
知的財産管理の
総合サービスプロバイダー





デンネマイヤーは����年にルクセンブルクで設立され、現在世界中で���万件
を超える特許と��万件を超える商標を管理しています。知財サービス業界のグロ
ーバルリーダーである弊社は、お客様に「ワンストップ」でありながら「地域密着
型」の効率的な知的財産関連サービスを提供しています。また、国際的な
ISO����品質マネジメントシステム認証を取得することで、より安全な知的財産
管理を実現することを目指しています。

デンネマイヤーは特許事務所としてスタートし、��年以上にわたり知的財産の保
護に取り組んでいく過程で、知的財産管理サービス、専門家によるコンサルティン
グ、先進的な知的財産管理システムなどの機能を加え、グローバルな総合サービ
スプロバイダーへと成長してきました。

創業から��年以上が経過し、現在では世界��ヶ国以上にオフィスを展開していま
す。 また、世界中のより多くのお客様にサービスを提供するために、新しい市場の
開拓・開発にも積極的に取り組んでいます。

弊社は世界中のどの国においても、お客様の知的財産を守るために「現
地」で、「現地の言葉で対応ができる」、最高のパートナーであると確信
しています。

弊社の強み



弊社の使命

世界中のさまざまな分野のお客様に知的財産の管理を「ワンストップ」で

提供し、安全性、品質、価格を保証します。

弊社の目標

すべての知財サービスに明確な方向性と目的を示します。

専門的で最先端のサービスを提供することで知的財産分野のリーダーとなり、

知財サービスの品質、安全性、安定性、価値の業界標準をグローバルに確立することを目

指しています。

弊社の戦略

私たちは発明やイノベーションが次々と生まれるビジネス環境で活動しています。

これにより自社内での開発活動も促進され、競合他社よりも優れたサービスを提供するこ

とにより、製品やサービスの範囲を拡大してきました。

何十年にもわたって知財管理の新たな課題に対応するソリューションを提案し続けてきた

ことにより、弊社の継続的な成長を促し、今日の世界的な企業規模につながっています。



デンネマイヤーは知財分野のグローバルリーダーとして、お客様の知財ポートフォリオを最適な方法で管理します。専

門的なサービスと品質の高いプロセスを通じて、効率的なサポートを提供し、お客様を複雑な管理業務から解放する

とともに、お客様のブランド価値を高め、研究開発のパフォーマンスと成果を効果的に保護いたします。

世界規模の総合サービス

特許年金管理サービス

自社開発の管理システムとポータルサイトを組み合わせた、
専門的かつ効率的な特許年金納付サービスを提供しています。

欧州特許の有効化（EPバリデーション）

弊社のサービスを利用すれば、わずかな手順で簡単かつ効率的に
欧州特許を有効化させることができます。

商標更新管理サービス

世界各国の法改正やプロセスの複雑化に対応した柔軟な商標管理サービスにより、
低コストで高いリターンを得ることができます。

各種変更手続き

効率性の高い�ステップのプロセスを採用しており、
手続き全体を通してリアルタイムで進捗状況をお知らせし、権利の失効を防ぎます。

PCT出願

異なる国や地域での特許取得プロセスを効率化することで、多様なニーズに対応いたします。

知的財産のコンサルティング

既存のワークフローの分析と最適化から、お客様の知財部門の完全な再編成まで、
��年以上の実践的な経験に基づくオーダーメイドのソリューションを提供します。

知的財産関連システム

知財管理を容易にする知財管理システムDIAMS。
特許検索システムOctimineは、人工知能を用いた最先端の特許検索と特許分析を提供します。



����-���� ルクセンブルクで創業

����-���� 未来を見据えて

����-���� グローバル展開開始

���� John. J. Dennemeyerがルクセンブルクに特許事務所を設立し、専門的なサービスを通じて
顧客を獲得、事業を発展

���� 世界で初めてコンピュータによる特許年金管理を開始し、ストックポート（イギリス）に初の海
外支社を開設

���� 世界初の特許・商標管理システムをリリース。合理的なワークフローにより、プロセスのシンプ
ル化が進む。また知財業界による、この技術の導入も進む。

弊社の歴史

���� 株式会社デンネマイヤーを東京に開設

���� ツーク（スイス）支社開設

���� パリ（フランス）支社開設

���� 現在最も風力な知財管理システムの�つとなっている、DIAMSの前身である商標管理システム
「Hypermark」を買収

���� サマセットとシカゴ（アメリカ）に支社を開設

���� ミュンヘン（ドイツ）支社開設

����-���� さらなる成長

���� ブラショフ（ルーマニア）に特許事務所開設



���� ミュンヘン（ドイツ）とシカゴ（アメリカ）に特許事務所開設

���� DIAMS iQの最初のバージョンがリリースされ、多くの知財担当者の作業ストレスが軽減される

