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1. 概要 

1-1 システム概要 

このシステムは知財ブランド協会に登録された知財情報及び

知財に関連付けられた商品情報を検索、参照する目的で作成されたものです。

操作は協会ホームページより以下の手順で行って下さい。

協会ホームページ

ホームページの知財・商品検索 ボタン

または

ホームページの事業案内

知財（ＩＰ）コード登録・検索サービス

知財・商品検索サービス

知財・商品検索 の順にすすんで下さい

・知財・商品検索

・商品情報参照

・知財情報参照

http://www.ipbrand.org
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2. 知財・商品検索サービス画面仕様 

 

システム共通の画面について説明します。 

 

2-1 画面共通の操作方法 

  

＜画面各部の名称と役割＞ 

1 ヘッダ部     ：協会のロゴ、アクセスした年月日が表示されます。 

      ※ヘッダ部は、操作者が画面を閉じるまで常に同じ内容が表示されます。 

 
2 タイトル部      ：画面のタイトル（画面名）が表示されます。 

 

3 ヘルプ部  ：クリックすると表示中の画面の説明が別画面で表示されます。 

 

4 ガイド表示部 ：操作のためのガイドやシステムからの警告などが表示されます。 

システムのエラーが発生した場合、文字が赤く表示されます。 

 

5 ボディ部  ：画面の中心部分となります。 

    データ表示、データ入力を行なう部品、機能ボタン、一覧表、タブなどで構成されます。 

 

＜画面の種類＞ 

画面にはこの他に、画面上でポップアップ表示するダイアログがあります。 

ダイアログは、操作する方に注意や判断を促す場合に表示されます。 

① 
② 
③ 

④ 

⑤ 
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3. 知財・商品検索処理画面 

3-1 知財・商品検索画面 

 
 
3-1-1 知財商品検索画面 

 

＜操作方法＞ 

 ホームページの「知財・商品検索サービス」をクリックすると最初に表示される画面です。 

 検索したいコードのラジオボタンにチェックして商品コードまたは、知財コードを入力して下さい。 

 

＜コード入力方法＞ 

 商品コード：JAN コードなど公開された商品流通コードを入力して下さい。  

  

 知財コード：知財（ＩＰ）コードを入力して下さい。 

       ※アルファベット 1 字と数字 16 字の計 17 字で入力して下さい。 

      （ハイフンの有無に関わらず検索できます。） 

      
＜機能ボタン一覧＞ 

ボタン 機能 遷移先 

検索 入力したコードで検索します。 
知財情報参照画面 

商品情報参照画面 

終了 この画面を閉じます。 閉じる 
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  3-1-2 知財情報参照画面 

 

 

 

入力した知財コードで検索された知財情報が表示されます。 

 

＜表示内容＞ 

  国コード       ：ISO 3166(国コード)の国名が表示されます。 

  法人・団体名      ：法人・団体名（個人・個人事業主の場合は商号・屋号）が表示されます。 

  会員種別       ：会員種別が表示されます。 

  会員情報リンク先     ：会員情報のリンク先が表示されます。 

＜知財情報タブ＞ 

 ■ＩＰコード情報 

  知財種別       ：知財種別が表示されます。 

 国コード       ：ISO 3166(国コード)のコードが表示されます。 

 会員コード       ：知財ブランド協会から付与された会員コードが表示されます。 
  情報コード       ：会員が自社の知財に 5 桁の情報コードを割り振ったもので、 

              知財情報の管理や識別をするためのコードです。 

  チェックデジット    ：ＩＰコードの読み取りエラーをチェックするための 1 桁のコードで、 

              自動的に生成されます。 

  ＩＰコード（確認用）  ：17 桁で構成された、ＩＰコードが表示されます。 

              ※ＩＰコードの構成 

       （知財種別 - 国コード - 会員コード - 情報コード - チェックデジット） 

  ＩＰコード     ：ハイフン（-）なしのＩＰコードが表示されます。 

知財・商品情報の URL（QR コード）：一般に公開される知財情報参照ページの URL が QR コードで表示されます。 
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 ■知財内容 

  名称         ：知財の名称が表示されます。 

  知財概要       ：知財概要が表示されます。 

  知財詳細情報リンク先 ：知財の詳細リンク先が表示されます。 

 

