 笹島内外特許事務所 (業)サトー国際特許事

務所 佐野特許事務所 三栄国際特許事務所 三協国際特許事務所 サンライズ国際特許事務所 重信国際特許事務所 下田・田宮特許
事務所 白浜国際特許事務所 新宿中央特許事務所 新成特許事務所 菅原国際特許事務所 杉本特許事務所 鈴榮特許綜合事務所
鈴木由充特許事務所 園田特許事務所 太陽国際特許事務所 竹内国際特許事務所 竹内特許事務所 近島国際特許事務所 蔦田内外
国特許事務所 東京セントラル特許事務所 中尾・伊藤特許事務所 中野・濱田特許事務所 中村特許事務所 なぎさ特許事務所 日栄
国際特許事務所 野崎内外国特許事務所 長谷国際特許事務所 羽鳥国際特許事務所 萼特許事務所 (業)はるか国際特許事務所 広
江国際特許商標事務所 廣瀬特許事務所 深見特許事務所 福田特許事務所 藤田特許法律事務所 藤本昇特許事務所 北斗特許事務
所 松浦国際特許事務所 松尾特許事務所 松田特許事務所 宮園国際特許事務所 みらい国際特許事務所 むつみ国際特許事務所
森本特許事務所 安田岡本特許事務所 柳田国際特許事務所 柳野国際特許事務所 矢野内外国特許事務所 渡辺特許法律事務所

Ｂセクション：事務所数

１２３

ＳＨＩＧＡ内外国特許事務所 ＹＫＩ国際特許事務所 あーく特許事務所 あい特許事務所 あいわ内外特許事務所 青山特許事務所
明石特許事務所 秋元特許事務所 あけぼの綜合事務所 麻布法律特許事務所 梓特許事務所 足立国際特許事務所 有古特許事務所
いいだ特許事務所 石井特許事務所 石田国際特許事務所 磯野国際特許商標事務所 伊東国際特許事務所 伊藤国際特許事務所 今
岡良夫特許事務所 (業)ウィルフォート国際特許事務所 英知国際特許事務所 英和特許事務所 江崎特許事務所 江原特許事務所
江原特許事務所 (業)エビス国際特許事務所 大阪国際鈴江特許事務所 大島特許事務所 大西国際特許事務所 (業)岡田国際特許事務
所 小川・中村特許事務所 落合特許事務所 (業)オンダ国際特許事務所 柏木特許事務所 加藤特許事務所 樺澤特許事務所 樺山・
本多特許事務所 鎌田特許事務所 川口國際特許事務所 紀尾井坂法律特許事務所 菊池国際特許事務所 北村国際特許事務所 木戸
特許事務所 木村内外国特許事務所 共栄国際特許商標事務所 共進特許事務所 (業)共生国際特許事務所 クマ特許事務所 クレオ
国際特許事務所 河野特許事務所 神戸国際特許事務所 光陽国際特許法律事務所 (業)コスモス特許事務所 後藤特許事務所 西教
特許事務所 笹島内外特許事務所 (業)サトー国際特許事務所 真田特許事務所 三協国際特許事務所 塩入・加藤特許事務所 芝国際
特許事務所 下田・田宮特許事務所 新樹グローバル・アイピー(業) 新成特許事務所 真菱国際特許事務所 菅原国際特許事務所 鈴
榮特許綜合事務所 スワン国際特許事務所 創成国際特許事務所 (業)第一国際特許事務所 (業)高橋特許事務所 瀧野国際特許事務所
竹内国際特許事務所 武特許事務所 辻本特許事務所 蔦田内外国特許事務所 桐朋国際特許法律事務所 中川国際特許事務所 長門
国際特許事務所 中村・成瀬特許法律事務所 中村合同特許法律事務所 長屋・高橋・花田特許事務所 なぎさ特許事務所 名嶋・山本・
綿貫特許事務所 西村内外国特許事務所 日栄国際特許事務所 日翔特許事務所 丹羽国際特許事務所 野田・杉本特許事務所 長谷国
際特許事務所 八田国際特許事務所 萼特許事務所 浜本特許事務所 (業)原謙三国際特許事務所 ぱるも特許事務所 輝(ひかり)特許
事務所 平山特許事務所 広江国際特許商標事務所 深見特許事務所 福田特許事務所 藤本昇特許事務所 古谷国際特許事務所
(業)プロスペック特許事務所 前田・西出国際特許事務所 光石法律特許事務所 (業)みのり特許事務所 三好内外国特許事務所 (業)
明成国際特許事務所 森本特許事務所 安田岡本特許事務所 矢野内外国特許事務所 山内特許事務所 山川国際特許事務所 山田特
許事務所 山本国際特許事務所 ゆうあい特許事務所 吉井国際特許事務所 吉田・吉竹・有田特許事務所 理創国際特許事務所 わか
ば国際特許事務所 渡辺・堀田特許事務所 綿貫国際特許・商標事務所

