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百余りの業界専門家による“シンクタンク”
業界で最も優れている自然言語処理技術（NLP）

1万
膨大な商標データベースを完備有能な専門企業分析チーム

講座400時間 900回 イベント

45万 オリジナルコラム+ +案例

+

最も効率的な専門機能

目次

IP HOUSEとは

革新と保護を更に簡単に実現させる

北京IP HOUSEネットワーク科技発展有限会社は「法律・IT」分野において世

界をリードする会社として，傘下にIP HOUSE（知産宝）、IP LEAD（知産

力）、IP FOREST（知産林）を立ち上げ，イノベーティブ精神を基に知的財産

権のコンテンツ情報、データと専門知識などの情報を集め分析し，知的財産

権内での専門家達による深度あるデータ情報解析を行い，各クライアントに

満足頂ける最も効果的なソールションを提供しております。

これまで北京IP HOUSEネットワーク技術発展有限会社が収集し続けてい

る情報を専門情報プラットフォームを通じ，オンラインでの可視化司法デー

タと教育講座，更にオフラインでの研究、及び教育性の高いイベントなどを

核心サービスとして世に生み出しました。更に検索内容を提供し続ける事で

権利保護とそのイノベーションを便利に実現させる事に力を注いでいます。

MAKE INNOVATION AND PROTECTION EASIER

目次 CONTENTS会社紹介 ABOUT US
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会員はお得な価額及び以下のサービス特典を楽しめる

個別化レーポト

様々な企業のニーズに合わせ、多角度からの司法保護データ、

業界分析、ライバル動態モニタリング等の分析レーポトを提供

非会員価：10万元/篇
会 員 価：8万元/篇

メディア宣伝

専門家によるクオリティ高いオリジナル文章の作成、

及びIP LEADフラットフォームでのプロモーションを提供

非会員価：2万元/篇
会 員 価：1.6万元/篇

最高のコンサルタント

企業が直面している知的財産権の法律問題に対して

専門家によるマンツーマンコンサルサービスを提供

非会員価：5万元/回
会 員 価：3万元/回

内容配信

主流メディア情報を集結し，各メディアで同時にクライアントに

最も効率的なプロモーションを提供

非会員価：5万元/回
会 員 価：4万元/回

コラム連携

機関専用のコラムを設け、専門分野アピルを通じ

ブランドイメージ管理

非会員価：20万元/年
会 員 価：15万元/年

イノベーションデータ

中国全国ハイテクノロジー開発地区のイノベーティブ

関連政策の調べ比較、及びデータ化分析を提供

非会員価：3万元/篇
会 員 価：2万元/篇

イベント企画

集結された業界の資源を基にオン・オフ問わずの対外活動を企画

非会員価：25万元/回
会 員 価：20万元/回

強化トレーニング

企業の未来需要に備え，最高経営者グルプに対する分野別

専門家によるトレーニングを提供

非会員価：5万元/回
会 員 価：3万元/回

映像撮影

ブランドイメージを高められる企業プロモーションVTRを作成
非会員価：3万元/分
会 員 価：2万元/分

チーム推薦

業界又機関に配信する業界ランキングで，ビジネス受注に関するデータ分析

レーポトを通じ公募選別に役立つよう特定会員を推薦

非会員価：3万元
会 員 価：1.5万元

トップマネジメントグルプに対してマンツーマンで指導教育サ

ービスを提供

日本語で翻訳された在中日本企業の最新の判決文を

毎月受け取り誰より早く企業及び中国の司法保護状況、

訴訟状態、対応方針等を正確に把握

特定業界に対するデータ分析レーポトの中から会員の需

要に応じ選択

最高経営者、及び最高経営陣に単独訪問取材を行い、

その内容はIP LEADで広報

IP LEADが得意とするイベント活動でブランドPR、会員の主

催、発言、評価等多様な立場から参加又企画可、イベン

トの詳細内容により参加度合を調整

提供された会員情報を基に，人材募集を掲載

IP FORESTの重要９つのカテゴリーからの知的財産権教

育内容と400以上のネット講座を何時でも視聴

IP HOUSEダイヤ会員アカウント

サービス説明

知産宝の案件データベース + 可視化データ分析を１年

間無制限で利用可

イベント参加

在中日系企業の判決文

分析レーポト

IP LEADの取材

求人募集

IP FORESTアカウント

経営陣トレーニング

商品とサービス PRODUCTS &SERVICE データ分析サービス IP HOUSE
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IP HOUSEダイヤ会員アカウント

