参考資料３

各種窓口一覧

本書に関連してご利用いただけると考えられる窓口をまとめました。
各窓口の詳細については、それぞれの URL 等をご確認下さい。

各種窓口一覧

＜全般（情報漏えい対策、知的財産戦略等）＞
営業秘密・知財戦略相談窓口（営業秘密 110 番） 【INPIT】
特許としての権利化、営業秘密としての秘匿化を含むオ

＜URL＞

ープン・クローズ戦略等の具体的な知的財産戦略に加

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

え、秘匿化を選択した際の営業秘密の管理手法、また営

ecret/madoguchi.html

業秘密の漏えい・流出等に関する相談に対応します。

＜電話＞
03-3581-1101（内線 3844）
＜メール＞
trade-secret@inpit.jpo.go.jp

知財総合支援窓口

【特許庁/INPIT】

中小企業等が経営の中で抱えるアイデア段階から事業展

＜URL＞

開までの知的財産に関する悩みや相談を、窓口支援担

http://chizai-portal.jp/

当者がワンストップで受け付けます（全国 57 カ所に設

＜全国共通ナビダイヤル＞

置）。

0570-082100
※お近くの支援窓口につながります。

弁護士知財ネット

【弁護士知財ネット】

弁護士知財ネットでは、社内の秘密管理体制、他社との

＜URL＞

秘密保持契約等の各種契約、漏洩時の民事刑事の対

http://www.iplaw-net.com/

応等の法律相談を受け付けています（有料）。

＜相談依頼フォーマット＞

Web 上の「相談依頼」フォーマットに記載の上送信し、担

http://www.iplaw-net.com/soudan

当者からのお返事をお待ちください。

＜電話＞

または、各地域会相談窓口担当弁護士に電話でご連絡

http://www.iplaw-net.com/telephone

ください。

（地域別の連絡窓口一覧）

ひまわりほっとダイヤル

【日本弁護士連合会】

「ひまわりほっとダイヤル」は、中小企業や個人事業主のみ

＜URL＞

なさまを対象に、日本弁護士連合会及び全国 52 の弁

http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/

護士会が提供する、弁護士との面談予約が可能なサービ

※上記 web からのお申し込みも可能です。

スです。全国共通電話番号または WEB の申込みフォー

＜電話＞

ムから、地域の弁護士会につながります。一部の都道府
県を除き、初回面談 30 分無料相談を実施中です。
法律の専門家である弁護士が､経営上の問題・悩みにつ
いて､裁判まで見通したアドバイスを行います。

