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アイ・ピー・ファイン株式会社

〒 630-8115
奈良市大宮町 6-3-4

マーケティング営業部
0742-36-7791
0742-36-7792
business_info@ipfine.com

社内の課題解決に今や IT システムの利用は欠かせません。しかしながら、多くの企業では知財業務
において、調査の種類や量的負担が大きく、エクセル、CSV、PDF などが多々利用されています。

「THE 調査力」により知財業務をグループウェア化することで、効率化、協働力アップ、見える化、
標準化・共有化が図れ、それら業務全般の効率化、スピードアップ、低コスト化などの経営的効果が期
待できます。

THE 調査力は、知財業務の「効率化」にはなくてはならない多彩な機能を備えており、各種特許
調査業務、開発プロジェクトなどの出願戦略、知財管理業務など、幅広くご利用いただくことができます。

知財部門における業務の効率化は「知財戦略」そのものであり、開発部門の効率化は製品開発の
スピードアップにも繋がります。

昨今注目されているＡＩ（人工知能）を活用した知財向けＡＩツールとデータ連携も進んでおり、知財
業務の『働き方改革』を実現するツールとしてご注目下さい。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://www.ipfine.com

R&D 知財グループウェア「THE 調査力」



YEAR BOOK 2O19

本社住所

問　い
合せ先

URL

■
■

■

検　

索　

管　

理　

分　

析　

Ｍ　

Ｔ　

翻　

訳

特許翻訳外国出願

ワンクリック見積り依頼、1回の依頼で複数国へ出願、オンラインプラットフォームによる発注・オーダート

ラッキングが可能

外国出願に伴う翻訳プロセスや事務的な負担、コストの大幅軽減を実現

各種アラートサービス

ドキュメンテーションサービス
法的状況、包袋、特許・非特許文献コピーをお届け

RWSロンドンオフィスは英国図書館に近く、ここには世界の特許・非特

許文献が数多く所蔵されています

調査サービス
お客様のニーズに合った総合的な調査・監視サービスを提供

国際特許検索データベース
世界の特許を効率よくスピーディに検索

見やすいリーガルステータス、検索結果の共有、分析、アラート機能

PatBase ビルトインオプション
化学構造検索/ PDF公報一括入手サービス

クラウドソーシング調査サービス
42,000超のクラウドサーチャーの活

用によりIP調査の品質と透明性に革

命をもたらしています

ワワーーククフフロローー効効率率化化ツツーールル
共同作業プラットフォーム/ 米国特許実務支援ツール

株式会社 RWS グループ

〒 101-0061 
東京都千代田区神田三崎町 3-1-16
神保町北東急ビル４F

営業部
03-4563-5900
03-6332-9010
jp-patbase@rws.com

RWS は翻訳、知的財産、ライフサイエンスおよび言語支援サービス分野で世
界をリードする欧州最大手の企業です。 

特許翻訳外国出願： 最高品質の特許翻訳を提供し、シームレスな外国出願を
実現。RWS では、発注プロセスをできるだけわかりやすく、簡単にしています。

特許情報：社内調査チームと世界各地のオフィスが連携して、IP のライフサイ
クル全体にわたる戦略的な意思決定を支援する強力なソリューションを世界中の
お客様に提供。

・RWS と特許ソフトウェア開発会社 minesoft により開発された国際特許データ
ベース PatBase 及び、関連サービス

・専門性の高い調査員および、クラウドソーシングによる特許調査サービス
・法的状況、包袋、特許・非特許文献等を取得するドキュメンテーションサービス

担当部署
T E L
F A X
E-mail

https://www.rws.com/jp/

欧州最大手の特許翻訳出願、調査会社
～特許調査 DB　PatBase / PatBase Express ～
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管理・分析に必要なグローバル
データや社内データを、
必要な時に必要なグラフで
表示－スマートで戦略的な
知財ポートフォリオ管理

知財スタッフ・外部特許事務所の
期限管理データやパフォーマンスデータ

手続費用、年金、報奨など様々な費用の監視や予測が可能

世界地図など様々な形式で特許や商標の出願状況がレポート可能

株式会社アナクア

〒 154-0043
東京都渋谷区道玄坂 1-12-1
渋谷マークシティ W22 階

営業 ／ マーケティング
03-4360-5530  
―
ContactJapan@anaqua.com

　知財管理には従来の業務管理に留まらず可視化・最適化はもちろん、知財データを最大限に活用して得
られる情報を基にした知財戦略や、知財収益化の機会を見逃さない統括管理が必要とされています。
　年間を通して継続的に行われる無償アップデートに追加し、2019 年度行われた 2 年に一度の大幅なア
ップグレードを経た AQX は、これまでの ANAQUA9 のワークフロー、コラボレーション、案件処理、デ
ータの可視化、特許分析（特許スコアなど）等の機能に加え、知財ポートフォリオ管理そして費用管理の
機能が大幅に拡張されました。プラットフォームに多数の機能が統合され、生産性向上はもちろん複雑な
ビジネス環境下で優れた意思決定に必要な知見を実現するサポートを提供します。標準搭載のワークフロ
ーやテンプレート、分類等は要件に沿い個別設定ができ、基幹情報システムと連携する事も可能です。
　グローバルに展開する多言語対応のソリューションとローカルに提供されるサポートにより国境を越えた
ビジネスの成長を促進する ANAQUA は、世界 150 ヵ国以上でトータル 10 億ドル以上の価値を持つ
知的財産の創造・保護・活用をサポートしています。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

https://www.anaqua.com/ja

知財を活かしビジネスの成功を実現

クライアントで構成されるワーキンググループの提言をもとにした機能強化を継続的に行っています。
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インターマーク株式会社

〒 101-0062
東京都千代田区神田駿河台 3-4　
龍名館本店ビル　5F

03-5296-0033
03-5296-8331
info@intermark.co.jp

●商標に関する特許庁公開の整理標準化データに独自の情報を付加した
データベースサービス

● InterMark（インターマーク）サービスは、過去の審決をもとに分析
した「TN 法」によって発音の類似度合いを数値化し、読み方（呼称）
が似ている順番に過去の出願商標（失効を含む）をリストアップが可能。

● J-PlatPat では検索できない過去に出願拒絶となった商標、及びそ
の拒絶理由が確認可能。

●識別力レベル（強い、弱い、不明）に応じた独自の機能により「スピ
ーディー」「シンプル」「初心者にもわかりやすい」検索が可能。識別
力の弱い商標（特に結合商標）の検索も出来ます。

●毎月の基本料金は無し。使用量に応じた課金の選択可能の従量制と、
多量の調査がリーズナブルに利用できる定額制を設置しています。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

https://www.intermark.co.jp/

インターマーク /InterMark

１．スピーディー

２．シンプル

３．初めてでもわかりやすい
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ソリューション

サービス

パテントマップ作成のための総合ソフト。動向解析、群管理、マ

ニュアル調査支援、評価値計算などの機能を搭載し日本語、英

語、中国語のキーワード抽出、他言語は書誌事項に対応。

特許情報データベース編集＆活用ソフト。開発者が簡単、容易、

楽々に特許データを構築し、パテントマップを作成することに対応。

分析ソフト。要約文、特許請求の範囲などから課題及び

手段の各キーワードを自動抽出し、マトリクス分析などに対応。

日本語と英語の特許請求項分析ソフト。特許網の確認、特許

請求の範囲の比較、構成要件文章の抽出、従属関係の図示化に対応。

他社侵害防止・調査・支援ツール。

大量特許群を発明のカテゴリを使い仕分して、リスク順位、

担当部署別などの子集団に分別することに対応。

弊社では各々の専門分野に精通した経験豊富なサーチャーを擁し、知的財産調査業務に関して幅広いサービスを提供しております。

当社開発の特許マップ作成支援ソフト「パテントマップEXZ」を使用して、

御社ご指定の企業や技術の動向などのパテントマップ分析を行い、報告書を作成するサービスです。

当社では、中国現地において、中国人技術者の中国公報閲覧による調査体制を構築しました。

これにより中国特許調査をより確かに、より安価に、より迅速に行うことが可能になりました。

中国特許の公報データを弊社のパテントマップＥＸＺソフトに取り込み、種々のパテントマップに展開して企業分析や技術動向分析を行います。

高速検索インターフェース、出願人の名寄せ、経過、訴訟情報へのリンクが特徴。

オリジナルソフトウェア

特許調査・その他サービス

ソリューションサービス

特許と技術の情報分析のプロ集団です
収集した特許情報に対して高度な加工・分析・評価を行なうシステム、ソフトウェアを独自開発し、提供することおよび

そのソフトを用いた受託分析等を業務として事業を活動しております。

オリジナルソフトウェアと特許調査のノウハウを活かしたサービス

オリジナル
特許調査

ソフトウェア
その他

サービス

○特許評価値評価式・作成ソリューションサービス

○特許の独立請求項抽出および

エキスパンジョン・ソリューションサービス

（日本語、英語公報対応）

○中国・重要特許抽出・提供ソリューションサービス

○インパテックのパテントマップ作成ソリューションサービス

インパテック株式会社

〒 430-0803
静岡県浜松市東区植松町 1487-1

営業部
053-465-3555
053-411-0195
info@inpatec.co.jp

インパテック㈱は情報分析のエキスパートです。特許情報の分析・企業分析を行なうソフ
トの開発と提供、そのソフトを使用した受託解析、ならびに中国特許調査を展開しております。
【オリジナルソフト】
○パテントマップ作成支援ソフト「パテントマップ　EXZ」 ／ ○特許データベース編集 & 活