IP HOUSEダイヤ会員アカウント在中日系企業の最新判決文

分析レーポト

IP LEADの取材

イベント参加

求人募集

IP FORESTアカウント

経営陣トレーニング

会員向き交流
ビジネス情報収集

業務連携対応
専門家戦略サポート

3 個 78,000元

12 編 / 月

4 篇

1 回

3 回

7 回

5 個

4 回

2 回 / 年

1,200,000元

4,000元

3,000元

60,000元

7,000元

1,000元

30,000元

50,000元

サービス内容＆価値換算

上記の単価はその価値を換算した参考価額であり，実際の価格は弊社までお問い合わせ下さい。

VIP会員



知産宝 IP House

中国知的財産権法律データ商品とサービス提供をリード

IP HOUSE（知産宝）は中国国内で最も豊

富で，完璧な知的財産権法律データベース，

及びとハイテクデータ処理システムと可視化

統計技術を完備しています。各種業界、企業、

個人アカウントに最新の知的財産業界の応用

システム（SaaS）、データ情報サポート、技

術開発サポートなどを提供しています。

データ分析商品

www. iphouse .cn

国内で最も完璧な知的財産権司法デー

タ情報を保有する事で，司法機関、政府機

関、企業、法律事務所、特許事務所、研究

機関などにビックデータ分析を通じた他で

は入手不可能な参考価値の高いソールショ

ンを提供しています。

万書

知的財産権

裁判文書

データベース

更新周期

知的財産権

司法民事文書

知的財産権

法律法規

知的財産権

司法行政文書

日

商品とサービス PRODUCTS &SERVICE データ分析サービス IP HOUSE
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知的財産権案件検索データベースフラットフォーム

20以上の条件指定での検索設定

複数キーワード検索

需要による検索語構成

検索結果を簡単に実現

裁判文書
検索

300万余りのデータ源を確保

５大主体の角度からの深度ある分析

機関情報、案件詳細、審理情報

多角度からの動態分析

便利な可視化結果を提供

知的財産権可視化データ分析フラットフォーム商品について 商品について

商品とサービス PRODUCTS &SERVICE データ分析サービス IP HOUSE
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知的財産権可視化データ分析フラットフォーム

法律事務所をPK（比較）機能で相対比較

案件種類、案件発生地、関連企業データ等を実現

代理数、勝訴率、賠償状況等7つから比較

案件に最も適切なIP代理社を検索

知的財産権データ分析レーポト

北京知的財産権裁判所の年度司法データ分析レーポト（2015）

北京知的財産権裁判所の年度司法データ分析レーポト（2016）

北京知的財産権裁判所成立三年のデータ分析レーポト

広東省高級人民法院の年度司法データ分析レーポト（2016）

中国知的財産権の渉外案件データレーポト（1996-2017）

中国法院での商標案件訴訟データ分析レーポト（2016）

北京市朝陽区人民法院の知的財産権訴訟データ分析レーポト( 1999-2016）

中国での特許侵害による損害賠償司法データ分析レーポト (2013-2016)

