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有料サービスログインボタン 
ログイン後（画面 2）、有料サービストッ
プページ（画面 3）へジャンプします。 

新規ユーザーID 申込みボタン
サービス利用規約へジャンプします。

公開技報書誌検索ボタン（無料サービス） 
検索条件入力ページ（画面 13）へジャンプ
します。検索結果一覧ページ（画面 14）ま
での閲覧が可能です。 

ユーザ ID とパスワードを入力しログイ
ンボタンをクリックします。
※ユーザ ID＝お得意先コードとなってお
ります。

１ 掲載申込について 

・公開技報ＷＥＢ画面

画面１ トップページ 

画面２ ログインページ 
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技報掲載申込ボタン 
掲載申込ページ（画面 4）へジャンプし
ます。 

内容閲覧ボタン 
検索条件入力ページ（画面 13）へジャン
プします。 

SDI 検索ボタン
SDI 検索設定ページ（画面 19）へジャン
プします。 

ユーザー情報変更ボタン 
公開技報ＷＥＢサービス・登録情報の変
更ページ（画面 22）へジャンプします。 

パスワード変更ボタン 
公開技報ＷＥＢサービス・パスワードの
変更（画面 23）へジャンプします。 

新規作成ボタン（画面 5-1、5-2） 
掲載する公開技報の内容を入力しま
す。 

XML 取込ボタン
入力済みのテンプレート XML ファイル
を取込みます。 
※テンプレート XML ファイルをご利用
の場合には、
https://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/
help/C01_help2.html   をご確認のうえ、 
https://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/
help/gihotemplate.zip よりテンレー
トファイルをダウンロードしてくださ
い。

再開ボタン（画面 12） 
前回中断したデータを呼び出します。
再開するには中断番号が必要です。 

画面３ 有料サービストップページ 

画面４ 掲載申込ページ 

https://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/help/C01_help2.html
https://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/help/gihotemplate.zip
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・新規作成

画面 5-1 入力ページ

公開開始を希望する公開日を入力してくだ
さい。最大 2 年先まで指定可能です。

社内でご使用の整理番号を入力してくださ
い。最大 10 桁まで（英数 10 バイト以内）。

該当する IPC コードを入力してくださ
い。（最大５個分類の付与が可能です） 

[注意]IPC のレイアウトに沿い入力を行って
ください。 

（例）正 B60R 7/06
誤 B60R 07/06 

⇒ﾒｲﾝｸﾞﾙｰﾌﾟの“0”は不要です。

掲載を申請される企業名（申請者名）、電
話番号、E-mail アドレスを入力してくだ
さい。 
掲載時にメールでご案内いたしますので、
必ず受け取る方のメールアドレスを入力し
てください。 

技術を公開する企業名（個人名）と、そ
の住所を入力してください。 
・企業名：最大７０バイト=約 35 字
・住所 ：1 欄最大 36 バイト=約 18 字
※公開企業名と開発企業名が同一の場合でも、
それぞれの項目に企業名（個人名）を入力して
ください。 

共同公開企業がある場合はここをクリック
し、公開企業を追加してください。 

技術を開発した企業名（個人名）と、そ
の住所を入力してください。 
・企業名：最大７０バイト=約 35 字
・住所 ：1 欄最大 36 バイト=約 18 字
※公開企業名と開発企業名が同一の場合で
も、それぞれの項目に企業名（個人名）を入
力してください。 
※冊子版やＰＤＦ表示には、技術を開発した
企業（個人）の情報が企業名として掲載されま
す。 

開発に担当された個人名を入力さいてく
ださい。 
・最大 36 バイト=約 18 字
・１企業につき 10 人まで）

共同開発企業がある場合はここをクリック
し、開発企業を追加してください。 
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画面 5-2 入力ページ続き 

 

 
 

技術の名称を入力してください。 

 

 

 

 

技術の概要を入力してください。 
最大 1600 バイト=約 800 字 
※ ①、②等の丸付数字、Ⅰ、Ⅱ等のローマ数字は
ご使用になれません。入力可能な文字につき
ましては、P16 をご参照下さい。 

 

 

技術の詳細を入力してください。 

※ ①、②等の丸付数字、Ⅰ、Ⅱ等のローマ数
字はご使用になれません。入力可能な文字につ 
きましては、P16 をご参照下さい。 

 

 

画像の名称を入力してください。 

 

 

使用する画像ファイルを選択します。（図
面 6） 
※図面ファイルはｊｐｇファイルまたはｇｉｆファイ
ルの形式が利用できます。 （透過ｇｉｆファイル
はご利用できません） 
※ファイル名及びパスには半角英数、ハイフ
ン、アンダーバーのみ使用してください。%や 
$などの半角記号は使用できません） 
※名前の変更で画像の拡張子を変更し作成
したファイルは、正しく掲載されませんのでご
注意下さい。 

