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システムの特徴

最新技術を採用した堅牢なシステムと
効率化を追求し進化する機能

root ip クラウドは実務経験豊富な弁理士が開発しています。
知財の知識をシステムに落とし込んでいるので、使いやすさは格別です。

SECURITY

UPDATE

多層防御・多要素認証で安全に

追加費用なしで最新機能を

暗号化

電子証明書

法改正対応

全ての通信は暗号化され、第三者が
通信を傍受することはできません。
データベース、ストレージの全ての
データは金融機関レベルの256ビッ
ト暗号化保存されます。

一般的なID・パスワード認証に加
え、電子証明書による認証を行いま
す。電子証明書は定期的に更新され
、証明書のない端末からシステムに
アクセスすることはできません。

国内の法改正や主要外国出願制度
の変更には自動対応致します。追
加費用の発生はありません。

ワンタイム
パスワード認証

IP認証

時々刻々変化するワンタイムパスワ
ードによりさらにセキュリティを高
めることができます。

機能アップデート
システムの標準機能は随時アップ
デートされます。回数や時期の制
限はありません。追加費用の発生
はありません。

接続元をクライアント拠点のIPアド
レスに限定することができます。
IPアドレスは複数設定可。

ユーザの声で進化する

root ipは皆様のフィードバックを大切にしています。 いただいたご意見・
ご要望を開発計画に繋げ、機能の充実・品質向上に努めています。

SYSTEM
セキュリティチェックシートご用意しています

信頼の国内データセンター
root ipはAmazon社が提供するAmazon Web Service
(AWS、登録商標)を利用しています。AWSは非常に高い
信頼性を持つ認証と認定を受けており、多数の実績があり
ます。

SUPPORT
業務提携している事務代行業者の紹介も可能です

操作説明会
トライアル時に1回、ご
契約後に2回の操作説明
会を行います。Web会
議で、基本操作から実践
的な使用方法まで、ご要

2重構成
データベース

自動
バックアップ

データベースサーバは2
重に構成されており、常
に並行稼働。障害発生時
は自動的に予備サーバに
切り替わります。

データベースのバック
アップは毎日取得（7日
分）。大事な基幹データ
を守ります。

望に沿ってご案内します。

テスト環境

（練習用サーバ）
本番環境のデータをコピ
ーしたテスト環境をご用
意。設定の確認や操作の
練習をデータを気にせず
お試しいただけます。

お問い合わせ対応
操作方法のご質問、改善要望等にはＥメールと電話で
サポートします。

出願管理

契約管理

案件の情報は電子包袋にすべてまとまっています。
機能ごとにタブが分かれ、目的の情報が見つけや
すく、仕事を進めやすい画面の作りになっていま
す。出願・中間手続き、請求書確認などのワークフ
ローや、契約管理案件との紐づけができ、関連する
情報へのアクセスが簡単です。

CSVインポート

ファミリーの情報が、ファミリー一
覧と自動で構築されるファミリーツ
リーで、一目で確認できます。
複雑なIDS対応も、オフィスアクショ
ンとの対応がマトリクス表示される
ので一目瞭然です。

案件データはCSVインポートで一括
更新が可能です。

UPDATA

案件タグ
案件へのタグ付け、タグを活用した
群管理ができます。

J-PlatPat・Espacenet

ファイル管理

リンク自動生成

出願番号をシステムに登録すると
J-PlatPat、Espacenetへのリンクが
自動生成されます。

登録番号をシステムに登録するとリ
ンクが自動生成され、公報データの閲
覧とPDFのダウンロードができます。

庁ファイル（＝インターネット出願ソ
フトから出力したHTMLファイル）か
らデータを取込み、案件データを更
新できます。さらに英語翻訳や引例
リンクなどの機能も活用できます。
UPDATA

レター発行

請求・収入・経費登録

クリック操作だけでレターを作成で
きます。案件データを差込むので、
入力の手間やミスを減らせます。

期限管理

案件ごとに電子ファイルを登録でき
ます。

庁ファイル添付による
案件データ更新

公報リンク自動生成
PDFダウンロード

案件に関する請求、収入、経費を登録
することができます。さらに外注費
などの経費と請求（売上）の紐づけや
寄与率に応じた分配も確認できます。

庁連携

日本国内の主な法定期限はシステム標準で設定されてい
ます。外国の法定期限も設定可能。手入力による期限ミ
スを防止します。

アクション期限リスト

UPDATA

ファミリー管理

UPDATA

トップページには期限が一覧表示されます。リストの表示項
目やレイアウトはアカウントごとに設定ができるので、使い
やすい表示に変更してご利用いただけます。

特許庁（JPO）の特許情報標準データ、INPADOC(世界特
許書誌データベース)データを独自にデータベース化。
案件データの更新や整合チェックに活用いただけます。