中国での特許侵害による訴訟データ分析レーポト

中国での特許侵害訴訟データ研究レーポト（無効宣告編）

中国での職務発明関連の知的財産権司法データ分析

中国での商標ブロッカーによる悪意登録レーポト

中国での著作権訴訟データ分析レーポト

中国での著作権侵害データ分析レーポト

行政処罰のデータ分析レーポト

商標“撤回”案件データ分析レーポト

法定賠償を超える案例の損害賠償額データ分析

米・中知的財産権の司法保護比較分析レーポト

北京市海淀区企業知的財産権訴訟データ分析レーポト（2017）

中国インターネットソフトの特許侵害訴訟データ分析レーポト

反不公正競争法の修正初案でのインターネット条約の

中国で携帯端末からのインターネット広告フィルターの正当性研究分析レーポト

司法審決の角度からの中国医薬特許訴訟のイシュー問題と発展傾向レーポト

商品デザイン、包装とトーレドドレスの知的財産権司法保護データ分析レーポト

医薬健康知的財産権司法データ分析レーポト

保全、クライアントのデータ、スポーツ競技関連の知的財産権司法データ統計

映像メディア業界の知的財産権司法訴訟データ分析レーポト

OEM加工生産問題の司法訴訟データ分析レーポト

“クズ特許”テーマの分析レーポト

企業秘密保護問題の司法データ分析レーポト

在華カナダ企業のデータ分析レーポト

渉外のビジネス機密案例の司法データ分析レーポト

商品について

データ分析レーポトのリストは以下である。

商品について

商品とサービス PRODUCTS &SERVICE

中国知的財産権法律データ商品とサービス提供をリード

データ分析商品 IP HOUSE



企業への法律データ分析サービス

侵害事前予防、訴訟の戦略等の側面からライバル

側を理解、モニタリング等知的財産権を重要戦略資

産として企業の需要に満足できるサービスを提供。

法律事務所への法律データ分析サービス

類似案件、関連裁判所、裁判官及び相手情報

を理解、案件関連の動態を効率的に評価できる等ク

ライアントに全方面からの優秀なサービスを提供。

研究機関への法律データ分析サービス

法律研究者が案例及び多様な情報から常に司

法状況を把握、更にイシューな法律問題を理解し適

切な法理的アドレスが出来るよう時効性、実用性、社

会価値等法律研究上の重要内容を保つ事が出来る

サービスを提供。 ✓ 文書検索とデータを通じた多角度からの分析比較

✓ 最も適切な連携業務先を見つけ出す

✓ 強大な商品システムで支えられ，クライアントの要求に素早く対応

✓ 案件の訴訟戦略に役立つデータからの支え

サービスについて

商品とサービス PRODUCTS &SERVICE

www.iphouse.cn12

クライアントについて

データ分析サービス IP HOUSE

中国知的財産権法律データ商品とサービス提供をリード 13
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会社&グループ

代理機関

代理機構

教育＆機関

教育＆機関



知産力は“知的財産権のイノベーション

を集約し、効率的なソリューションを提供す

る”事に力を注いでいるオリジナル・メディ

ア・フレットフォームであり、その中でもイ

ンターネット上の生態に付いて着眼し，会社、

商品、技術、概念、案例、知産権業界、政策

法規等の多角度からハイテクノロジー領域を

モニターしています。

ホームページ（www.zhichanli.com）、

及び“知産力”、“知産力活動”、“知産力現

場”、“知産力国際”の4つからのウィチャッ

ト公衆購読（微信公衆訂閲号）から多角度、

各領域の観察、記録、案件解析、及び企画

参加等クライアントから暑い信頼を寄せら

れています。

知産力 IP Lead
メディア情報サービス

www.zhichanli.com

300人以上

作
者
の
グ
ル
プ

フ
ォ
ロ
ー
数

専
門
文
章

業
界
活
動

1万篇以上

15万人以上

900回以上

商品とサービス PRODUCTS &SERVICE

知的財産権のソールション提供

メディア情報サービス IP Lead



メディア業務：豊かな実務内容から知産権動態を深度解析

経験豊か
作者グルプ

イノベーション

タイトル

選定戦略

垂直的

情報伝達

クオリティ高い

フラットフォーム

提供

業界情報配信：国内外で企業の知的財産事件事故の動態を配信

イシュー事件の報道：話題性の高い各知的財産権の法律紛争を中心に

イシュー事件の報道：話題性の高い各知的財産権の法律紛争を中心に

ブランド専用掲示板：月曜知産話、世界説く、蘇州法院の視野、康信の視点、万慧
達の観察、槌叩きの話し方、天聞の話し、金杜知卓、週一の御喋り、人材募集チャンネル
等法律サービス業界のモニタリングし情報集約