 

画面 6 図面の選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表図面として表示する図面にチェックを
入れてください。 

 

入力した内容の確認ページへ（画面 7）に
移動します。全ての入力が完了しましたら
クリックしてください。 
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先程入力した内容が表示されます。この
ままの形で公開されますので、内容に不
備がないよう十分確認してください。 
※プリントアウトしてのご確認をおすす
めします。

必須項目が抜けている場合や、不正文字を
使用された場合は赤字で表示されますの
で、指示どおり訂正してください。（画面
10） 

※公開時には申請者情報は表示されませ
ん。

・掲載内容の確認

画面 7 内容確認ページ

図面ボタンをクリックする原寸大で表示さ
れます。 

掲載データを集計し、掲載金額を表示し
ます。 
【基本データ量】 
文字 16,000 バイト= 約 8,000 字
図面 500 キロバイト

【基本料金】 
公開技報メンバー ＝ 3,670 円
一般ユーザー ＝ 4,200 円

【追加料金（基本データ量を超過の場合）】
文字：100 バイトにつき 11 円
図面：1,000 バイトにつき 33 円

内容に不備がなければ次へ進んでくださ
い。（画面 8） 

内容を編集する場合は編集ボタンをクリ
ックしてください。 

※修正の場合は、「編集」ボタンより内容確認

ページ（画面 7）へジャンプしてください。エ

ラーが発生する場合がありますので、ブラウ

ザの「戻る」ボタンは使用しないでください。 

※内容に不備がある場合は画面 10 のように表示されますので、再度編集を行ってください。
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続けて他の掲載内容を入力される場合はこ
ちらより行ってください。 

先程入力した技術案件が表示されます。 

入力した内容を編集します。（画面 5） 

掲載内容を確認後、登録チェックボックス
にチェックを入れ、登録確定ボタンを押し
ます。（画面 9） 

※修正の場合は、「編集」ボタンより内容確認ページ（画面 7）へ 

ジャンプしてください。エラーが発生する場合がありますので、ブラ

ウザの「戻る」ボタンは使用しないでください。 

中断する場合はこちらをクリックしてく
ださい。（画面 11） 
再開ページから現在の状況を呼び出すこ
とが出来ます。 

内容確認ページへ飛びます。（画面 7） 

公技番号が付与され、公開技報 WEB への
掲載申込が完了いたしました。 

・掲載申込 

 
 

画面 8 公開技報への登録 

 

画面 9 登録完了ページ 
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・内容の修正

画面 10 掲載内容確認ページ（エラー表示） 

必須項目がない場合や、不正文字があった
場合はこのように赤字で指示がでます。編
集ボタンを押して入力し直してください。
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掲載申込ページ（画面 8）で中断ボタン
をクリックすると、このように中断番号
が付与されます。後日改めて入力する場
合や、他部署の方へご確認していただく
場合などに効果的です。 

 

注意事項 
・中断処理は何度でも行うことができます

が、再開時に修正を施した場合、前回の
データは上書き更新されます。その際、
新たな中断番号が発行されます。 

・登録確定された時点で、保存データ 
（中断番号）は削除されます。 
・中断から再開までの期間 1 ヵ月です。

この期間を過ぎた場合、データは削除
されます。 

中断番号を入力し、案件を呼び出して下さ
い。 

・掲載作業の中断・再開について 
 

画面 11 中断ページ 

 

 

 

 

 

 
画面 12 再開ページ 
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2.検索・閲覧について 

 
画面 13 検索条件入力ページ 

 

 

 
画面 14 検索結果一覧ページ 

※公技表示ページの閲覧及び PDF の表示は、公開技報メンバーのみ

可能です。 

番号検索 
 
番号検索を行う場合はこちらに公技番
号を入力して下さい。 

条件検索 

 
一定の条件に基づいて検索をする場合
は、これらの項目を入力してください。 

欠番データ一覧 
 

欠番データ一覧ページ（画面 17）へジャ
ンプします。 

訂正情報一覧 

 
訂正情報一覧ページ（画面 18）へジャ 

※「欠番データ一覧」及び「訂正情報一覧」の閲覧は、公開技報メン 
バーのみ可能です。 

ンプします。 

技報番号をクリックすると公技表示ペ
ージ（画面 15）へジャンプします。 

PDF の項目をクリックすると PDF 表
示（画面 16）へジャンプし、冊子版レイ
アウトで内容をご確認できます。 
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画面 15 公開技報表示ページ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