特許庁比較修正
システム上の案件データと特許庁データを比較して、差分を
確認・修正することができます。年金や更新の期限のチェッ
クも可能です。複数案件まとめてチェックいただける専用ペ
ージをご用意していますので、チェック業務がスムーズです。

アクション追加期限
一つの仕事（＝アクション）に対して複数の追加期限を立てる
ことができます。例えば、審査請求の法定期限に対して、リマ
インド用の所内管理期限や、クライアント向けの期限など、運
用にあわせて登録できます。自動設定も可能です。

期限リマインダーメール

NEW

法定期限や管理期限など、案件に登録している各期限がリマ
インダ対象期間内にある時に毎日メールでお知らせします。
期限到来・超過のアラートとして活用いただけます。 対象期
間・対象期限はアカウントごとに設定できます。

他社権利監視

NEW

庁連携機能を活用して、他社権利を随時ウォッチングできま
す。他社権利確認用の専用ページをご用意しています。

外国特許庁連携

NEW

システム上の案件データとINPADOC(世界特許書誌データベ
ース)のデータを比較して、差分を確認することができます。

ワークフロー

請求管理

所内の定型的な手続きを、システム内のワークフローで
再現できます。例えば、出願・中間手続き、請求書確認な
どの業務をワークフローで行えます。ファイルを添付で
きるので、紙管理を減らすことができます。

出願や顧問契約といった案件や、出願・審査請求といっ
たアクションに紐づけて請求データを作成できるので、
請求内容の確認や請求漏れの確認など請求管理がしやす
い作りになっています。

ワークフロー設定

料金表設定

ワークフローは承認権限やステップを自由に設定でき、さら
にパターンを登録できるので、一度設定すれば手間なくワー
クフローを始められます。

出願や中間など請求内容に応じた費用科目を請求パターン
として登録できます。パターンを選ぶだけのクリック操作
で、簡単に請求データを作成できます。また、事務所標準の
料金表はもちろん、クライアント別の料金表も作成でき、柔
軟な設定が可能です。

請求書作成
案件データと請求データを差し込んだ請求書（レター）を作
成（一括作成可）できるので、手入力の手間やミスを減らせ
ます。さらに作成した請求データをワークフローにして所
内の承認を得るといった運用も実現できます。

一時保存・差戻・CC連絡・完了通知
代理承認・ 期限設定・WF検索

UPDATA

現地代理人請求

ワークフローは運用に則した様々な機能を有しています。
ワークフロー検索や管理表から全体の進捗を確認すること
も可能です。

検索・データ出力
様々な検索メニューをご用意！検索結果はCSV出力でき
ますので、加工や集計などデータの利活用が可能です。

検索結果パターン

NEW

検索結果の表示項目を自由に設定できます。設定は複数登
録でき、登録したパターンごとにタブになっているので、業
務によって必要な表示に簡単に切り替えられます。

クライアント向けの請求管理に加え、現地代理人からの請
求・送金管理も可能です。現地代理人費用と国内費用の合
算請求書も作成できます。

その他ツール
集計メニューや明細書チェックツールなどの便利機能も
標準装備！
NEW

年別出願件数集計

売上集計

年別（年度別）の出願件数と
内訳が集計メニューから確
認できます。出願人ごとに
集計することこともできる
ので、クライアント様毎の
出願状況確認にお役立てい
ただけます。

請求データを1クリックで
集計できる専用の集計メニ
ューをご用意。事務所全体
の売上や担当弁理士毎の売
上集計が簡単です。

業務管理
エクスポート
検索結果はCSV出力可能。さらに、エクスポート項目設定で
出力項目を任意に指定することができるので、表示項目以外
の項目を出力できます。

一括データエクスポート
システム内の登録データを一括エクスポートすることが可
能です。データ集計やバックアップ目的としてご利用いた
だけます。

各担当者の仕事の期限、成果、売上、作業ログなどを一覧表
から確認できます。

商品役務類似群コードチェック
商品役務の類似群コードを確認できます。出願時のチェッ
クや引例類似群チェックなどにご活用いただけます。

日本語・英語草案チェック
明細書の表記ゆれやサポート要件違反のチェックが可能。
マイルールやNG ワードの設定など付加機能もありますの
で、社内の運用やルールを反映する事ができ、特許出願書類
のチェックを効率的に行えます。