法理問題の解説：知的財産権法律リスクと予防方案を深度深く分析

商品とサービス PRODUCTS &SERVICE

我々の内容

メディア情報サービス IP Lead

サービスメリット

知的財産権のソールション提供

メディア業務：豊かな実務内容から知産権動態を深度解析



高等学者

行政機関

企業法務

北京大学、精華大学、米国バークリー

大学、中国人民だ学、中国改法大学、中

国社会科学院大学、中央財経大学、対外

経済貿易大学、北京理工大学、華東政法

大学、同済大学、上海大学、西南政法大

学、中南財経政法大学、中山大学……

高等学者 司法機関

最高人民法院、北京市高級人民法院、

北京知的財産権法院、北京市第一中級人民

法院、北京市海淀区人民法院、北京市朝陽

区人民法院、上海市高級人民法院、上海知

的財産権法院、広東省高級人民法院、広州

知的財産権法院、深圳市中級人民法院、江

蘇省高級人民法院、南京市中級人民法院、

浙江省高級人民法院、杭州市中級人民法院

……

行政機関

企業法務
国家知的財産権局、国家工商行政

管理総局商標局、国家版権局、国家知的

財産権局特許覆審委員会、国家工商行

政管理総局商標評審委員会……

アリババ、テンセント、バイドゥ、ファーウェイ、

ZTE、シャオミ、シナ、ジンドン、ネットイース、斉

魯製薬、ディージェイアイ、閲文グループ、中粮

グループ、NXP半導体、浙江放送広播電視

グループ、歓聚時代……

実務法律の討論：業界第一線上の発展で

直面する知的財産権法理問題に対する討論

イノベーティブ技術の背景から知的財産権権利保

護の効果的方法に関するセミナー、共有経済から

技術とビジネスモデルのイノベーション保護問題に

関するセミナー，ゲーム産業運営中の法律問題

に関するセミナー、ネット文学の版権保護サロン、

数字の版権環境からネットフラットフォームの法律

問題に関するセミナー

案件専門家の論証：難解案件関連法律

問題に関する討論を繰り広げる

悪意訴訟の対処と予防においての法律問題に関

するセミナー、共有経済から技術とビジネスモデル

のイノベーション保護問題に関するセミナー，新し

い《反不公正競争法》の関するセミナー，商標使

用許可と使用許可された条件での著名商品の包

装装飾の権利帰属とシェア問題に関するセミナー

司法機関

一系列の活動企画：各業界での知的財産

権の重要法律問題を細深に分析

三知フォーラム：知的財産権侵害による損害賠償

実務、知的財産権の証拠規則

知産力清華大学大講義：商標侵害の認定と責

任負担、商標シェアと混淆誤認、商標登録の相対

的条件、非伝統商標の登録と保護、欧・中地理性

ロゴマークの登録と保護、商標侵害訴訟の戦略、

著名商標の保護と商標侵害による損害賠償

法大知産力フォーラム：ハイテクノロジーが著

作権法に及ぶ影響、ネット通販での版権選

別義務の見直し、版権の技術保護措置下の

公理的使用、民法典で知的財産権篇の制

度設計、作品での人物関わりの知的財産権

の保護、反不公正競争法の改案から見た携

帯応用ソフトマーケットの法律的論争、知的

財産権の訴訟禁止令の申請と適正な使用

知産＋人材育成の公益活動：商標侵害

判定の過程への考察、商標権確立と侵権損

害の認定、商標登録での制限状況、ネット

環境下の版権保護、知的財産の角度からの

共存経済

走れIP人：北京、深圳、上海、青島、嘉幸、

台州、厦門、杭州

大型イベント企画：豊かな専門家資源を活

用、及び専門活動企画グループの有機的に運用

アジア知的財産権フォーラム – イノベーション、経

済発展と知的財産権でのインドと中国の比較研

究、イノベーション中国と知的財産権保護フォーラ

ム、中国知的財産法学研究会2017年会、知産

＋イノベーターサービス展、張三角知的財産権首

脳会談

豊かな資源活用 専門家の観点集約 実務の深度討論 国際連携促進

オフライン業務：熱い話題を選び，役立つ業界資源を集約

商品とサービス PRODUCTS &SERVICE

作者チーム 業務種類

メディア情報サービス IP Lead

www.zhichanli.com 1918 知的財産権のソールション提供



文章執筆

法律問題に注目し、特化

されたチームによりクオリティ

高い文書作成文章執筆

内容連携

専門家原稿

内容配信

人物探訪

広報投資

ブランド掲示

活動計画

選別された文章で作者と機

関の専門性をアピール

業界イシュー事件を収

集し、関連専門家によ

る深度深い分析

主流メディア情報を集結

し、各ルーツで同時配信

対談形式で業界を導く産

業イノベーションを定検

一味違うPR設計でイメ

ージアップ効果とブランド

化計画を手伝う