���� ザグレブ（クロアチア）に特許事務所開設

���� 東京に特許事務所開設

���� 品質マネジメントシステムISO����認証取得

���� メルボルン（オーストラリア）に特許事務所開設

弊社の歴史

���� ワルシャワ（ポーランド）に特許事務所開設

���� 中国・北京（中国）支社開設

���� ドバイ（アラブ首長国連邦）に特許事務所開設

���� リオデジャネイロ（ブラジル）に特許事務所開設

���� シンガポール、モスクワ（ロシア）、ヨハネスブルグ（南アフリカ）に特許事務所開設

����-���� 新たな展開

���� 弊社の情報セキュリティ管理システムが、国際規格であるISO �����およびBSI ITのセキュリ
ティベースラインに準拠

���� 人工知能（AI）を活用した最先端の特許検索・分析技術を提供する、革新的なスタートアップ企
業「Octimine」を買収

イタリアの老舗知財法律事務所De Simone & Partnersがデンネマイヤーに加入����

台北（台湾）に支社を、グルグラム（インド）Singh & Associatesとの合同会社をそれ
ぞれ開設

����



安心・安全＋プロフェッショナル
特許管理における信頼できるパートナー

トップレベルのセキュリティ

デンネマイヤーグループは世界各地に��以上のオフィス
を構え、特許年金管理サービスにおけるグローバルリー
ダーとして活躍しています。この複雑で重要な作業を弊社
の専門家に任せることで、知的財産をより確実に守ること
ができます。

プロセスをカスタマイズ

お客様のビジネスニーズに合わせてプロセスをカスタマイ
ズし、効率的で高品質なサービスを提供します。

正確なデータ検証

お客様に安全なサービスを提供するために、デンネマイヤ
ーの検証プロセスでは、自社で開発した年金管理システム
と、各国の庁データを用いた自動データチェックにより、プ
ロセスを監視・管理します。

案件データのスムーズな移行

長年の経験により培われた専門的なプロセスに
よって、お客様に安全・安心な「特許年金の管理と
納付」サービスを提供するためのスムーズな案件
データの移行をご提案します。

特許庁からの領収書

各国特許庁からの領収書またはそれに準ずる査証を提供
し、お客様が支払った手数料の透明性をさらに高めます。

特許庁からの領収書

各国特許庁からの領収書またはそれに準ずる査証を提供し、
お客様が支払った手数料の透明性をさらに高めます。

特許年金管理サービス
近年、世界の産業界では知的財産権に対する意識がより一層高まっており、世界中で特許出願件数が大幅に

増加しています。デンネマイヤーは特許年金管理において世界的な専門家集団であり、知財・法務分野の優秀

な専門家を多数擁しています。知的財産や研究開発の成果の安全かつ効果的な保護だけでなく、コストの削

減、事務負担の軽減、ブランド価値の向上などをご希望であれば、特許に関するあらゆるアドバイスやサービ

スを提供している弊社にぜひご依頼ください。



簡素化された申請プロセスにより
欧州特許の各国移行手続きを容易に

多数の国に対応可能

��ヵ国で直接手続きが可能なため、時間とコストを効果的に
節約可能。

欧州特許の有効化により、
特許出願を全面的にサポート

お客様が特許の保護を希望する欧州各国において、
欧州特許の有効化のための専門的かつ高品質なサー
ビスを提供します。これにより特許を迅速に取得
し、経済的利益を適時に生み出すことができるだけ
でなく、特許を拡張・保護することが可能です。

専門の弁理士チーム

欧州特許の有効化の各案件は専門の弁理士チームが担当
し、有効化プロセスを安全かつ適切に実施します。EP
バリデーション完了までの一連のプロセス全体を弁理士が
監督します。

シームレスな統合とデータ管理

特許出願や特許年金管理サービスなど、弊社の他サービス
もご利用いただくことにより、コストの削減とスムーズな効
力発生が実現するだけでなく、作業負担が軽減され安全性
も向上します。

高品質の翻訳

品質管理システムISO����に認証を受けたQCプロセス
に従い、高品質な翻訳を提供します

欧州特許の有効化
（EPバリデーション）

欧州特許が有効になるまでの申請手続きは、複雑で時間がかかります。

��年にわたる特許業務の経験、世界各地の経験豊富な弁理士／弁護士を含む専門家達からなるチームを擁

するデンネマイヤーは、お客様に安全、便利かつ効率的な「ワンストップ」サービスを提供します。



安全、迅速、柔軟、効率的
世界水準の更新サービスを低コストで実現

経験豊富なプロフェッショナルチーム

デンネマイヤーは世界���以上の国と地域で、��万件以上の商
標を管理しています。経験豊富な弁理士チームの専門知識を活
かし、商標権を適切に維持管理します。

柔軟な更新サービス

商標の更新は経験豊富な専門チームが担当し、効率的で
質の高いサービスプロセスを提供しています。お客様は弊
社の無料のオンラインポータルを通じて更新プロセスを
把握することができます。