本文のフルテキスト検索を
行った場合、その検索ワード
が青色で表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図面ボタンをクリックする
原寸大で表示されます。 

技報番号をクリックした際に表示さ
れる画面サンプルです。 
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画面 16 PDF 表示 
 

 
PDF ボタンを押した際に表示される画
面サンプルです。 
従来の冊子版と同様のレイアウトとな
っております。 
プリントアウトして保存するにはこち
らの表示形式をお薦めします。 
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画面 17 欠番データ一覧ページ 

 
画面 18 訂正情報一覧ページ 
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3.SDI（Selective Dissemination of Information）検索について

画面 19 SDI 検索設定ページ

画面 20 検索キーワード設定ページ

新規登録ボタンをクリックします。 

入力が完了しましたら、新規
登録ボタンをクリックしてく
ださい。 

SDI 検索を登録いただくことにより、
新着情報を E-mail でお知らせいたし
ます。（毎月 1 日、16 日の 2 回）

公開技報検索と同様に、検索
する条件を、各項目に入力し
て下さい。 
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画面 21 検索設定確認ページ

SDI メールの例

入力した条件式が表示されます。 
公開技報メンバー1ID につき、10 件
までの登録が可能です。 

○○株式会社 知的財産部 発明太郎 様

この度は公開技報メンバー専用ホームページより 
SDI 検索をご利用いただき、誠にありがとうございます。

下記の通り登録された情報に対する SDI 検索結果内容を
ご報告申し上げます。 

検索実行日：2002/07/16 
ユーザーID：12345678

=== 検索結果=============================== 

検索式名：Ａ０１Ｂ 
-------------------------------------------------------------------- 
公技番号： 2002-501356 
公開日 ： 2002/07/10 15:35:20 
FI(IPC) ： (C)A01B 12/00 
公開企業： 株式会社△△△△ 
名称 ： 砕土機 
-------------------------------------------------------------------- 
公技番号： 2002-500808 
公 開 日 ： 2002/07/10 15:39:15 
FI(IPC) ： (C)G03G 21/00 370 
公開企業： ××××株式会社
名称 ： 耕うん用作業機 
-------------------------------------------------------------------- 
========================================= 
<お問い合わせ先> 
（一社）発明推進協会 情報サービスチーム 
TEL：03-3502-5491 
E-Mail：giho-web@jiii.or.jp
==========================================

SDI 検索の結果は、毎月 1 日、16 日
の 2 回、E-mail にてお知らせいたし
ます。 
※検索結果の有無に関わらずメールを
送信いたします。
※メールソフトのエンコードによって
は文字化けする場合がありますので、
別途お問い合わせ下さい。
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4.ユーザー情報の変更について 

画面 22 公開技報ＷＥＢサービス・登録情報の変更ページ 
 

 

 

画面 23 公開技報ＷＥＢサービス・パスワードの変更 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご登録頂いた各項目の情報を変更後、 
「登録確認」ボタンをクリックし、ご
登録内容の確認後、登録を行ってくだ
さい 
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参考資料：文書入力について 
 
 

１．文書入力で使用できる文字 
■半角文字 

・“&”,“<”,“>”以外の半角英数文字をご使用いただけます。 

・半角カナ文字カタカナは使用できません。 

・半角読点(A1) ，半角鍵カッコ(A2)(A3) ，半角句点(A4) ，半角中点 (A5）なども半角カナ文字としてチェ

ックされ使用できませんのでご注意ください。 

・&（アンパサンド），<（不等号 より小），>（不等号 より大）を使用する場合は、全角文字をご使用

ください。 

■全角文字 

・JIS 第一水準および JIS 第二水準漢字が使用できますが、JIS 第一水準内で、Shift-JIS コードで８１５Ｃ、

８７４０～８７８Ｆ、８７９３、８７９４、８７９８、８７９９ の文字は使用できません。 

・JIS 第二水準内で、Shift-JIS コードでＥＡＡ３、ＥＡＡ４の文字は使用できません。 

・下記表内の文字をご使用されてもデータ登録は可能ですが、HTML あるいは PDF では文字化けいたしますので、

ご使用されないようお願いいたします。 

（使用不可文字は確認ページで赤文字で表示されます） 
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２．特殊な文字の入力方法 
技術名称・概要・詳細での太字、斜体、下付文字、上付文字、下線の入力方法について、下記入力例に従っ

てご入力ください 
 記入例 表示例 

太字 <b>太字</b>文字 太字文字 

斜体 <i>斜体</i>文字 斜体文字 

下付 <sub>下付</sub>文字 下付文字 

上付 <sup>上付</sup>文字 上付文字 

下線 <u>下線</u>文字 下線文字 

 