用ソフト「PAT  EASY Z」
○課題解決分析ソフト「テキストマトリクスチャート」
○クレームキーワード分析ソフト「クレームマップ」 ／ ○他社侵害防止・調査・支援ツール　「パ

ット クレーム クラスター」
【調査・分析 ･ その他サービス】
○対象国；　日本、中国（日本品質）、米国、欧州、新興国（レアな国にも対応）
○中国特許データベース incoPat

担当部署
T E L
F A X
E-mail

https://www.inpatec.co.jp/

特許情報の調査、収集、加工、分析のお手伝い
パテントマップ等ソフト販売・システム開発
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インフォソナー株式会社

〒 550-0011
大阪市西区阿波座 1 丁目 6 番 1 号
MID 西本町ビル 5 階

商標ビジネス事業部
06-6578-3100
06-6578-3101
tm-info@info-sonar.co.jp

「TM-SONAR」は商標に関するあらゆるニーズに対応するオンライン
調査サービスです。
◆音韻学に基づく当社独自の検索ロジックにより類似判断を効率的に行え
る「称呼類似」◆同一商標の一次調査、識別力確認、追跡調査やウォッ
チングなどさまざまな用途にご利用いただける「全文検索」◆ウィーンコ
ード特定もサポートする「図形検索」◆その他「併存商標検索」「指定商
品役務翻訳支援」等々の検索サービスがございます。

他にも国内外の商標を一元管理できる「商標管理システム」や調査結
果をエクセルファイルでご報告する本格的な調査代行サービスの「文字・
図形フルサーチ」等々、日本商標の本格的な検索を低コストで提供します。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://www.info-sonar.co.jp/index.html

「商標」に携わるすべての人に役立つ情報がここにあります
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株式会社ウィズドメイン

〒 104-0031
東京都中央区京橋 2-5-2
Ａ・Ｍ京橋ビル 501

営業部
03-5159-6088
03-5159-6089
sales@ultra-patent.jp

～マニュアル要らずの直観的インターフェイスで
　　　　　　　　　　いつもの業務をより早く・可視化に～
「ULTRA Patent」は、特許の検索から研究・分析をされる方まで幅広

くお使いいただける総合ソリューションサービスです。検索結果を自動チャ
ート化・絞込みができる「統計チャート」やワンクリックで技術分類を俯瞰・
絞込みができる「クラスナビ」を搭載。検索式の作成に慣れていない方で
も効果的に必要な情報に辿り着けます。また、「キーワードマップ」や「サ
イテーション検索」、「３Ｄ分析チャート」、「ワードクラウド」機能が必要な情
報を自動で可視化。エクセル作業の必要なく、効果的な分析・資料作りが
可能です。ULTRA Patent と IPIntellisource が業務をより早く、快適に
します。特許データの可視化は弊社のソリューションにて実現します。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://www.ultra-patent.jp

特許検索・分析総合フラットフォームは [ULTRA Patent]
＆　リアルタイム自動分析レポートは [IPIntellisource]
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株式会社 WIPS　WIPS Co., Ltd.

〒 03929
ソウル市麻浦区ソンアム路 189 番地
中小企業 DMC タワー 18F、19F

企画マーケティング部  海外マーケティングチーム
+82-2-726-1113
+82-2-777-7334
wips-jp@wips.co.kr

弊社は韓国で初めてオンライン全世界特許情報サービスを実施した企業で
あり、設立以来、韓国民間市場のトップの座を堅固に守っております。オン
ライン特許情報を始めとして特許のみならず商標、デザインに至るまで知的
財産全般にわたる調査、分析、コンサルティングへと事業領域が拡大しました。

WIPS の知的財産トータルサービスは、顧客の価値のある知的財産の獲
得と技術競争力向上を図り、知識情報を戦略的に活用しようとすることにそ
の目的があります。特許庁指定の先行技術専門調査機関として専門性と信頼
性を認められており、最高水準の特許調査 / 分析能力を備えた専門人員を通
じて高品質のサービスを提供しています。

技術と情報が企業経営の重要な武器として使われる時代において WIPS
は、アジアフロンティアを越えて世界市場で知的財産トータルサービスの先
導者として進めて行きたいと思います。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://japan.wipscorp.com/main.do

DESIGN YOUR IP - あなたの知的財産を設計する -

▶世界特許情報検索サービス「WIPS Global｣

▶韓国特許を日本語で検索できる「PATBRIDGE」
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ＮＲＩサイバーパテント株式会社

〒 100-0004
東京都千代田区大手町 2-2-1
新大手町ビル 4 階

IP ソリューション事業部
03-5299-5050
03-5299-5077
patent@nri.co.jp

＜IT ソリューション＞
●『CyberPatent Desk』（知的財産情報サービス）

・日本の特許、実案、意匠、商標、技報をはじめ、横断検索可能な豊富な海外情報を収録
・国内検索では、遡及分データや豊富な審査経過情報に加え「PATOLIS 抄録・フリーキーワード」を収録
・情報共有機能では、国内外のワークフロー型 SDI 機能に加え、社内分類やランク・コメントなどの評価情報も付与可能
●『CyberPatent Desk テキストマイニング』（知的財産分析サービス）

・高度なテキストマイニング技術により、特許・論文の記載内容にまで切り込んで詳細分析（日英対応）
・お客様の課題・問題意識に合わせた調査・分析受託サービスを提供
●『CyberPatent Topam』（企業向け知的財産管理システム）

・お客様のニーズに応じて進化を続け、「とにかく速いレスポンス」で業務をサポート
・「CyberPatent Desk」との機能連係がより充実し、クラウド環境にも対応した「CyberPatent Topam NV」を提供
●『NAVI OFFICER /N』（事務所向け知的財産管理システム）

・『NAVI OFFICER』をベースに、全ての特許事務所様にご利用いただくことを目指し、汎用化・スリム化
・特許事務所に特化した管理システムなので、共願の場合の請求書作成や帳票作成にも柔軟に対応
●『Cyber Date Stamp』（タイムスタンプサービス）

・Web ブラウザを使って簡単にタイムスタンプを付与でき、いつから存在するか・改ざんされていないかを証明
＜コンサルティング＞
●お客様の知財財産の分析・評価や業務の支援、システム提案や導入支援など、あらゆるコンサルティングサービスを提供

担当部署
T E L
F A X
E-mail

https://www.patent.ne.jp

知財業務の Full Support Partner
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株式会社オーディス

〒 135-0033
東京都江東区深川 1-1-5
和倉ビル

営業部
03-3630-1791
03-3630-1663
info@odis.co.jp

特許検索システム／意匠・商標・公開商標系検索システム
１件の公報な中から必要な情報を簡単な操作で入手できる。
作成した表を見ながらオンラインで公報の分析・解析ができる。
メモ機能が充実していて、検索、マップ等に活用できる。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://www.odis.co.jp

検索式を見てその内容がすぐにわかる
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一般社団法人化学情報協会

〒 103-0021
東京都文京区本駒込 6-25-4
中居ビル

情報事業部
03-5978-3601
03-5978-4090
support@jaici.or.jp

化学情報協会は、国内外での化学技術情報の流通を図るために 
1971 年に設立されました。現在では多様な科学技術の発展を支援す
るために活動しています。世界最大の化学分野のデータベース提供者で
ある米国 CAS をはじめ、 世界的な情報機関との協力関係によって、信
頼性と網羅性の高い情報を提供しています。

世界中の科学技術分野の情報を網羅するオンライン検索サービ
ス STN、および精密かつ柔軟な検索を可能にするインターフェース 
STNext、そして正確な化合物表記翻訳を提供する特許・文献機械翻訳
サービス JAICI AutoTrans を通じて、知財情報調査を担う皆様により
よいサービスをお届けします。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

https://www.jaici.or.jp/

化学情報を通して
日本の、そして世界の科学技術の発展に貢献する
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キヤノン IT ソリューションズ株式会社