お お い

ちゅーしょー

0570-001- 240 （全国共通「ひまわりほっとダイヤル」）
E

EA

弁理士知財キャラバン

【日本弁理士会】

弁理士会では、特許、デザイン、ブランド、コンテンツ、製

＜URL＞

造ノウハウなどの知的財産を上手に活用して、さらに上を

http://www.jpaa.or.jp/?cat=1153

目指す中小企業を応援するため、「弁理士知財キャラバ

※申請方法については、上記 web ページをご確認下さい。

ン」事業を実施しています。
知財経営コンサルティングのスキルを持った弁理士が直接
企業を訪問して、共に課題を解決していきます。

特許・意匠・商標なんでも 110 番

【日本弁理士会】

特許・実用新案・意匠・商標の出願手続、調査、鑑定、

＜URL＞

異議申立、訴訟はもちろん、諸外国の制度や知的財産

http://www.jpaa.or.jp/?cat=774

権全般について弁理士が無料で相談に応じています。

（相談を受け付けている支部の所在地と電話番号一覧）
※最寄りの窓口をご確認の上、電話による事前予約をお願いい
たします。

＜情報セキュリティ＞
情報セキュリティ安心相談窓口

【IPA】

コンピュータウイルスおよび不正アクセスなどの情報セキュリ

＜URL＞

ティに関する技術的なご相談を受け付けます。

https://www.ipa.go.jp/security/anshin
/
＜電話＞
03-5978-7509
＜メール＞
anshin@ipa.go.jp

インシデント報告窓口

【JPCERT/CC】

インターネットを介して発生する情報流出、フィッシングサイ

＜URL＞

ト、Web 改ざん、マルウエア感染、サーバへの侵入や

https://www.jpcert.or.jp/form/

Dos(DDos)等の不正アクセス等に関する技術的な対応

<Web フォーム>

依頼、ご相談、ご報告を受け付けます。

https://www.jpcert.or.jp/form/
<メール>
info@jpcert.or.jp
<FAX>
03-3518-2177

＜漏えいが疑われるとき＞
営業秘密・知財戦略相談窓口（営業秘密 110 番） 【INPIT】（再掲）
営業秘密の漏えい・流出等に関する相談に対応します。

＜URL＞

社内調査の仕方や、証拠の集め方、警察に相談する際

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

のポイント等をアドバイスするとともに、必要に応じてＩＰ

ecret/index.html

Ａや、警察庁を通じて都道府県警察をご紹介します。

＜電話＞
03-3581-1101（内線 3844）
＜メール＞
trade-secret@inpit.jpo.go.jp

警察

【都道府県警察本部(営業秘密侵害事犯担当)】

被害の御相談を受け付けます。下表から、最寄りの窓口

下表参照

をご確認下さい。
＜営業秘密侵害事犯 窓口連絡先一覧＞
警察名
北海道警察本部生活経済課

代表電話

警察名

代表電話

011-251-0110

岐阜県警察本部生活環境課

058-271-2424

北海道函館方面本部生活安全課

0138-31-0110

愛知県警察本部生活経済課

052-951-1611

北海道旭川方面本部生活安全課

0166-35-0110

三重県警察本部生活環境課

059-222-0110

北海道釧路方面本部生活安全課

0154-25-0110

滋賀県警察本部生活環境課

077-522-1231

北海道北見方面本部生活安全課

0157-24-0110

京都府警察本部生活経済課

075-451-9111

青森県警察本部保安課

017-723-4211

大阪府警察本部生活経済課

06-6943-1234

岩手県警察本部生活環境課

019-653-0110

兵庫県警察本部生活経済課

078-341-7441

宮城県警察本部生活環境課

022-221-7171

奈良県警察本部生活環境課

0742-23-0110

秋田県警察本部生活環境課

018-863-1111

和歌山県警察本部生活環境課

073-423-0110

山形県警察本部生活環境課

023-626-0110

鳥取県警察本部生活環境課

0857-23-0110

福島県警察本部生活環境課

024-522-2151

島根県警察本部生活環境課

0852-26-0110

警視庁生活経済課

03-3581-4321

岡山県警察本部生活環境課

086-234-0110

茨城県警察本部生活環境課

029-301-0110

広島県警察本部生活環境課

082-228-0110

栃木県警察本部生活環境課

028-621-0110

山口県警察本部生活環境課

083-933-0110

群馬県警察本部生活環境課

027-243-0110

徳島県警察本部生活環境課

088-622-3101

埼玉県警察本部生活経済課

048-832-0110

香川県警察本部生活環境課

087-833-0110

千葉県警察本部生活経済課

043-201-0110

愛媛県警察本部生活環境課

089-934-0110

神奈川県警察本部生活経済課

045-211-1212

高知県警察本部生活環境課

088-826-0110

新潟県警察本部生活保安課

025-285-0110

福岡県警察本部生活保安課

092-641-4141

山梨県警察本部生活安全捜査課

055-235-2121

佐賀県警察本部生活環境課

0952-24-1111

長野県警察本部生活環境課

026-233-0110

長崎県警察本部生活環境課

095-820-0110

静岡県警察本部生活経済課

054-271-0110

熊本県警察本部生活環境課

096-381-0110

富山県警察本部生活環境課

076-441-2211

大分県警察本部生活環境課

097-536-2131

石川県警察本部生活環境課

076-225-0110

宮崎県警察本部生活環境課

0985-31-0110

福井県警察本部生活環境課

0776-22-2880

鹿児島県警察本部生活環境課

099-206-0110

岐阜県警察本部生活環境課

058-271-2424

沖縄県警察本部生活保安課

098-862-0110

愛知県警察本部生活経済課

052-951-1611

標的型サイバー攻撃特別相談窓口

【IPA】

標的型サイバー攻撃を受けた際に、専門的知見を有する

＜URL＞

相談員が対応する「標的型サイバー攻撃特別相談窓

http://www.ipa.go.jp/security/tokubet

口」を設置し、相談を受け付けています。

su/index.html
＜電話＞
03-5978-7599
＜メール＞
tokusou@ipa.go.jp

弁護士知財ネット

【弁護士知財ネット】（再掲）

弁護士知財ネットでは、社内の秘密管理体制、他社との

＜URL＞

秘密保持契約等の各種契約、漏洩時の民事刑事の対

http://www.iplaw-net.com/

応等の法律相談を受け付けています（有料）。

※相談依頼フォーマットはこちらから

Web 上の「相談依頼」フォーマットに記載の上送信し、担

＜電話＞

当者からのお返事をお待ちください。または、各地域会相

http://www.iplaw-net.com/telephone

談窓口担当弁護士に電話でご連絡ください。

（地域別の連絡窓口一覧）

ひまわりほっとダイヤル

【日本弁護士連合会】（再掲）

「ひまわりほっとダイヤル」は、中小企業や個人事業主のみ

＜URL＞

なさまを対象に、日本弁護士連合会及び全国 52 の弁

http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/

護士会が提供する、弁護士との面談予約が可能なサービ

＜電話＞

スです。全国共通電話番号または WEB の申込みフォー
ムから、地域の弁護士会につながります。一部の都道府
県を除き、初回面談 30 分無料相談を実施中です。

お お い

ちゅーしょー

0570-001- 240 （全国共通「ひまわりほっとダイヤル」）
E

EA

※上記 web からのお申し込みも可能です。

法律の専門家である弁護士が､経営上の問題・悩みにつ
いて､裁判まで見通したアドバイスを行います。

日本知的財産仲裁センター(ADR)(※)

【日本知的財産仲裁センター】

日本知的財産仲裁センターでは、弁護士もしくは弁理士

＜URL＞

1 名、又は弁護士及び弁理士各 1 名による知的財産紛

http://www.ip-adr.gr.jp/

争に関連する相談を受け付けています（有料）。

＜FAX＞
03-3500-3839
＜E-maill＞
info@ip-adr.gr.jp

（※）日本知的財産仲裁センターは、ADR 法の基準をクリアしたものとして、法務大臣の認証を受けた民間
ＡＤＲ事業者「かいけつサポート」です。「かいけつサポート」一覧は、以下ＵＲＬで確認できます。

http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyou-index.html

＜その他＞
公証役場

【法務局】

確定日付で私書証書の存在した日を証明できます。相

＜URL＞

談は無料です。いつでも気軽にご相談ください。

http://www.koshonin.gr.jp/index2.htm
l
（全国の公証役場所在地・電話番号一覧）
※日本公証人連合会 HP 内