効率的かつ総合的な管理

お客様のグローバルブランドの価値を守るために、商標管理に
関するあらゆるサービスを提供しています。弊社が提供する優れ
たソリューションをご利用いただくことで、手間のかかる管理業
務から解放されます。

商標更新管理サービス
世界経済が急速に発展する現代において、商標権を継続的に維持しておくことは、企業がより大きく、より強く

成長する上で重要です。では、世界各国で登録されている商標をリアルタイムで一元管理し適切に維持し続け

るためには、どうすればよいでしょうか。商標を侵害から守る方法は？商標を継続的に維持するには？より少な

い事務作業負担で管理するには？デンネマイヤーは��年以上にわたって知的財産を管理してきた経験を活か

し、商標権を維持するためのプロフェッショナルな商標更新管理サービスを提供いたします。



知財の各種変更手続きを
合理化されたプロセスで安心、安全かつ効率的に

充実したサービスの数々

手続き時の必要書類の提供、文書の完全性／正確性のレ

ビュー、レポートの送付、公式な受領書類の送付など、「ワン

ストップ」サービスを提供。

グローバルな経験を持つ専門家

様々な国での知財に関する豊富な経験を持つ

弁理士や代理人が、譲渡の取り扱い、法的リス

クの回避、知財の保護に関する最適なソリュー

ションを提供。

事務作業の軽減と効率化

知財の各種変更（特許・商標の権利者の名称や

住所の変更など）について、合理的で信頼性の

高い手続きプロセスによって、事務作業の軽減

だけでなく、効率性も大幅に向上。

コストの見える化と削減

精度が高く、透明性のある費用見積もりと、効

率的なサービスプロセスによるコストの大幅な

削減。

各種変更手続き
権利者の変更手続きが速やかに行われなかった場合、実際の権利者が誰であるのかが不明

瞭となり、最悪の場合は権利の失効につながる恐れがあります。

知的財産権の変更手続き（譲渡、名称変更、住所変更、ライセンス契約の締結、ライセンスの

有効性、抵当権の設定など）を確実に行いながらコストも削減したい場合は、��年以上の知

的財産管理の経験を持つデンネマイヤーのサービスをぜひご利用ください。



お客様の用途に合わせた
�つの製品をご用意

DIAMS iQのオプション機能

DIAMS iQ（ダイアムス・アイキュー）は、特実意商の四法す

べて及びその関連情報を標準機能で管理でき、お客様のニ

ーズに合わせた柔軟なカスタマイズが可能なシステムです。

DIAMS U（ダイアムス・ユー）は、安価な管理シ

ステムを探している方、多くの機能は求めず、標

準仕様で効率的かつ確実に知財管理を行いた

い方、すぐに導入をしたい方にお勧めの製品で

す。

知財管理システム

DIAMSは企業・特許事務所両方のニーズを満たす知財管理システムです。

複数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。



お客様の知財分析・知財戦略を
強力にサポート

クリック�つで簡単検索

技術文章のテキストや特許番号を入力し「検索」ボタンをク

リックするだけで、AIと機械学習により、�億件以上の特許

文献データベースから類似特許を見つけ出します。

時間の節約

直感的なインターフェースはトレーニングをほ

とんど必要としません。特許検索の知識がない

ユーザーでも簡単にご利用いただけます。

豊富なグラフによる結果の見える化

検索結果は��以上のグラフで表示され、特許の

状況や傾向に関する深い洞察を得ることが可

能です。

特許検索・分析ソフト

Octimineは技術文章のテキストや特許番号を入力するだけで、どなたでも簡単にすぐに類

似特許を見つけ出すことができるAI特許検索・分析ソフトウェアです。

新たに追加されたモニタリング機能を併用することにより、競合他社や新規参入者の新たな

特許情報のタイムリーな入手が可能です。特許の価値や法的リスクなどを含む様々な分析を

提供します。



デンネマイヤーはお客様の知的財産に付加価値を与えます

コスト削減 リスク回避 品質保証

戦略パートナー グローバル化 

柔軟性 チームワーク

ローカライズ



主要取引先



株式会社デンネマイヤー

東京都港区芝�-��-�� ヒューリック三田ビル�階
電話番号: ��-����-����
メール　: sales.jp@dennemeyer.com