〒 140-8526　
東京都品川区東品川 2-4-11
野村不動産天王洲ビル

ES 営業本部第二営業部
03-6701-3472
03-6701-3498
patent@canon-its.co.jp

特許管理システム「PatentManager」は、発明届出から権利満了に
至る特許に係わるお客様の業務運用にフレキシブルに対応する管理シス
テムです。

項目・画面・帳票などをお客さまご自身で自由に設定できますので、導
入後も自社の業務に適したシステムへと成長させることが最大の特長で
す。

商標管理や他社管理などオプションも多数ご用意しており、IoT 時代に
必要な契約管理システム「GripManager」もご用意しております。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

https://www.canon-its.co.jp/solution/
intellectual_property/

PatentManager

https://www.canon-its.co.jp/solution/intellectual_property/
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クエステルジャパン株式会社

〒 135-0016
東京都江東区東陽 5-30-13 
東京原木会館

03-5634-2234
03-5634-2666
help.jp@questel.com

Questel は、イノベーションのライフサイクル全てのステージにおけ
る知財ニーズを満たす製品とサービスを提供しています。検索、分析、
アイデア管理、財産管理の機能を持つソフトウエアに加えて、コンサルテ
ィング、先行技術調査、特許サービス、オンライン及び現地トレーニング
といったサービスも提供しています。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://jp.questel.com/

イノベーションライフサイクルの全てのステージにおける知財ニーズへの対応力
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クエステルトランスレーションズ（マルタイリングジャパン株式会社）

〒 231-0023
神奈川県横浜市中区山下町 193-1

営業部
045-315-3135
045-315-4450
info-QTJapan@questel.com

マルタイリングは、創立から 30 余年、世界 8 カ国にグローバル展開し、各拠点を連携
させながら 250 を超える言語ペアの知的財産翻訳サービスを提供しております。翻訳の
みならず、海外出願申請の代行業務など、お客様のご要望に合わせて様々な角度から特許
出願をお手伝いしています。

一貫性のある高品質翻訳の提供
創業当時より、用語管理、言語間の共同ワークフロー、技術翻訳支援ソフトなどの翻訳

テクノロジーへの投資に力を入れ、全社共通のクラウドプラットフォームと翻訳プロセスによ
り、言語・時間・場所を超え、常に一貫性のある高品質の翻訳サービスを提供いたします。

 
総合的な特許サービスの提供

外国特許権利化サービスにより、特許明細書翻訳から外国出願・許可登録までのワンス
トップサービスも提供しています。社内弁理士をはじめ、経験豊富なスタッフと提携現地代
理人により、貴社のご要望に沿った柔軟な権利化フローを提案いたします。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://www.multiling.co.jp/

● 徹底した管理体制：　日本法人としても、ISO9001 と ISO17100 認証を取得し、ISO
に定められた厳しい基準を満たしながら、高水準のサービスをお届けします。

● 厳選された翻訳チーム：　各国のネイティブ翻訳者、科学者、エンジニア、および法律専門
家等で翻訳チームを構成し、出願後の拒絶通知の減少、特許無効化リスクの減少、特許査定
までの時間短縮も視野に入れた翻訳作業を行います。

 特許情報の翻訳に関する具体的な取り組み
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クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社

〒 107-6119
東京都港区赤坂 5-2-20
赤坂パークビル 19 階

IP ソリューションズ
03-4589-3101
03-4589-3240
marketing.jp@clarivate.com

高品質な情報に革新的テクノロジーを結びつけ、分析力を融合し、ビ
ジネス判断に必要な重要情報を提供します。クラリベイトは、情報 ･ デ
ータベース、分析ツール、エキスパートの全てを兼ね備えるからこそ可
能な独自のサービスをご提供します。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

https://clarivate.jp/

イノベーションを促進する「インテリジェント情報」を提供
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株式会社クロスランゲージ

〒 102-0094
東京都千代田区紀尾井町 3 番 6 号
紀尾井町パークビル 2F

営業企画グループ
03-5215-7633
03-5215-7634
sales-promo@crosslanguage.co.jp

クロスランゲージは、「母国語」で多様な文化をわかり合える世の中を目
指し、「プライド」と「誠実さ」を持って、製品・サービスを提供いたします。
訪日観光客の増加、グローバルビジネスに参入する日本企業の増加等に
より、日常的なシーンからビジネスシーンまで活用できる翻訳サービスを
提供いたします。
提供サービス：

 翻訳事業、通訳事業、翻訳システム企画・開発・販売・辞書構築・言
語解析調査、プロモーション事業、カスタマーサポート事業

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://www.crosslanguage.co.jp/

異なる言語の人をつなぐ



YEAR BOOK 2O19

本社住所

問　い
合せ先

URL

■
■

検　

索　

管　

理　

分　

析　

Ｍ　

Ｔ　

翻　

訳

機 械 翻 訳

■コンテンツに合わせた最適な選択肢（品質、価格、納期）の提供
■機械翻訳と人力翻訳のハイブリッドによる納期短縮、コスト低減
■ユーザーデータの蓄積・辞書化による機械と人力の翻訳品質の向上

人 力 翻 訳

クラウド翻訳

オンプレミス翻訳

Webサイト翻訳

翻訳モジュール＆API

音声認識・音声合成 連携 DTP

ポストエディット

ソフトウェア・アプリ

効率アップ・コスト削減 流暢さ・編集

組込型翻訳システム

ビジネス翻訳

コンテンツ翻訳

映像字幕翻訳

ユーザー辞書・定型文作成

Webサイト翻訳

株式会社高電社

〒 545-0011
大阪市阿倍野区昭和町 3-7-1

営業部
03-3584-3723 ／ 06-6628-2193
03-3584-3726 ／ 06-6628-1615
patent@kodensha.jp

1979 年創業。圧倒的人気と実績を誇る中国語入力・辞書ソフトウェ
ア「ChineseWriter」をはじめ、中国語／韓国語に関するソフトウェア、
システム開発において、国内トップシェアを誇るリーディングカンパニー。
自社開発の翻訳エンジンは、2003 年よりエキサイト翻訳に採用され、
Web サイトの自動翻訳サービスや自動翻訳と音声合成の技術を融合した
防災無線用翻訳システム、スマートフォンやタブレット PC に対応した自
動音声翻訳サービスなど、幅広い用途やプラットフォームで多くの導入実
績があり、その技術力は官公庁、法人、教育機関をはじめとする各クラ
イアント様に高い評価を得ています。「言語の壁を越え、世界中の人々
の心と心をつなぐ」という理念のもとに、機械と人の融合による最高品
質の翻訳サービスを提供し続けて参ります。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

https://www.kodensha.jp/index/

言語の壁を越え、世界中の人々の心と心ををつなぐ
「機械翻訳×人力翻訳」ソリューション
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株式会社サンビジネス

〒 105-0014
東京都港区芝一丁目 10 番 11 号
コスモ金杉橋ビル

知的財産事業部　翻訳グループ
03-3455-5294（代）
03-3455-8909（代）
honyaku@sunbi.co.jp

株式会社サンビジネスは、48 年目を迎えました。今後も創業以来の
理念である誠実さと品質をモットーに、お客様の信頼に応えてまいります。

特許翻訳をはじめ、内外国特許図面・意匠図面の作成、特許包袋の電
子化、特許調査など幅広く知財関連サービスを展開しております。

社内に弁理士、知的財産管理技能士を擁し、特許庁ほか知財関連の官
庁入札案件に参加するなど、“知的財産の総合力”に自信があります。

品質マネジメント (ISO9001)、情報セキュリティ(ISO27001)、プ
ライバシーマークの認証を取得しており、品質とセキュリティの両面でご
満足のいくサービスを提供いたします。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://www.sunbi.co.jp/

“知的財産の総合力”に自信があります。
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株式会社サン・フレア

〒 160-0004
東京都新宿区四谷 4-7
新宿ヒロセビル

お客様サービス本部
03-3355-1168
03-6675-3334
sf-patent@sunflare.co.jp

【言語力を活かした知財業務の総合サポート】
- サン・フレアは特許翻訳・特許調査を通して、知的財産に関する業務を言語面から支援します。
■翻訳力
特許翻訳 48 年の実績、年間お取引件数約 14,000 件以上
知財分野約 20 言語対応（会社全体約 70 言語対応）
ISO9001/ISO27001/ISO17100 認証に基づいたチェック体制と機密情報管理
■人財力
国内最大級の登録翻訳者数、独自テストで分野毎に翻訳者厳選
■ IT 力
独自開発の「類似文書検索ツール」「自動校正ツール」活用で効率的な翻訳作業を実現
IT 技術力による品質保証
■教育力
企業知財部員向け語学研修、現役特許翻訳者向け研修、サン・フレアアカデミーによる特許翻訳者育成、
中国知財に関する学習や情報交換、新任知財部長向けセミナー開催
■調査力・分析力
経験豊富な調査員が技術内容やご要望をヒアリングし、調査から翻訳までワンストップの海外特許調査を
総合提案