Ｃセクション：事務所数

６６

アイメックス特許事務所 青山特許事務所 阿形特許事務所 赤塚国際特許事務所 秋元特許事務所 朝日奈特許事務所 梓特許事務
所 (業)アルガ特許事務所 有古特許事務所 飯田・川崎国際特許事務所 インテクト国際特許事務所 内田特許事務所 英和特許事務
所 大島特許事務所 小川・中村特許事務所 小倉特許事務所 小田島特許事務所 小野特許事務所 梶・須原特許事務所 川口國際特
許事務所 神戸内外特許事務所 きさ特許商標事務所 共立特許事務所 協和特許法律事務所 葛和国際特許事務所 久保田・矢野特許
事務所 小島内外国特許事務所 酒井・蔵合国際特許事務所 サクラ国際特許事務所 さやか特許事務所 三協国際特許事務所 三友合
同特許事務所 椎名・松本特許事務所 (業)志成特許事務所 清水国際特許事務所 下田・田宮特許事務所 清栄特許事務所 青和特許
法律事務所 創英国際特許法律事務所 ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所 高島国際特許事務所 谷・阿部特許事務所 津国特
許事務所 蔦田内外国特許事務所 中尾・伊藤特許事務所 中嶋・山口特許事務所 中村・成瀬特許法律事務所 名嶋・山本・綿貫特許
事務所 日栄国際特許事務所 長谷国際特許事務所 八田国際特許事務所 萼特許事務所 輝(ひかり)特許事務所 福田特許事務所
藤本昇特許事務所 扶桑特許事務所 前田特許事務所 光石法律特許事務所 みなと国際特許事務所 宮崎・目次特許事務所 もえぎ特
許事務所 柳川特許事務所 山口国際特許事務所 山本秀策特許事務所 吉田特許事務所 渡辺・堀田特許事務所

Ｄセクション：事務所数

２２

あい特許事務所 アスフィ国際特許事務所 足立国際特許事務所 インテクト国際特許事務所 江崎特許事務所 (業)岡田国際特許事
務所 小川・野口・斎下特許事務所 (業)オンダ国際特許事務所 鎌田特許事務所 協和特許法律事務所 河野特許事務所 光陽国際特
許法律事務所 小林特許商標事務所 (業)サトー国際特許事務所 佐野特許事務所 志賀国際特許事務所 中尾・伊藤特許事務所 中川
特許事務所 広瀬特許事務所 松永特許事務所 松原特許事務所 森本特許事務所

２００５年新規性違反率の低い事務所
Ａセクション：事務所数 ９３
ＴＭＩ総合法律事務所 ＹＫＩ国際特許事務所 あーく特許事務所 あいわ内外特許事務所 赤澤特許事務所 暁合同特許事務所 足
立国際特許事務所 有近・泉特許事務所 いいだ特許事務所 (業)池内・佐藤アンドパートナーズ 石井特許事務所 石田国際特許事務
所 井島・鮫島特許事務所 磯野国際特許商標事務所 一色国際(業) 伊東国際特許事務所 井上・布施合同特許事務所 今岡良夫特許
事務所 牛木・染川国際特許事務所 (業)エビス国際特許事務所 オアシス国際特許事務所 大阪国際鈴江特許事務所 大塚国際特許事
務所 大西国際特許事務所 (業)岡田国際特許事務所 岡部国際特許事務所 小川・野口・斎下特許事務所 (業)オンダ国際特許事務所
加藤特許事務所 鎌田特許事務所 紀尾井坂法律特許事務所 きさ特許商標事務所 木村内外国特許事務所 (業)共生国際特許事務所
協和特許法律事務所 クレオ国際特許事務所 河野特許事務所 光陽国際特許法律事務所 コスモ国際特許事務所 ゴトウアンドカン
パニー特許事務所 後藤特許事務所 小林国際特許事務所 西教特許事務所 斎藤特許事務所 笹島内外特許事務所 (業)サトー国際
特許事務所 三栄国際特許事務所 サンライズ国際特許事務所 重信国際特許事務所 清水国際特許事務所 下田・田宮特許事務所 正
林国際特許商標事務所 白浜国際特許事務所 新成特許事務所 菅原国際特許事務所 杉本特許事務所 鈴榮特許綜合事務所 鈴木由
充特許事務所 清栄特許事務所 創英国際特許法律事務所 創成国際特許事務所 ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所 太陽国
際特許事務所 竹内国際特許事務所 タケダアンドパートナーズ法律特許事務所 谷・阿部特許事務所 蔦田内外国特許事務所 東京国
際特許事務所 東京知財事務所 長門国際特許事務所 なぎさ特許事務所 名嶋・山本・綿貫特許事務所 日栄国際特許事務所 野崎内
外国特許事務所 羽鳥国際特許事務所 (業)はるか国際特許事務所 平田国際特許事務所 広江国際特許商標事務所 深見特許事務所
福田特許事務所 不二法律特許事務所 北斗特許事務所 松浦国際特許事務所 三輪特許事務所 宮園国際特許事務所 三好内外国特
許事務所 みらい国際特許事務所 むつみ国際特許事務所 森本特許事務所 柳野国際特許事務所 山口特許事務所 山本国際特許事
務所 吉田国際特許事務所