機能一覧

膨大な案件も複雑な期限・請求も一元管理
事務・経理・技術などの担当者間のやりとり
をシステム内の連携により極小化します

機能分類
契約管理

root ip 機能概要
係争 / 契約管理 / その他（調査・著作権など）案件が管理できる（件数制限なし）
四法外国の出願案件が管理できる（件数制限なし）
出願番号や期限など各種情報の管理ができる
分割出願、優先権出願、外国出願など、関連のある案件（ファミリー）の関係が管理でき、相互参照ができる
案件が公開されると出願番号が自動的に Jplatpat/Espace へのリンクとなる

出願管理

公開番号・登録番号に対応する公報データが自動的にリンクとなる
ファミリーがツリー構造で表示される
特許庁への提出書類、特許庁からの発送書類をシステムに保存し、データを取り込むこと（庁ファイル添付）ができる
庁ファイル添付した特許庁書類の全文検索、翻訳、引例リンク自動作成機能がある
任意の名称のタグを作成し、案件に付与できる（複数付与可）
案件に請求・収入・経費を登録できる
優先権主張期限、審査請求期限、中間手続対応期限、年金納付期限などの各法定期限を自動計算できる（日本標準設定）

期限管理

各国の法制度情報の追加や修正など独自ルールをシステムに追加できる
全ての期限に対し社内 / 所内の独自期限を複数追加できる

基本機能

任意の時期に期限のリマインダ通知（E メール通知）が届く
【特許庁比較修正】案件データと特許情報標準データの比較を行い、差分を修正することができる（日本公開案件）
庁連携
機能

出願番号を照合し特許庁 / 欧州 INPADOC のデータが参照できる
特許情報標準データを基にした案件作成ができる（一度に最大 100 件の案件一括作成が可能）
他社権利の案件を作成し、庁連携機能による書誌事項の取り込みや更新状況の確認によるウォッチングができる

包袋管理
年金管理
経費収入管理

案件ごとに包袋を保存できる
年金納付の履歴を管理できる
印紙代を自動計算できる（日本のみ）
各案件に経費、収入（ロイヤリティ収入など）が登録でき、検索や集計ができる
案件ごとに係る費用（出願費用、中間費用、年金更新費用など）が登録できる
請求に対する入金状況が登録・管理できる
標準料金表、クライアント専用料金表など複数の料金表を設定できる

請求管理

見積書、納品書、請求書、注文書、合計請求書が作成できる（電子ファイル添付可）
日付、金額、取引先など複数条件を指定した検索ができる
データを訂正削除したログが残る
案件データ（出願番号、請求先名など）や請求データ（費目、金額など）を請求書などのレター（帳票）に差し込むことができる
複数案件一括でレター（帳票）が作成できる

コミュニケー
ションツール

ワーク
フロー

システム内で承認などの定型業務をワークフローですすめられる（一時保存、差戻、CC 連絡、完了通知、代理決裁、期限設定、WF 検索、

E メール送付、電子ファイル添付）

任意のワークフロー（ワークフロー名、ステップ数、流れ、権限）が設定できる
システム内でユーザ同士でメッセージを送受信できる（E メール送付、電子ファイル添付）

案件連絡

メッセージ内容をテンプレートとしてマスタ登録できる
案件連絡マスタを使用して案件データ（出願番号、各種期限など）を案件連絡メッセージに差し込むことができる
複数案件一括で案件連絡が作成できる

メール

案件データ（出願番号、各種期限など）を差し込んだメールテキストが作成できる
複数案件一括でメールテキストが作成できる
特許庁へ提出する願書など各種帳票類が作成できる

レター（帳票）

案件データ（出願番号、各種期限、自動計算した印紙代）を差し込んだレターが作成できる
複数案件一括でレターが作成できる
日英明細書のチェックツールがある

支援機能

ツール

商標類似群コードチェックツールがある
集計メニューで年別の出願件数・保有権利を確認できる
国や法域に限定されずシステム内の案件を横断的に検索できる
期間を指定して特定の期限が検索ができる（翌年度の審査請求法定期限、来月の管理期限など）

検索・
データ出力

検索条件の保存ができる
検索結果の表示項目を任意に設定できる
エクスポートする項目を任意に設定できる
検索結果を CSV にエクスポートすることができる
システムのデータを CSV に一括エクスポートすることができる