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://www.sunflare.com/

知財分野の頼れる言語パートナー
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株式会社ジー・サーチ

〒 108-0022
東京都港区海岸 3-9-15
Loop-X ビル

コンテンツサービス部
03-3452-1244
03-3452-1246
gsh-help-dialog@cs.jp.fujitsu.com

ジー・サーチは、日本におけるコンテンツアグリゲーターの草分けとし
て 1994 年に新聞記事・企業情報検索サービスの提供を開始しました。
現在は、国内外の特許情報（全文）から科学技術・医学・薬学文献まで
広範囲なコンテンツを中心に、特許分析や文献複写などの関連サービス
を包括的に提供する国内最大規模のデータベース総合ベンダーです。海
外の科学技術文献および、ビジネスニュース・雑誌記事、全文特許を網
羅する総合データベース検索サービス「ProQuest Dialog」、明治 8
年から現在までの国内知的財産権判例と特許庁の公開する審決を収録す
る「TKC 法律情報データベース」の他、日本の科学技術情報データベ
ースのスタンダードである「JDream III」など、知財関連の調査業務を
支援するプロフェッショナルサービスを幅広く提供しています。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://www.g-search.jp/

信頼性の高いプロフェッショナル品質のサービスを
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株式会社知財コーポレーション

〒 160-0023
東京都新宿区西新宿 6-10-1
日土地西新宿ビル 7 階

営業本部
03-5909-1181
03-5909-1183
inquiry@chizai.jp

1976 年の創立以来、当社は特許翻訳のリーディングカンパニー「知財翻訳研究所」と
して成長してまいりました。

お客様から顔の見える翻訳会社であること、常に自己研鑽を忘れず、学びの姿勢を貫く
こと。こうした理念を評価いただき、多くの出願人企業様にご愛顧いただいております。

2013 年には、永年培ってきた翻訳の知識と実績を礎に、翻訳業務のみならず、特許
調査、知財裁判情報提供、人材派遣、出願用図面作成など、多彩なサービスでお客様の
知的財産戦略をより力強くサポートできる会社を目指し、「知財コーポレーション」に社名を
変更いたしました。

創立 43 年目を迎える今年 2019 年は、社員中心により定めたミッション（使命）とバ
リュー（行動指針）に基づき、知的財産というフィールドで世界の発展に向き合い、付加価
値の高いサービスの創造により、多様化する課題の解決を目指すお客様をサポートします。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://www.chizai.jp/

言葉をインフラに世界の知財をつなぐ
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中央光学出版株式会社

〒 105-0003
東京都港区西新橋 3-11-1
建装ビルディング４階

営業部
03-6721-5561
03-3436-2681
tokyo-sales@cks.co.jp

国内外特許情報のインターネット検索サービスや知的財産の価値・評
価・分析等Ｒ＆Ｄ／Ｐ戦略ツールを提供しています。

また、特許出願・年金管理システム、特許統計解析ツールやパテント
マップ等の各種知的財産関連ソフトウエア等の開発および販売をしていま
す。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

https://www.cks.co.jp/

知的財産情報の有効活用を支援
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【お願い】イメージ・データを貼り付ける場合、下記対応をお願いします。

（サービス概要の補足やパンフレットの貼付け等、ご自由にご利用ください。印刷時は、カラー刷りとなります。）

1社1ページとなりますので、複数分類にサービスがある場合でも1ページのみとなります。ご注意ください。

・イメージ・データは、当スペース内に、掲載前提の大きさで貼り付けてください

・貼り付けたデータに対応する実データは、別途、ご提供ください。

(原寸で、解像度 300dpi 以上の、jpg 形式でお願いします。）

知識産権出版社有限責任公司

〒 100081
中国北京市海淀区気象路 50 号

国際事業部
86-10-8200-0860　Ext：8318/8557
86-10-8200-0373
cnipr@cnipr.com

知識産権出版社有限責任公司（IPPH）は、中国特許検索、特許調査、
特許分析、特許翻訳などのサービスと特許関連製品を提供する特許情報
サービス会社です。豊富な特許データベース、先端的な開発と分析技術、
チームワークを活かして開発した CNIPR など多くの特許関連製品とサー
ビスは、ユーザから好評を博しております。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://www.ipph.cn/

特許情報サービスプラットホーム CNIPR など多くの中国特許関連製品およ
びサービスを提供しています。
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特許年金 商標更新

PCT
Nationalization

各種変更手続き

セミナー

特許出願

トレーニング

EP
Validation

DIAMS iQ（ダイアムス・アイキュー）は、特実意商の四法全ての管理機能を標準装備する知
財管理システムです。複数国案件をまとめるファミリー管理や、多言語システムによる国内外
の情報共有、世界中の法情報に基づく期限自動計算により、グローバルな知財管理を行います。

Administrative
Services

IP戦略

OctimineはAIによる特許検索Webツールです。従来の検索式による特許検索は、時間と専門ス
キルを要する業務でしたが、Octimineでは技術文章のテキストや特許番号を入力するだけで誰
でも簡単に類似特許の検索が行えます。

意匠年金

Prosecution
Flat Fee

その他サービス

IP Consulting ベンチ IP評価

Legal Services
商標出願 Docketing

マーキング

株式会社デンネマイヤー

〒 108-0014
東京都港区芝 5-25-11
ヒューリック三田ビル 6 階

営業部
03-6453-9362
03-5439-9511
sales.jp@dennemeyer.com

デンネマイヤーは、1962 年にルクセンブルクで創業し、欧州各国、ア
ジア太平洋、北アメリカなど 15 か国を超える国に支社を構えるグローバル
カンパニーです。知財管理分野における第一人者として、全世界 7,000
社以上のお客様に知的財産に関する一連のサービスを提供し続けています。

知財管理システム DIAMS iQ は、1984 年にヨーロッパで開発販売を開
始した先駆的な商品で、長年培ってきた各国代理人との強いネットワークに
より、世界中の国・地域に対応した納付期限等の期限情報を自動計算します。

さらに、AI による特許検索 Web ツールの Octimine や、特許年金管理
サービス、商標更新管理サービスとも連携し、お客様の知的財産権の管理と、
知財に基づく価値の創出を最大化します。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

https://www.dennemeyer.com/

知財管理のトータルサービスプロバイダー
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■ アジアネットワーク構築

・韓国本社、中国法人、日本事務所年の開設によって現地国家のＩＰ関連サービスの専門性／効率性／合理性向上

・該当の国家別•技術別の専門翻訳家の「One-Stepダイレクト翻訳システム」で専門性•効率性向上

ドウォンドットカム株式会社（DOWON INT'L CO., LTD）

〒 06233
ソウル市江南区江南大路 84 道
ハンラ - クラシック 604 号

海外営業部
822-501-3106
822-501-3109
boss@dowon.com

ＩＰ分野の２０余年の豊富な経験とノウハウでお顧客のアイディアが特許
化され、知識資産を維持拡張するための実質的な支援を行っております。
ソウルに本社を置いて北京中国法人（２０１０年）、東京日本事務所（２０１２
年）の開設によって、該当国家別のダイレクト出願及び翻訳システムの
構築によるサービスの専門性と効率性を高めています。 

担当部署
T E L
F A X
E-mail

www.dowon.com  www.patyellow.com

２０余年の知識財産及び翻訳分野の経験／専門性、韓国／中国／
日本ネットワーク構築で該当国家のＩＰサービス及び翻訳 
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Specialist により Speedy に Reasonable Price でサービスを提供いたします。

　当社は、２００２年の設立以来、中国の特許翻訳・調査・出願（代行）サービスを提供する専門
会社として、特許出願大国である中国の特許関連サービスを提供し、お客様より高い信頼を得て
おります。

１．「翻訳→出願」ワンストップサービス
　中国大手特許事務所と業務提携することで、お客様には大変便利で且つ割安な「翻訳→出願」ワンストッ
プサービスを提供いたします。出願後の中間処理、特許取得、年金管理などについても対応いたします。

２．中国特許調査サービス
　経験豊富な中国人特許調査技術者により、検索式の設定からスクリーニング（ノイズ除去）、技術分類、
翻訳まで中国特許調査を全面サポートいたします。　台湾特許、韓国特許調査も行います。

３．特許翻訳サービス 
　出願用翻訳においては、１つの案件に３人の翻訳者が係わる高品質と低コストを両立させた当社独自の翻
訳プロセスを確立し、技術内容、特許法、語学力の三つの観点から高品質の翻訳文を提供いたします。
　特許公報の翻訳においては、お客様の翻訳の目的やご予算に応じて、高品質な翻訳、低コストの概略翻訳、
機械翻訳など、柔軟に対応いたします。

４．クレーム翻訳チェックサービス
　当社のクレーム翻訳チェックサービスは、長年の実績があり、お客様より絶大な信頼を得ております。当
社の翻訳チェック結果と元の翻訳者の意見が異なる場合には、納品後も問題が解決されるまで無償で対応
いたします。