Ｂセクション：事務所数

１０７

あーく特許事務所 あい特許事務所 あいわ内外特許事務所 秋元特許事務所 あけぼの綜合事務所 浅村内外特許事務所 梓特許事
務所 いいだ特許事務所 石井特許事務所 石田国際特許事務所 井島・鮫島特許事務所 磯野国際特許商標事務所 伊東国際特許事務
所 伊藤国際特許事務所 今岡良夫特許事務所 英知国際特許事務所 英和特許事務所 江崎特許事務所 エジソン(おりよせ)特許事
務所 江原特許事務所 江原特許事務所 (業)エビス国際特許事務所 大阪国際鈴江特許事務所 大島特許事務所 大西国際特許事務
所 (業)岡田国際特許事務所 小田島特許事務所 落合特許事務所 小野特許事務所 (業)オンダ国際特許事務所 梶・須原特許事務所
柏木特許事務所 樺澤特許事務所 紀尾井坂法律特許事務所 菊池国際特許事務所 北村国際特許事務所 木戸特許事務所 絹谷特許
事務所 木村内外国特許事務所 共栄国際特許商標事務所 (業)共生国際特許事務所 協和特許法律事務所 クシブチ国際特許事務所
クレオ国際特許事務所 河野特許事務所 神戸国際特許事務所 光陽国際特許法律事務所 (業)コスモス特許事務所 後藤特許事務所
西教特許事務所 笹島内外特許事務所 三協国際特許事務所 志賀国際特許事務所 芝国際特許事務所 清水国際特許事務所 下田・田
宮特許事務所 秀和特許事務所 新樹グローバル・アイピー(業) 真菱国際特許事務所 鈴榮特許綜合事務所 鈴木国際特許事務所 創
成国際特許事務所 ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所 (業)第一国際特許事務所 瀧野国際特許事務所 武特許事務所 近島
国際特許事務所 中央国際特許事務所 蔦田内外国特許事務所 東京国際特許事務所 桐朋国際特許法律事務所 (業)豊栖特許事務所
中尾・伊藤特許事務所 長門国際特許事務所 中村合同特許法律事務所 長屋・高橋・花田特許事務所 名嶋・山本・綿貫特許事務所 日
翔特許事務所 (業)日東国際特許事務所 丹羽国際特許事務所 野田・杉本特許事務所 長谷国際特許事務所 はづき国際特許事務所
八田国際特許事務所 浜本特許事務所 輝(ひかり)特許事務所 平山特許事務所 広江国際特許商標事務所 広瀬特許事務所 藤本昇
特許事務所 古谷国際特許事務所 松尾特許事務所 (業)みのり特許事務所 三好内外国特許事務所 森本特許事務所 安田岡本特許
事務所 矢野内外国特許事務所 山内特許事務所 山田特許事務所 (業)山広特許事務所 山本国際特許事務所 ゆうあい特許事務所
吉田・吉竹・有田特許事務所 理創国際特許事務所 わかば国際特許事務所 和田国際特許事務所 綿貫国際特許・商標事務所

