
中国特許事務所年鑑２０２１

編集・出版 株式会社発明通信社

1.過去 10 年間の件数推移 (公開特許 /登録特許 /実用新案 /意匠 )

2. 日本企業を対象にした公開特許件数　上位 200 社ランキング

3. クラス別公開件数　上位 50 社ランキング

4. 日本企業公開特許件数上位 50 社ごと　利用事務所ランキング

5. 特許事務所編 (代理件数上位 100)

　①事務所情報 (住所 /電話番号 /連絡先アドレス /日本担当者 /PR コメント等 )

　②当該事務所のサブクラス /出願人ランキング　

クラス別出願人のランキング（公開特許件数）、日本企業を対象にしたランキング（公開特許件数）や、公開件数

上位の日本企業が依頼している中国特許事務所の割合等、有用な情報を網羅。各事務所の得意分野の把握、コンフ

リクト防止に最適！

形式・価格 先行予約 (書籍版＋CD-ROM 版セット )

20,000 円 ( 税込 22,000 円 ) 送料別
2021 年 8 月 31 日受付分まで！

通常価格

書籍版・CD-ROM 版　　　　　　　各 20,000 円 ( 税込 22,000 円 ) 送料別

書籍版＋CD-ROM 版セット 　30,000 円 ( 税込 33,000 円 ) 送料別

お得な期間限定先行予約 !　受付開始のお知らせ
2012 年より作成を開始し、広くお客様にご愛用いただいている中国特許事務所年鑑。2021 年度版の発売を 9月 1日

に開始いたします。期間限定で通常、書籍版と CD-ROM 版セット 3万円のところ 2万円となる先行予約を今年も受付！

是非とも、この機会にご購入をご検討ください。

株式会社発明通信社 東京営業部行 FAX:03-5281-5512
E-mail:info@hatsumei.co.jp

＜申込用紙＞

中国特許事務所年鑑２０２１　　先行予約セットを(　　　　　　　　組 )申し込みます。　

貴 社 名

部 課 名

ご送付先

住所

電話番号

ご担当者様

氏名

三菱ＵＦＪ銀行　神田駅前支店　当座預金 9001397 みずほ銀行　神田駅前支店　当座預金 0110772

三井住友銀行　神田支店　当座預金 1025372 振替口座　00140-5-69123

お支払い

方法

□　取引口座　（お得意先コード　　　　－　　　－　　　　　）

□　今回のみの請求　→　支払方法　　現金　・　振込

2021 年　　月　　日

〒

※いずれの場合も、CD-ROM 版はスタンドアロン利用に限ります。WEB 利用等は別途ご相談下さい。
※E-mail にてお申し込みの場合、件名を「中国事務所年鑑 2021 先行予約」とし、本文に上記必要事項をご記載ください。

20210716

東 京 営 業 部

https://www.hatsumei.co.jp/

東京都千代田区内神田 1-12-2
TEL:03-5281-5511 E-mai l :service@hatsumei .co. jp
大阪府大阪市北区東天満 2-10-14　TCS-HD 南森町ビル 2F
TEL:06-6353-0324 E-mai l :service_o@hatsumei .co. jp
愛知県刈谷市相生町 2-29-1 K-front2 ビル
TEL:0566-63-5588 E-mai l :service_n@hatsumei .co. jp

大 阪 営 業 所

名古屋営業所



中国特許事務所年鑑２０２１

第１章　意匠／発行件数

第 5章　事務所情報 ・ＩＰＣ・ 出願人ランキング

第 3章　クラス別出願人ランキング

※サンプルは 2019 年度版です

第３章 クラス別出願人ランキング上位５０ （2018年公開特許）

順位 国コード 合計

芜湖德鑫汽车部件有限公司
日产自动车株式会社 (日産自動車株式会社)
日立汽车系统株式会社 (日立オートモティブシステムズ株式会社)
その他
案件数合計

东风商用车有限公司
马自达汽车株式会社 (マツダ株式会社)
中国第一汽车股份有限公司
北京理工大学
潍柴动力股份有限公司

上海汽车集团股份有限公司
浙江吉利汽车研究院有限公司
西南交通大学
珠海格力电器股份有限公司
株式会社万都

宝沃汽车（中国）有限公司
法乐第（北京）网络科技有限公司
舍弗勒技术股份两合公司
蔚来汽车有限公司
北汽福田汽车股份有限公司

横滨橡胶株式会社 (横浜ゴム株式会社)
武汉理工大学
标致雪铁龙汽车股份有限公司
郑州宇通客车股份有限公司
北京汽车股份有限公司

株式会社斯巴鲁 (株式会社SUBARU)
福特环球技术公司
株式会社电装 (株式会社デンソー)
大众汽车有限公司
株式会社普利司通 (株式会社ブリヂストン)

米其林集团总公司
宝马股份公司
重庆长安汽车股份有限公司
住友橡胶工业株式会社 (住友ゴム工業株式会社)
江苏大学

奇瑞汽车股份有限公司
吉利汽车研究院（宁波）有限公司
北京汽车研究总院有限公司
奥迪股份公司
长城汽车股份有限公司

起亚自动车株式会社
罗伯特·博世有限公司
北京新能源汽车股份有限公司
安徽江淮汽车集团股份有限公司
吉林大学

现代自动车株式会社
浙江吉利控股集团有限公司
通用汽车环球科技运作有限责任公司
比亚迪股份有限公司
本田技研工业株式会社 (本田技研工業株式会社)