５．主要取扱言語
　日⇔英／日⇔中／日⇔韓／中⇔英

６．取扱分野
　・特許（電気／機械／情報通信／半導体／医療／化学・バイオ）
　・法律／経済・ビジネス

東日テック株式会社

〒 130-0026
東京都墨田区両国 4-37-2
TKF 会館２Ｆ

中国特許サービス部
03-3632-1388
03-3632-1387
info@tonichi-tech.com

１．「翻訳→出願」：中国現地特許事務所との業務提携により、大変便利
で且つ割安な「翻訳→出願」ワンストップサービを提供いたします。

２．中国特許調査：経験豊富な中国人特許調査技術者により、お客様の
調査目的や予算に最も適した調査プランを提案いたします。

３．翻訳チェック：当社のクレーム翻訳チェックサービスは、長年の実績が
あり、お客様より絶大な信頼を得ております。担当部署

T E L
F A X
E-mail

www.tonichi-tech.com

正確な理解、充実な翻訳、最上の品質
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知温コンサルティング株式会社

〒 137-808
ソウル市瑞草区新盤浦路 304
Hwa In Bldg 5F

翻訳部門
82-2-532-3672 (or 3673)
82-2-532-3679
zeoncon@zeoncon.com

弊社は特許明細書、中間事件、審決文、判決文などの特許文書だけでなく、技術資料、マニュアル、
研究論文、報告書などの技術文書に対する英語、日本語、中国語、ドイツ語、フランス語の専門翻
訳を提供しております。弊社の主な翻訳サービスの種類は以下のようです。
１．知的財産権分野：インカミング・アウトゴーイングの特許明細書、中間事件（ＯＡ）、ＷＩＰＯ国際

調査報告書、見解書、国際予備審査報告書などの翻訳
２．法律分野：ＩＰ関連法令、審決文、判決文、紛争資料、契約書、各種警告状及び答弁書などの翻

訳
３．学術分野：ＩＰ関連論文、報告書などの翻訳
４．技術分野：仕様書、マニュアル、研究論文、臨床試験資料、技術資料、報告書などの翻訳
５．証憑資料の翻訳及び編集：訴訟の証拠資料、各種証明書の翻訳及び同一イメージ編集サービス

担当部署
T E L
F A X
E-mail

www.zeoncon.com

５Ｃを目指す専門的な特許翻訳サービス
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◆ 1974 年創業。長年の実績に裏打ちされた「信頼性の高い知財業務ソリューション」を提供します。

◆確かな検索スキルと技術解析力をベースに、コストパフォーマンスに優れた特許調査サービスを提供しています。

◆外国の知財サービスを得意としており、特に中国／アジア圏の調査・出願・翻訳サービスについては

　熟練のネイティブスタッフが多数在籍しており、その実務スキルは多くの企業様から高い評価を得ています。

◆低コスト系特許管理システムの定番「MASYS」シリーズは、ユーザー様のニーズを取り入れ続けて 35 年超。

　一般的な知財管理に求められる機能を搭載した基本システムに加え、周辺システムやオプションも充実。

　それでも足りない要件がある場合は、カスタマイズによる個別対応も可能です。（カスタマイズ費用も低額です）

　柔軟性・拡張性に優れており、自社の状況に適した持続可能なシステムを末永く運用し続けることができます。

　また、専用サーバの設置が不要で、既存環境をそのまま活用して導入できる場合が多いこともメリットです。

　初めて特許管理システムを導入する企業様や、拡張性のないパッケージソフトを導入して限界を迎えた企業様はもちろん、

　身の丈に合わない「過剰スペック」「高コスト」な管理システムを導入し、後悔している企業様にもおススメです。

　大学・研究向けに特化した特許管理システム「MASYS-TL」も導入多数。MASYS は進化し続けるシステムです。

◆技術者向けの特許研修サービスや知財実務に関するセミナー開催など、知財教育でも様々なサービスを提供しています。

　豊富な講座ラインナップを有する知財教育専用ｅラーニング「IPe-L」は、低コストで貴社の知財教育を支援します。

◆ SDI やウォッチングなど面倒な定型業務の代行や、データ処理・資料編集など知財周辺の各種ニッチソリューションも対応。

　知財業務で困ったらアイアールにご相談ください。

◆ ISO27001（ISMS）認証取得。高度なセキュリティマネジメントのもと、安心のサービスをお届けします。

日本アイアール株式会社

〒 160-0008
東京都新宿区四谷三栄町 9-6
太田ビル

ソリューション事業部
03-3357-3467
03-3357-8277
ir@nihon-ir.co.jp

国内外の特許調査／技術調査を中心に、翻訳、外国出願サービス、
特許管理システムの開発・販売、知財教育、特許文献・非特許文献の取
寄せサービスまで、知的財産部門の業務をサポートする幅広いサービス
を提供しています。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://www.nihon-ir.jp/

知的財産業務のソリューションプロバイダー
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一般財団法人日本特許情報機構

＜ Japio ＞〒 135-0016
東京都江東区東陽四丁目 1 番 7 号
佐藤ダイヤビルディング
＜発明通信社＞〒 101-0047
東京都千代田区内神田 1-12-2

<Japio> サービス窓口
< 発明通信社 > サポートデスク
<Japio>03-3615-5510
< 発明通信社 >03-5281-5514
<Japio>03-3615-5521
< 発明通信社 >03-5281-5512
<Japio>sevice@japio.or.jp
< 発明通信社 >info@hypatweb.jp

Japio 世界特許情報全文検索サービス（Japio-GPG/FX）は、日本
語で簡単に世界の特許情報を検索できるサービスです。
●日本語ダイレクト検索：機械翻訳済の日本語を直接検索することにより、

日本語の公報を検索する感覚で世界の特許を検索できます。
● Japio は、ノウハウと大量の独自の言語資源を蓄積しており、これら

を最大限に活かして、独自の機械翻訳方式（X-STEP）を確立しまし
た。これにより、「技術用語の翻訳精度が向上」、「訳文の自然性が向上」、

「請求項の理解しやすさが改善」及び「図面の表示、数式の再現性
が向上」しております。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

<Japio>http://www.japio.or.jp/
<発明通信社 >https://www.hatsumei.co.jp/

Japio 世界特許情報全文検索サービス
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JPDS 特許情報関連サービス

知的財産戦略の情報基盤として、全社の知財調査環境の構築
検索・調査・分析 JP-NET・NewCSS

スピード・高い作業性

豊富なコンテンツ

信頼の導入実績
日本特許 海外特許 意 匠 商 標

特許事務所向け PATDATA
知財管理 企業向け PATAS ・ PATAS Light

ぱっとマイニングビューア
分析・マップ・評価 ぱっとマイニングJP

確実な期限管理 豊富な帳票 多彩な分析機能 130種以上のマップ

商標検索・調査 Brand Mark Search

JPDSサービスの強固な連携

2018年4月 NewCSSクラウドサービススタート

商標専用のインターフェイス

権利消滅案件も検索対象

月額完全固定料金制

商標専用サービス　海外商標DBを開始

日本パテントデータサービス株式会社

〒 105-0003
東京都港区西新橋 2-8-6
住友不動産日比谷ビル

営業部
03-3580-8021
03-5512-7810
tokyo-sales@jpds.co.jp

日本パテントデータサービスの特許情報サービスは、特許検索 DB
「JP-NET ／ NewCSS」を知財情報基盤とし、特許管理システム
「PATAS」「PATDATA」や特許分析・マップ作成ソフト「JP-MAP」「ぱ
っとマイニング JP」と連携し、企業の知的財産業務をサポートしています。

国内特許情報のみならず、海外特許情報も充実しており、グローバル
な情報ニーズに対応できるコンテンツと、独自ソフトウェアによるスピード・
使い勝手が特徴で、サポート体制も充実しています。

また、商標検索 DB「Brand Mark Search」は日本の商標検索に加
え、新たに海外（US/EM/WO）の収録を開始しました。

充実した知的財産全般の情報サービスの提供で、知的財産戦略を総合
的にサポートしていきます。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

https://www.jpds.co.jp/

JPDS 特許情報関連サービス
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ワンストップサービスは、大きく、「簡易型」と「総合型」の先行技術調査サービスに分けられます。