Ｃセクション：事務所数

７３

アイメックス特許事務所 阿形特許事務所 アサ国際特許事務所 浅村内外特許事務所 梓特許事務所 飯田・川崎国際特許事務所 イ
ンテクト国際特許事務所 栄光特許事務所 英和特許事務所 江崎特許事務所 大島特許事務所 岡部国際特許事務所 小川・中村特許
事務所 小倉特許事務所 小田島特許事務所 小野国際特許事務所 梶・須原特許事務所 川上・吉澤特許事務所 川口國際特許事務所
キシモト特許事務所 北村国際特許事務所 木戸特許事務所 葛和国際特許事務所 久保田・矢野特許事務所 倉内国際特許事務所 麹
町特許事務所 光陽国際特許法律事務所 後藤特許事務所 西教特許事務所 斉藤・畑国際特許事務所 三枝国際特許事務所 三友合同
特許事務所 椎名・松本特許事務所 清水・細井特許事務所 下田・田宮特許事務所 秀和特許事務所 新都心国際特許事務所 鈴榮特
許綜合事務所 鈴木国際特許事務所 須田特許事務所 清栄特許事務所 青和特許法律事務所 ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事
務所 瀧野国際特許事務所 (業)田中・岡崎アンドアソシエイツ 田中特許事務所 津国特許事務所 辻特許事務所 東京国際特許事務
所 桐朋国際特許法律事務所 (業)特許事務所サイクス 中嶋・山口特許事務所 中村・成瀬特許法律事務所 中村特許事務所 名嶋・
山本・綿貫特許事務所 日翔特許事務所 長谷国際特許事務所 八田国際特許事務所 輝(ひかり)特許事務所 平木国際特許事務所 広
江国際特許商標事務所 福田特許事務所 扶桑特許事務所 穂上特許事務所 光石法律特許事務所 みなと国際特許事務所 三好内外
国特許事務所 明志特許事務所 もえぎ特許事務所 森本特許事務所 柳川特許事務所 わかば国際特許事務所 和田特許事務所

Ｈセクション：事務所数

９３

アイアット国際(業) 暁合同特許事務所 朝日特許事務所 朝日奈特許事務所 芦田・木村国際特許事務所 足立国際特許事務所 有我
国際特許事務所 石田国際特許事務所 井島・鮫島特許事務所 磯野国際特許商標事務所 磯村・渡邉特許事務所 井出・下平特許事務
所 稲本国際特許事務所 インテクト国際特許事務所 栄光特許事務所 江原特許事務所 エンテック特許事務所 大澤特許事務所
大島特許事務所 大菅内外国特許事務所(業) 大塚国際特許事務所 岡部国際特許事務所 (業)オンダ国際特許事務所 開明国際特許事
務所 鎌田特許事務所 川口國際特許事務所 木内特許事務所 きさ特許商標事務所 きさらぎ国際特許事務所 北村国際特許事務所
木村内外国特許事務所 共栄国際特許商標事務所 共立特許事務所 きらり特許事務所 工藤国際特許事務所 小池国際特許事務所
河野特許事務所 光陽国際特許法律事務所 (業)コスモス特許事務所 小松特許事務所 小森特許事務所 西教特許事務所 酒井国際
特許事務所 笹島内外特許事務所 (業)サトー国際特許事務所 真田特許事務所 澤田・宮田・山田特許事務所 三協国際特許事務所
下田・田宮特許事務所 秀和特許事務所 新成特許事務所 新都心国際特許事務所 杉浦特許事務所 青和特許法律事務所 ゾンデルホ
フ＆アインゼル法律特許事務所 (業)第一国際特許事務所 高橋岩倉特許事務所 瀧野国際特許事務所 武特許事務所 中央国際特許
事務所 テクノパル特許事務所 東陽国際特許事務所 中尾国際特許事務所 長尾特許事務所 長門国際特許事務所 中村合同特許法
律事務所 なぎさ特許事務所 西岡特許事務所 西新特許事務所 西浦特許事務所 服部特許事務所 林・土井国際特許事務所 (業)原
謙三国際特許事務所 ぱるも特許事務所 輝(ひかり)特許事務所 福田特許事務所 藤本特許法律事務所 古谷国際特許事務所 北斗
特許事務所 松浦特許事務所 丸山特許事務所 溝井国際特許事務所 ミネルバ国際特許事務所 三好内外国特許事務所 森本特許事
務所 守谷・渡部内外特許事務所 柳川特許事務所 柳田国際特許事務所 山川国際特許事務所 山本特許技術事務所 吉田国際特許事
務所 脇・鈴木特許事務所 綿貫国際特許・商標事務所

問い合わせ先：秘書課