ここまで、知財共通の基本情報となります。知財種別毎に固有な知財書誌情報について以下に説明します。  

 
＜守秘知財（営業秘密）／その他技術情報/著作権に固有な情報＞ 

 ■知財書誌情報   

  創作者（発明者等） ：創作者（著作権の場合は著作者）の氏名が表示されます。 

 ライセンサー（ライセンス元）：この知財のライセンス元の個人もしくは法人名が表示されます。ライセンサー名が 

                  入力されている場合は、創作者はそのライセンサーに所属する人になります。  

 

＜グループ知財（グループ名）に固有な情報＞ 

 ■知財書誌情報   

  グループ知財登録者：グループ知財登録者の氏名が表示されます。 

 

＜特許／意匠／商標に固有な情報＞ 

 ■知財書誌情報 

  創作者（発明者等）：創作者の氏名が表示されます。 

  ライセンサー（ライセンス元）：この知財のライセンス元の個人もしくは法人名が表示されます。ライセンサー名が 

                 入力されている場合は、創作者はそのライセンサーに所属する人になります。 

 出願状況   ：出願状況が表示されます。（出願中／登録） 

 出願番号   ：出願番号が表示されます。 

 出願日   ：出願日が表示されます。 

登録番号   ：出願状況が「登録」の場合、登録番号が表示されます。  

登録日   ：出願状況が「登録」の場合、登録日が表示されます。 

 

＜新案に固有な情報＞ 

 ■知財書誌情報 

  創作者（発明者等）：創作者の氏名が表示されます。 

  ライセンサー（ライセンス元）：この知財のライセンス元の個人もしくは法人名が表示されます。ライセンサー名が 

                 入力されている場合は、創作者はそのライセンサーに所属する人になります。 

 出願番号   ：出願番号が表示されます。 

 出願日   ：出願日が表示されます。 
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＜グループ知財構成情報タブ＞ 

 

このタブは知財種別がグループ知財（グループ名）の場合に表示されます。 

 
＜グループ知財とは＞ 

 関連する複数の知財を代表するグループ名として登録された「知財」です。 

 ２つ以上の知財から構成され、構成知財の中にグループ知財が階層的に含まれることもあります。 

 

＜表示内容＞ 

 ＩＰコード  ：ＩＰコードが表示されます。 

 名称     ：知財の名称が表示されます。 

 知財概要   ：知財概要が表示されます 
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＜商品情報タブ＞ 

 
知財に関連付けされている商品の一覧が表示されます。 

 

＜表示内容＞ 

商品名（論文名）        ：商品名もしくは論文名が表示されます。 

商品概要            ：商品概要が表示されます。 

商品流通コード（JAN）  ：JAN コードなど公開された商品流通コードが表示されます。 

企業内管理コード     ：企業内で管理するためのコードを表示します。 

 
＜機能ボタン一覧＞ 

ボタン 機能 遷移先 
戻る 知財・商品検索画面に戻ります。 知財・商品検索画面 

終了 この画面を閉じます。 閉じる 
 
 

 

- 7 - 



3-1-3 商品情報参照画面 

 

 

 

入力した商品コードで検索された商品の情報が表示されます。 

 

＜表示内容＞ 

 国コード       ：ISO 3166(国コード)の国名が表示されています。 

 法人・団体名          ：法人・団体名（個人・個人事業主の場合は商号・屋号）が表示されます。 

 会員種別    ：会員種別が表示されます。 

 会員情報リンク先  ：会員情報のリンク先が表示されます。 

 

 ＜商品情報タブ＞ 

 情報種別         ：情報種別が表示されます。 

  

 ■商品情報 

 商品名          ：商品名が表示されます。 

 品番           ：品番が表示されます。 

 商品流通コード(JAN)      ：商品流通コードが表示されます。 

 企業内管理コード  ：企業内で管理するためのコードが表示されます。 

 商品の概要        ：商品の概要が表示されます。 

 詳細情報リンク先     ：商品の詳細情報リンク先が表示されます。 
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 ＜関連知財情報タブ＞ 

 
商品に関連付けられた知財情報の一覧が表示されます。 

 

＜表示内容＞ 

 ＩＰコード  ：ＩＰコードが表示されます。 

 名称   ：知財の名称が表示されます。 

 知財内容概説 ：知財内容の概説が表示されます。 

  
＜機能ボタン一覧＞ 

ボタン 機能 遷移先 
戻る 知財・商品検索画面に戻ります。 知財・商品検索画面 

終了 この画面を閉じます。 閉じる 
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