まず、「簡易型」の先行技術調査サービスとは、一早く安価に調査したいという利用者向けのサービスであり、

調査対象の技術に関連すると思われる文献の要約リストを提示するものである（納期は申込み後２週間程

度）。報告書のフォーマットも簡易に設計し、費用を抑えた調査実施が可能である（価格は、会員３．６万円～、

一般４．６万円～）。

ワンストップサービスのイメージ

「総合型」の先行技術調査サービスは、より

詳細な調査を求める利用者向けのサービス

であり、調査対象を構成要件に細分化し、抽

出文献と対比し、また、各種判断の参考とな

る総合評価やコメントを提示するものです（納

期は申込みから約３週間程度。価格は、調査

範囲に応じて会員１３．８万円～、一般１６．８

万円～、無効化調査や実施有効性（ＦＴＯ）調

査については請求項数や査読文献種別、範

囲に応じて変動のため、案件毎に要見積）。

さらに、ワンストップサービスにおいては、先

行技術調査やパテントマップ（技術分野・特定

企業の動向）の結果を踏まえた今後の展開

についてのコンサルティングも実施していま

す。

一般社団法人発明推進協会

〒 105-0001
東京都港区虎ノ門 3 丁目 1 番 1 号
虎の門三丁目ビルディング

市場開発チーム
03-3502-5491
03-5512-7567
jyouhou@jiii.or.jp

＜知的財産ワンストップサービス＞
発明推進協会では、パテントマップの作成に加え、先行技術調査、侵

害調査、特許情報分析による動向把握、提携・ライセンス先候補或いは
潜在的な脅威の抽出を通じた包括的な知財戦略構築を支援すべく、「ワ
ンストップサービス」を提供しています。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://www.jiii.or.jp

知財のプロに任せたい
～発明推進協会には答えがあります～
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株式会社発明通信社

〒 101-0047
東京都千代田区内神田 1-12-2

サポートデスク
03-5281-5514
03-5281-5512
info@hypatweb.jp

弊社、株式会社発明通信社は 1931 年創業の知的財産情報を提供する専門企業でご
ざいます。

インターネット特許情報検索サービス「HYPAT-i2」をはじめ、HYPAT/ 意匠カスタ
ム DB、Japio 世界特許情報全文検索サービス、特許情報の加工・販売、特許調査、社
内文書の電子化サービス、翻訳など様々なサービスを取り扱っております。

今年は、AI を使い特許案件へ自動的に分類付与を行う「Patent Noise Filter」と、
弊社の所有するデータを集約して特許情報のプラットフォームを目指す「IP DATALAKE」
をリリースし、「お客様の知財業務のこれから」へお役に立てるようなサービス提供を開始
いたしました。もちろん、兼ねてよりご愛顧いただいておりますベテラン調査員が承る特
許調査や知財ノウハウを活かした文書電子化サービス等は、現状に満足することなくお客
様第一を念頭に展開し、皆様の「知財総合サービス企業」になるべく邁進して参ります。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

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

知財総合サービス企業
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1社1ページとなりますので、複数分類にサービスがある場合でも1ページのみとなります。ご注意ください。

【お願い】イメージ・データを貼り付ける場合、下記対応をお願いします。

特許情報分析ASPサービス
（サービス概要の補足やパンフレットの貼付け等、ご自由にご利用ください。印刷時は、カラー刷りとなります。）

・イメージ・データは、当スペース内に、掲載前提の大きさで貼り付けてください

・貼り付けたデータに対応する実データは、別途、ご提供ください。

(原寸で、解像度 300dpi 以上の、jpg 形式でお願いします。）

ワールドマップ集計課題解決マトリクス(Fターム/キーワード)

https://www.bizcruncher.com

類似特許マップ

株式会社パテント・リザルト

〒 113-0033
東京都文京区本郷 2-15-13
お茶の水ウィングビル 5 階

営業グループ
03-5802-6580
03-5802-8271
info@patentresult.co.jp

パテント・リザルトは、独自の特許スコアリング技術でお客様の無形資
産を客観的に評価。

スマートな経営戦略をサポートします。

客観的な独自のパテントスコアを算出、構築した Biz Cruncher（ビズ
クランチャー）が実現するのは、特許検索、特許の評価、技術の分析に
よる「特許の管理コスト削減」や「成長戦略の策定」です。 御社の「課
題解決」だけではなく、競合他社と差をつける「攻めの経営」にも、ご
活用ください。 

担当部署
T E L
F A X
E-mail

https://www.patentresult.co.jp/

経営が、変わる。好機が、わかる。
勝てる特許戦略、始めるならパテント・リザルト
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＜翻訳取扱内容＞

パトロ・インフオメーシヨンは特許翻訳や技術翻訳／特許調査と特許情報解析のエキスパートです。

■ 内外出願明細書

■ 外内出願明細書

＜受注から納品までの流れ＞

翻訳部門による

内容・納期

の確認

■ 中間処理文書

拒絶理由通知、拒絶査定、前置報告、審尋書、

審決、手続補正書、意見書、審判請求書、

訴訟準備書面等

■ 特許公報

■ 非特許技術文献

■ 法律文書

受注
適任翻訳者

の選出

翻訳
ネイティブによる

翻訳チェック

翻訳部門による

チェック
納品

株式会社パトロ・インフオメーシヨン

105-0001
東京都港区虎ノ門 3-7-8
ランディック第２虎ノ門ビル

翻訳管理室
03-5470-1930
03-5470-1931
info@patro.co.jp

1989 年の創業以来、高品質・迅速対応をモットーに、年間約 3000 件の翻訳を提供している特
許翻訳に精通した会社です。弊社で販売している「和英特許用語集」並びに HP 上で無料公開してい
る同様の用語集やその他の特許法関連の辞書類は、きわめて多くの人にご利用いただいております。

弊社には、社内翻訳者のほか、技術分野別、言語別に、多数のネットワークがあり、いずれの翻訳
者も技術的なキャリアを持ち、特許用語に精通するとともに特許法の知識と豊富な翻訳実務経験を持っ
ております。

出願用明細書の翻訳はもとより、中間処理文章の翻訳では、対応外国出願、引例等まで適宜検索
して参照し、的確に訳出します。

翻訳は、原則として、訓練を受けたネイティブのプルーフリーダーによりチェックされたのち、納品
されます。

パトロ・インフオメーシヨンは深い専門性を持ったプロフェッショナルの目線でお客様のニーズに答え
続けています。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://www.patro.co.jp/

世界各国にサービスを提供する特許翻訳・調査・解析のエキスパート
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【目的やレベルに合わせて選べる多彩な機能】

　知財部門や技術部門など、幅広いユーザー層で特許情報の検索・閲覧・分析・評価が可能

お申込みはこちら https://www.panasonic.com/jp/business/its/patentsquare/demo.html

無料でお試しできるトライアルサービスをご提供しております。
トライアルサービスでは、1ヶ月間無料でご利用いただけます。

パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社

〒 105-0021
東京都港区東新橋 2-12-7

知財ソリューション部 営業課
0570-087870
03-6403-3976
patlics@ml.jp.panasonic.com

担当部署
T E L
F A X
E-mail

パナソニックの調査ノウハウをシステム化した高品位の特許調査支援サービス

https://www.panasonic.com/jp/business/its/patentsquare.html
its/patentsquare.html

「PatentSQUARE」は、パナソニックの特許調査ノウハウをシステム化した、日本
および外国特許を対象とする特許調査支援サービスです。

検索・閲覧・分析機能は、ユーザーの目的やレベルに合わせて使い分けが可能で、
幅広いユーザーが高品位な特許調査が可能です。

また、高速な検索スピードや充実したユーザーサポートも、幅広いユーザーから高
い評価をいただいております。

・ よりスピーディーかつ正確に ～高速検索エンジンとスクリーニング機能～
・ 現場技術者にも使いやすく ～情報共有機能で特許調査の効率を大幅アップ～
・ 専用のサポートセンターを用意 ～お客様のお悩みを迅速に解決～ 

無料トライアルを随時受け付けておりますので、「PatentSQUARE」の快適なサ
ービスを是非ご体験ください。
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●従来の特許調査との違い VALUENEX' SOLUTIONS

多種大量のテキスト情報から経営判断・戦略立案に資する知見の一翼を担う

●VALUENEX独自手法：俯瞰解析
・膨大なテキスト情報(文献)同士の類似性を計算し、その関係を可視化。いわばビッグデータ(テキスト)の地図を描く
・膨大なテキスト情報(文献)の全体像を俯瞰的に可視化し、直感的に理解するとともに指標化によって定量的に情報の把握が可能に

特許調査

経営・事業・技術戦略立案特許出願戦略立案

知財・R&D部門 経営・事業企画部門

特許情報
技術情報（特許、論文、研究
助成金等）×マーケット情報

先行技術調査、侵害防止調査、
無効資料調査等

俯瞰解析

新規用途開発・応用先探索、アライアンス先・
共同研究先・潜在顧客探索、

M&A・投資対象探索等

特許、論文、
VOC、ニュース等

文書間の類似度計算と
クラスタリング

クラスタ同士の類似性に
基づいた可視化

様々な指標化による
定量的な分析

ビッグデータ クラスタリング 可視化 分析

VALUENEX 株式会社

〒 112-0006
東京都文京区小日向 4-5-16
ツインヒルズ茗荷谷

ソリューション事業推進本部
03-6902-9834
03-6902-9835
customer@valuenex.com

VALUENEX は独自の俯瞰解析手法によって、特許・論文・アンケートデータなど技術やマー
ケットに関わる文書情報を 1 度に最大 10 万文献まで短時間に解析・可視化することで、従来の
特許調査では把握し切れなかった新たな研究開発方針や事業戦略策定に資する知見をご提供して
おります。具体的には下記のようなお客様課題を支援しております。
・ 従来の特許情報調査の高精度化、効率化を図りたい
・ 従来の特許調査では分析困難であった事案を俯瞰解析したい
・ 知財情報をビッグデータ解析ツールにて分析し、定量的な知見を得て経営層に提言したい
・ 新規技術テーマ探索や競合先・協業先の技術評価（特許や論文情報の解析にて）を行いたい
・ 中国など海外新興企業の技術動向を把握したい
・ 次世代開発テーマについて、自社にはない技術を保有するプレイヤーとの連携を探索したい
・ 大手企業がまだ手を付けていない有望な研究者をグローバル市場で発掘したい