インポート

所定フォーマットのCSVによりデータのインポートができる（テーブルごとに差分500件、新規5000件インポートが可能）

その他

ログイン履歴

ログイン履歴の確認ができる

編集ログ管理

案件編集、アクション編集、請求書編集ログがユーザ単位で確認できる

作業ログ管理
権限設定

アクションに関連する作業の記録（出席者、メモ）をアクションに紐づけて登録できる
作業の開始時刻、終了時刻をクリック操作で記録できる
ユーザ単位の権限設定ができる
案件単位のアクセス権限設定ができる

1回のみの初期費用とアカウント数に応じた月額利用料からなるシ
ンプルな料金体系！ 標準機能が豊富なのでオプションなしでご利
用開始いただけます。

料金体系

３日 で利用開始可能

お申し込みから 最短

（税込）

初 期 費 用

必須

月額利用料

必須

基本料金

操作説明会２回含む
システムフル活用のための操作・設定ポイント
を丁寧に説明

モデルケース

□ すぐにシステム導入したい
□ 導入コストを抑えたい
□ 自社で案件作成できそう

44 万円

1アカウント
1アカウント ミニマムプラン

1.65 万円

2アカウント目から
ボリュームディスカウントあり

63.8

万円
1 年目 63.8 万円
[44
万円+1.65
+1.65万円
ヶ月
] ]
[44
万円
万円×12
×12
ヶ月

/1アカウント

年目以降 19.8
19.8 万円
万円
22 年目以降

[1.65万円×12ヶ月]
[1.65
万円×12ヶ月]

※国内の法改正・バージョンアップの費用を含みます。
※包袋ファイルデータの容量は1TBまで追加料金不要でお使いいただけます。
※ご利用端末数の上限はありません。

データ移行

データや運用に応じて最適な移行方法をご提案します。
案件データや包袋ファイル以外の移行も可能です。詳しい
ご案内資料もご用意していますので是非ご相談ください。

データ移行方法

庁連携案件作成（お客様実施）
庁連携案件作成（root ip実施）

庁連携案件作成機能で「特許情報標準データ」を基にご自身で案件
（一度に100件まで一括案件作成が可能）
を作成いただきます。
※作成できるのは日本の公開案件のみ

「特許情報標準データ」を基に指定条件の案件を一括で作成します。
※作成できるのは日本の公開案件のみ

他社システムや独自システム（表計算、データベースソフトなど）から
案件データを移行します。 年金や更新期限などの期限データも移
行します。

データ移行

３ヶ月 でデータ移行完了

root ipご依頼の場合 最短

（税込）

標準機能のため

追加費用

0円
一式

22 万円

＋案件数に応じた
従量料金

55 万円〜

＋案件数に応じた
従量料金

一式

データ移行
オプション

包袋ファイル移行

案件に紐づけて包袋ファイル（ワード、PDFなどの電子ファイル）を
移行します。

33 万円

一式

特許庁データ比較修正

移行データを「特許情報標準データ」と比較し一括で差分を修正し
ます。

55 万円

一式

オプションメニュー

利用開始後にオプション追加も可能です！お気軽にご相談ください。
（税込）

オプション

一式

カスタマイズ
オプション

ファイル同期オプション

お客様の社内共有サーバ等の環境から、同期用のPCを経由して
root ipクラウドに包袋ファイルを同期させます。

33 万円〜

会計システム連携

クラウド型会計ソフトと連携し、請求データを同期させます。

11 万円〜

一式

整理番号カスタマイズ

法域ごとに連番を管理したいなど、お客様の独自ルールに沿って
整理番号ルール設定機能（標準機能）をカスタマイズします。

22 万円〜

一式

クライアント専用ページ作成

主要クライアント専用の集計ページ等を作成します。 費用はカスタ
マイズ内容に応じてお見積りいたします。

―

―

バックアップカスタマイズ

root ipクラウドに登録されているデータベース、包袋ファイルなどの
データをお客様環境内にバックアップします。 root ipクラウドへ接
続せずにオフラインで案件情報を確認できます。

110 万円〜

＋月額費用

＋月額費用

一式

その他、コンサルティングサービス（業務フロー整理／既存データ整理／設定支援／専用マニュアル作成）や専用システム開発なども承ります。

無料トライアル実施中！お申込みは HPより
「うちに合っているか確かめたい！」
「こういう事例は？」
「見積もりをお願いできる？」
「デモを見たい！」

☎03-6273-3953

[ 販売・開発元 ]

mail@rootip.co.jp
https://rootip.co.jp/
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