車両一般

出願人
福特全球技术公司
丰田自动车株式会社 (トヨタ自動車株式会社)
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昨年 ピンイン字

永新专利商标代理有限公司

日本語表記 永新専利商標代理有限公司
英語表記
代表者 蹇炜 設立年 1987年
海外拠点 東京、ニュージャージー、ミュンヘン、シリコンバレー、香港
弁護士数 51人 弁理士数 148人 総人数 500 人

<事務所紹介> 1987年に設立され、中国国務院に最も早く許可された4つの渉外特許商標代理公司の１つです。二十
数年に及び、中国知的財産権業界において最大規模、大きな存在感を持つ代理公司の１つになって、世界中の70カ国
／地区の1000社以上の法律事務所、知的財産権事務所と良い協力関係を築いてきています。業務範囲は特許、商
標、著作権、不正競争防止及び商業秘密をカバーし、特許出願、中間処理、無効、商標出願、異議申立、取消などを
代行し、知的財産を巡る訴訟なども取り扱っています。お客様の知的財産権を最大化することに責任をもって全力を
尽くしたい所存です。

<訴訟実績> 当社は全面的に知的財産に関するリーガルサービスを提供しています。二十数年の発展を経て、2009
年に渉外特許出願量が中国で4番目、2007年に渉外商標出願量が中国で2番目に達しています。また、毎年商標関係
訴訟事件約50件、特許関係訴訟事件約15件、行政取締り、調査、コンサルタントなどの事件約300件を取り扱ってい
ます。その内、孔子学院事件は中国企業の海外権利保護の成功事件として2010年中国商標十大事件に選ばれ、衢州
拜耳（bayer）事件は2010年浙江省十大知的財産典型事件に、天津益达(Extra)事件は天津市2011十大知的財産事件
に選ばれました。

住所

〒100013

<英語表記>

北京东城区北三环东路36号 北京环球贸易中心C座10层

○

英語対応
メール

○ ○ ○

日本語対応
メール

○ ○

日本語担当者 （代理人）胡建新(hu jian xin) ︔曹颍军
日本事務所住所 東京都港区芝大門 2-4-1Izumi ビル9階　Tel 03-6809-2024
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順位 件数 比率 順位 出願人 国 合計 比率
皇家飞利浦有限公司
罗伯特·博世有限公司
高通股份有限公司
英特尔公司
微软技术许可有限责任公司
株式会社东芝 (株式会社東芝)

松下知识产权经营株式会社 (パナソニックＩＰマネジメント株式会社)

富士胶片株式会社 (富士フイルム株式会社)
BSH家用电器有限公司
株式会社电装 (株式会社デンソー)
新日铁住金株式会社 (新日鐵住金株式会社)
标致雪铁龙汽车股份有限公司
舍弗勒技术股份两合公司
汉高股份有限及两合公司
卡西欧计算机株式会社 (カシオ計算機株式会社)
马自达汽车株式会社 (マツダ株式会社)
赢创德固赛有限公司
克诺尔商用车制动系统有限公司
荷兰联合利华有限公司
住友重机械工业株式会社 (住友重機械工業株式会社)

东芝三菱电机产业系统株式会社 (東芝三菱電機産業システム株式会社)

汉高知识产权控股有限责任公司
沃尔沃汽车公司
英飞凌科技股份有限公司
维斯塔斯风力系统集团公司
东芝基础设施系统株式会社 (東芝インフラシステムズ株式会社)

斯堪尼亚商用车有限公司
中强光电股份有限公司
费希尔-罗斯蒙特系统公司
海德堡印刷机械股份公司
费希尔控制产品国际有限公司
韦巴斯托股份公司
阿尔卑斯电气株式会社 (アルプス電気株式会社)
保时捷股份公司
日东电工株式会社 (日東電工株式会社)
SCA卫生用品公司
瓦克化学股份公司
凸版印刷株式会社 (凸版印刷株式会社)
林德股份公司
安道拓卢森堡控股有限公司
德尔福技术公司
东芝生活电器株式会社 (東芝ライフスタイル株式会社)
日立化成株式会社 (日立化成株式会社)
村田机械株式会社 (村田機械株式会社)
东芝能源系统株式会社
住友建机株式会社 (住友建機株式会社)
米其林企业总公司
达索系统公司
太阳专利托管公司
优志旺电机株式会社 (ウシオ電機株式会社)

その他 その他
合計 合計

＜IPCランキング＞ ＜出願人ランキング＞
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意　　匠／発行件数　推移グラフ

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

発行件数 231,700 328,007 350,333 478,882 439,482 364,283 474,079 455,436 442,996 536,251

出願件数 239,029 273,989 367,108 489,353 404,512 411,374 450,177 473,228 518,715 446,464

　　※　出願と公報発行にはタイムラグがあります。そのため、出願件数については未確定件数となります。
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