知財・技術情報の活用が高まる中、情報解析のリーディングカンパニーとして成長する
VALUENEX にご期待ください。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

valuenex.com

Take your IP strategy to new heights.

https://valuenex.com/


YEAR BOOK 2O19

本社住所

問　い
合せ先

URL

■
■
検　

索　

管　

理　

分　

析　

Ｍ　

Ｔ　

翻　

訳
１．製品の特長

Shareresearch PALNET/MC6

仕事の属人化、組織の壁、情報の分散などの課題解決を支援します

世界約100国のコンテンツで高精度名グローバル検索環境のご提供 ～人／組織／情報が「つながる」システム～

PALNET/MC6

２．製品コンセプト

Shareresearch

３．新たなサービス

ID制による特許検索サービスの提供

高機能な特許検索サービスをIDでご利用できる
「SRPARTNER」もご用意しております。

詳細はホームページをご確認ください。

知的財産管理クラウドサービス

コンパクトな機能を月額固定料金でご利用できる
「PALNET/MC Cloud」もご用意しています。

詳細はホームページをご確認ください。

■ 調査業務の効率を高めるきめ細やかな機能
・国内外の特許情報を同一システム、インターフェースでご提供
・ご利用者毎に検索式や結果など保持し、作業履歴の再活用共有が可能

■ 環境の変化への柔軟かつ迅速な対応
・ご利用者毎に決め細やかな調査環境の設定が可能
・発明者からサーチャーまで幅広く利用可能なシステムをご提供

■ 意思決定のための各種情報を蓄積・提供
・競合企業の技術開発動向の分析業務をサポート
・多様な情報を組み合わせた高度な集計結果をご提供

■ 知財情報の共有と業務の効率化
・開発部門や特許事務所を含めたワークフロー化と電子化の推進
・特許に関連するライセンスや調査情報との連携強化

■ 環境変化への柔軟な対応
・法改正や社内ルール変更への迅速な対応
・管理データや組織の変更に対する追随と証跡管理の強化

■ 意思決定支援の強化と企業戦略への貢献
・知財戦略に活用できるデータの蓄積と共有
・企業グループにおける独立性の確保と情報共有

ロシア（ＳＵ含む）

中国

アジア
日本

・韓国
・台湾
・シンガポール
・インド
・タイ
・ベトナム
・インドネシア

ブラジル

アメリカ

ＥＰ

イギリス

ドイツ

オーストラリア

ＷＩＰＯ

フランス

ＥＰＯ：ＤＯＣＤＢ（約100の国・地域）

株式会社日立製作所

〒 140-8512
東京都品川区南大井六丁目 23 番 1 号

（日立大森ビル）

公共営業第五部　知財ソリューション担当
03-5471-4435
03-5471-4436
p-channel@ml.itg.hitachi.co.jp

①特許情報提供サービス『Shareresearch』
　日本特許公報をはじめ、米国・欧州・アジアなど 98 の国と地域の公報データを蓄積、検索結果や二次情報を共有する
環境をご用意、グローバルな戦略策定を支援するサービスをご提供します。

【戦略策定支援】高精度 Shareresearch の情報で複雑な集計を支援。利用頻度の高い分析集計をテンプレート化するこ
とにより継続的に利用可能です。また、調査・分析結果を共有することで、スピーディーで的確な戦略策定を支援します。

【業務効率の向上】検索履歴の保持、国内外情報に対し、同一インタフェースでの利用環境をご用意し、お客様の業務効
率を向上させます。

【環境変化への対応】利用社毎にきめ細かい環境設定が可能となっており、発明者からサーチャーまで幅広く利用可能なシ
ステムの構築が可能です。
②知的財産管理システム『PALNET/MC6』
　知的財産の発明提案から権利維持、それらに付随するライセンスや調査業務を幅広くサポートし、お客様に 3 つの価値
をご提供します。約 40 年の開発実績に基づき、運用保守まで安定したサービスをご提供します。

【費用と時間の低減】開発部門や特許事務所までの利用を想定した柔軟なワークフローや文書管理、ユーザカスタマイズツ
ールの利用により運用コストを低減します。

【業務品質の向上】作業期限・作業量の把握やルールブックによる入力データチェック、証跡管理による業務事故のリスクを
低減します。

【事業への貢献】グループ企業での独立性の確保と情報共有を両立できる環境のご提供や、国外拠点からもシステム
利用可能なグローバル対応により、グループ全体における情報の活用を支援します。さらに特許情報提供サービス
Shareresearch と連携したポートフォリオ管理など事業戦略策定を支援する仕組みを強化していく予定です。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://www.hitachi.co.jp/app/tokkyo/

特許情報提供サービス「Shareresearch」
知的財産管理システム『PALNET/MC6』
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富士通株式会社

〒 105-7123
東京都港区東新橋 1-5-2
汐留シティセンター

第四ソリューション部
0120-933-200
-
atms-q@cs.jp.fujitsu.com

富士通の提供する ATMS（アトムス）は知財活動全般を網羅し、課題
分析から IT 施策の立案、具現化まで、お客様のニーズに合わせた最適
なソリューションをご提供します。

ATMS は、社内実践と豊富な導入実績で培ったノウハウと技術をベー
スに、総合的な知財ソリューションで、お客様のあらゆる知財業務をサポ
ートします。担当部署

T E L
F A X
E-mail

http://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/manufacturing/ip/

知的財産サイクルをトータルにサポートする
知的財産ソリューション「ATMS」
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■ WIPS Global
（海外特許情報を串刺検索型データベース）
・Full-Text 12カ国／世界約100カ国の特許情報検索システム

・米国、韓国、中国、台湾、オリジナル言語でのハイブリッド検索に対応

・FIPC　/　FCPC　ファミリー検索の新機能追加

・月額3万円で、多彩な解析機能／ＩＰランドスケープのツールを提供

■ DESIGN SCOPE
（海外意匠類似画像検索システム）
・大量に出願される中国の意匠に対応し、短時間での調査が可能

・業界初！物品の特定ミスを補うために意匠を画像検索

■ CNIPR
（中国特許情報検索システム）
・中国知産権出版社有限会社（IPPH）の特許・実案・意匠検索システム

・中国特許で唯一、中間文献の履歴、詳細ステータス情報を提供

■ WEBPAT
（台湾を初め7ヵ国のフルテキストを収録）
・台湾発の特許・実用新案・意匠を検索

・その他、米国、日本、WIPO、EPO、韓国、中国のフルテキストを収録

・同義語辞書を搭載

■ AI Transer
（外国特許公報最新AI機械翻訳システム）
・特許検索システムで出力したエクセルを機械翻訳できるシステム

・英語、中国語、台湾語、韓国語 からスピード和訳

・月額5,000円／月間最大翻訳文字40万文字 （一般ユーザー）

海外特許／意匠類似検索システム、最新技術のAI機械翻訳など、あらゆる技術分野の調査・分析に高品質かつ

適正価格にてサポートいたします。各種無料トライアルを随時受け付けていますので、是非ご体験ください。

株式会社プロパティ

〒 160-0023
東京都新宿区西新宿 6-12-1
パークウエストビル 8F

技術支援部
03-5324-3461
03-5324-3464
csbu@property.ne.jp

弊社は、設立以来、一貫して特許意匠商標調査／解析／翻訳／ライセ
ンス／データベース／知財コンテンツの作成のサービスを提供していま
す。恒に企業経営の原点から情報分析して最適なソリューションを提供し、

「技術」と「権利」と「人」の三つの側面から判断して、調査・解析を
行うエキスパートであります。世界進出時の意思決定や、知財・法律実務
をグローバル視点で支援するソリューションを提供し、大手企業をはじめと
して長年に亘り取引実績のある信頼を確立して参りました。知財業務提案
では、大量の文献情報の解析や可視化、新たな収益機会の創出や戦略策
定支援をいたします。また、貴社業務の内製化においても最大のパフォ
ーマンスを得るために、充実の調査支援ツールもご案内いたします。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://www.property.ne.jp/

調査・データ分析による業務の最適化・企業の経営戦略支援
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株式会社マークアイ

〒 107-0052
東京都港区赤坂 2-17-7
赤坂溜池タワー 8F

コンサルティング部
03-6862-9953
03-6862-9930
consul@mark-i.jp

マークアイは、ブランド開発から、商標・ドメインネームの権利化・維持管理、そして権利侵害の監視と
対応まで幅広く支援している、知的財産権のコンサルティング会社です。

TMODS は、そのノウハウを活かし、商標とドメインの保護・管理のために一から設計されたクラウド型
データ管理システムです。

データ入力ルール策定のサポート、お客様の代わりにデータ入力を行うなど、お客様毎に合わせたデー
タ管理サービスを提供しています。

期限管理リスクを軽減するために、200ヶ国以上の商標存続期限を自動計算する機能を搭載しています。
（全世界 700 を超える現地代理人とのネットワークを利用し、各国法改正に伴う期限管理の情報を取得）

マトリックスやマップの色塗り表示など、商標権の権利状況をシステム上で容易に分析し、お客様の商標
戦略をサポートします。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

https://trademark.jp/

Brand Production ―創る―　Brand Protection ―守る―
Brand Promotion ―育てる―　これが私たちの使命です。
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研究開発部門 事業部門
・発明提案等の申請・回答

・発明等の進捗確認
・知財情報の検索・閲覧等

・集計（製品等）

・経費負担等
・知財情報の閲覧等

経営層
・保有特許等

・保有技術分野等
・推移、評価

特許 事務所

・書誌データ等の閲覧（・入力）

・庁書類・ファイルの登録・抽出等

DBBOY/uni 統合知的財産管理システム
発明管理

出願管理

中間管理

年金管理

知財部門

・技術の質の転換

・管理の質の転換

知財業務・知財情報の見える化
特許公報検

索システム

特許分析

社内

システム

特許

調査管理

収支管理

一括登録

事務所連携

工程管理

報奨金

契約管理

研究管理

マニュアルレスで簡単操作 知財への積極関与

業務の簡素化・重複業務の排除

広範囲な知財情報の一元管理と情報共有
マイページで作業漏れを防止

自社・他社の特許等だけでなく、ノウハウ、契約、製品、
研究開発など、広範囲な知財情報を一元管理し、その情報
をアクセス権限の下で全社的に共有することができます。

■ToDo：ユーザが行うべき作業（自分への承認
依頼と回答依頼）が表示されます。
■ToDo、カレンダー：国内外の法的期限、社内
期限の監視が可能、ワンクリックで各状況の把握
が可能です。また、タスクスケジュールの設定に
よる自動アラートメール送信により、作業漏れの
防止が可能です。
■マイ発明・マイ報奨金：ユーザの発明、報奨金
を表示します。進捗の確認が可能です。
確かな実績を基にした豊富な特許管理機能

シームレスな操作

ト）を使用して、きめ細かく設定することができます。また、
ユーザの役割毎に管理項目の閲覧・編集の可否、レベルによ
るアクセス制限もできます。

■期限管理 ■業務管理 ■電子包袋管理
■ファミリ管理 ■報奨金管理
■群管理（技術分野・製品・研究開発）
■法マスタと期限管理エンジン
■経費・収入管理 ■契約管理 ■調査管理
■一括登録（書誌・経過・年金等、社員情報、

経費、実績報奨他）
■お客様固有の管理項目の追加
■特許公報システムへのリンク
■帳票作成機能、標準帳票の提供
■関連会社の案件管理

多彩なワークフロー
■出願業務（発明提案、原稿チェック他）
■中間業務（外国出願要否、審査請求要否、

権利維持要否、庁指令対応、各種通知他）
■調査業務（調査依頼／調査報告）
■特許事務所連携 ■オンライン納品
■工程管理 ■研究ワークフロー（新機能）

■アクセスログ・オペレーションログを管理します。
■各ユーザの操作は、足跡としても表示できます。

システムの統合化、管理の統合化により、様々な機能をシー
ムレスに使用することができます。

使いやすさの追求
直感的で使い易い画面インタフェースを追及しています。画
面は、知財部用、発明者用等、お客様独自の追加情報も含め
て自由にレイアウトを変更できます。

国際化対応
多言語の入力・表示、及び画面（用語、メッセージ、ヘルプ
等）の日本語/英語/中国語（簡体字）の切替が行えます。ま
た各国通貨から社内レートによる自社通貨への換算も行えま
す。

各種データの横断的な検索と一括した作業
特許、業務、ファイル、製品等、関連を使用して横断的に串
刺し状態で検索します。検索結果は一覧リストか抄録風リス
トで表示し、帳票や業務の一括生成、集計、ワークフロー等
につながります。

情報共有を支えるセキュリティ機能
案件やファイルの閲覧の可否は、ACL（アクセス制御リス

株式会社マイクロ・シー・エー・デー

〒 141-0032
東京都品川区大崎 1-2-2
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 14 階

知財ソリューション事業部　営業推進室
03-5740-5062
03-5740-5061
sales@microcad.co.jp

DBBOY ／ uni は、統合化（unified）した知財情報の全社的な「見
える化」を可能にした次世代型知財情報システムです。

170 社以上の導入実績により蓄積した確かな知財情報に基づいた、
特許事務所も巻き込んだ知財業務の効率化、契約・調査・製品・研究開発・
技術分野等に関連した管理が可能です。海外拠点等を含めたグローバル
な環境でもご利用可能です。

貴社の知財戦略を、DBBOY ／ uni と機動力のあるきめ細かいサポー
ト体制がご支援します。

（事例紹介を用意しています。お問い合わせください。）

担当部署
T E L
F A X
E-mail

https://www.microcad.co.jp/

システムの向こうに人が見える
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株式会社レイテック

〒 101-0025
東京都千代田区神田佐久間町 1-9
第 7 東ビル 7 階

業務管理グループ
03-5577-5898
03-5577-5899
info@raytec.co.jp

◎内外国特許及び一般技術文献調査／解析受託業務
◎特許明細書、特許公報／技術文献等の翻訳業務
◎特許情報解析システム「PAT-LIST-GLS」開発・販売
◎特許価値評価システム「PAT-ValueAs」開発・販売
◎中国特許情報検索システム「CN-WEB」開発・販売
◎ AI 搭載特許解析ツール「XLPAT」販売代理
◎ RPA ツール「Win-Actor」販売代理

担当部署
T E L
F A X
E-mail

http://www.raytec.co.jp/

レイテックは知的創造サイクルのトータルサポーターとして
貴社の発展に寄与します



YEAR BOOK 2O19

本社住所

問　い
合せ先

URL

■
■

検　

索　

管　

理　

分　

析　

Ｍ　

Ｔ　

翻　

訳

LexisNexis TotalPatent One®

LexisNexis PatentSight®
LexisNexis PatentSight®は、人手をかけた質の高いデータ
と学術的に裏打ちされた独自の分析ロジック、可視化機
能をを備えた、グローバル特許分析ソリューションです。
世界の特許をダイナミックに、かつ従来の数の視点から質
の視点に進化した各種の切り口で素早く分析し、知見を
得られるよう設計されています。弊社のTotalPatent One
を始め、どの検索システムで出力した結果であっても、件
数無制限でインポートする事が可能です。

事業のグローバル化とITの活用を推進されている企業の
事業戦略、ライセンス戦略、動向分析、ポートフォリオ管
理、M&A戦略策定など、事業における意思決定にご利用
頂けます。詳細は、ウェブ版をご覧ください。

レクシスネクシス・ジャパン株式会社

〒 106-0044
東京都港区東麻布 1-19-15
東麻布 1 丁目ビル

IP 事業部
03-5561-3551（代表）
03-5561-3552
rt_ip@lexisnexis.com

・ LexisNexis TotalPatent One®：特許検索の操作性とスピードを追求し、
誰でも使えるように設計された、斬新かつ利便性に富んだ TotalPatent 
One。107ヶ国の書誌・32か国の特許全文の最大・最深な収録情報を誇る。
シンプルな日本語ユーザーインターフェイスと整理されたフィルタリング、
グリッド表示のような新しいビジュアル機能で海外特許を日本語で検索可能
できます。簡単な手順で素早く欲しい特許情報をピックアップできるように、
多くの機能面を格段に進化させた、グローバル特許検索のためのツール。

・ LexisNexis PatentSight®：グローバルに事業を展開する世界中の企業
が利用しているグローバル特許分析ソリューション。人手をかけた精緻なデ
ータと学術的に裏打ちされた分析ロジックを搭載。目的毎に予め準備され
た分析テンプレートを利用して迷わず、素早く考察を得られるソリューショ
ン。IP ランドスケープの推進支援に最適な秀逸のソリューション。

担当部署
T E L
F A X
E-mail

https://www.lexisnexisip.com/

IP ランドスケープを支援する特許検索・分析ソリューション