クライアント専用掲示でブラ

ンド効果のある情報を配信

業界資源を集約し、オン・オ

フラインで多様な活動を企画

サービスについて

商品とサービス PRODUCTS &SERVICE

www.zhichanli.com20 21知的財産権のソールション提供

メディア情報サービス IP Lead



知産林 IP Forest

知産林（IP FOREST）は中国知的財産権

の教育サービス分野をリードしているブラン

ドとして、知的財産権の専門人材育成に全力

を費やしています。各科目は実戦経験が豊富

な元裁判官からの専門ノーハウの伝授、有名

先生達による難解案件を詳細に至る解析等，

教育トレーニングサービス

WeChat：zhichanlinjiaoyu

奥深い学術理論と社会現実を結び付け視聴

者の専門理解能力を高める事に全力を注い

でいます。法律界で著名人又影響力の高い

人物からの難解案件の重要論点を解析し，

古い思考パターンを壊し各業界に革新を導

く事に協力しています。

知 的 財 産 教 育 特 化 ブ ラ ン ド

専
門
講
師

及
び
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

映
像
撮
影

各
系
列
で
分
け
た
講
座
商
品

著
名
人
か
ら
の
映
像
講
座

9大列1to1

商品とサービス PRODUCTS &SERVICE

WeChat: zhichanlinjiaoyu22 23 
知的財産教育特化ブランド

教育トレニンーグサービス IP Forest

400本



商品とサービス PRODUCTS &SERVICE

WeChat: zhichanlinjiaoyu24 25
知的財産教育特化ブランド

教育トレニンーグサービス IP Forest

授業内容

会員カリキュラム

主題別カリキュラム

特許代理人（弁理士）試験カリキュラム

個人カリキュラム

専門講師34名からの知的財産権

映像講座52本を分期で提供

商標法、著作権法、特許法、知的

財産権での実務能力等各主題別カ

リキュラムを提供

62本総52時間で構成されていて、試験の重要ポイント、

重要知識解析、歴代問題解析、模擬テスト等中国で

の弁理士試験を目指す方々に効率的な内容を提供

全ての内容から自分たけのカリキュラムを選択し構成出来る

現配信中の授業内容（後期のカリキュラムは制作中）

版権系列カリキュラム

李琛 中国人民大学法学院教授 著作人格の基本問題

石必胜 金杜法律事務所主要パートナー 独創性の５つ要素

王軍
盈科TA知的財産権＆娯楽法グループ

最上パートナー

映像脚本権利保護のポイント

IP王道、如何にうまく著名作者から
版権を購買できるか

徐超
北京君策知的財産権発展センター

高等法律顧問

書き写し行為の法律範疇

ドラマ海賊版、責任は誰が？

白小莉
盈科TA知的財産権＆娯楽法グループ

高等パートナー

盗作？非盗作？業界者は

どう見る？

王立岩
盈科TA知的財産権＆娯楽法グループ

弁護士
《梅花烙》の内容比率での解析

林子英 厳波
北京市朝陽区人民法院法官

中央テレビ版権管理部
スポーツ競技の版権保護

曹麗萍 孫磊
北京市海淀区人民法院裁判官

北京市第一中級人民法院裁判官

ネットゲームはテレビ

作品になれるか？

孫磊 北京市第一中級人民法院裁判官
テレビゲームの著作権

客体問題の探究

特許系列カリキュラム

何敏 華東政法大学知的財産権学院教授 特許情報の価値と利用

張鵬 中倫法律事務所パートナー 特許権利の確定と侵害での証拠証明

陳健
中国政法大学民商経済法学院知的

財産権法研究所副院所長
ビジネスで特許判断標準

周翔 最高人民法院知的財産権廷 特許侵害警告書の正当性

孫磊 北京市第一中級人民法院裁判官 ネットゲーム特許課程と代表的案件分析

顧萍 中倫法律事務所パートナー 平均の車案件から見た米国337調査の実務

肖尤丹
中国科学院科技政策と管理科学

研究所副研究員
科学技術政策での業務発明制度

鄧揚 斗魚生放送の法務総責任者

創業同様に特許管理

0から1まで特許管理チームを作る

石必胜 金杜法律事務所主要パートナー 特許訴訟弁護士の5つ能力

程永順
北京実務知識財産権
発展センター主任

医薬特許連結制度

徐家力

北京科技大学知識財産権
研究センター主任，

北京隆安法律事務所創業パートナー

特許大戦に突入した中国戦場

朱韶斌
米国モーガンルイス法律事務所知

識財産権責任者
米国特許の訴訟に対する中国企業の戦略

王安武
東方イースター知識財産権
代理有限会社福総責任

SEP特許訴訟実務

黃澤雄
北京邦信陽特許商標

代理有限公司創業パートナー
生産経営での特許情報の運用

権鮮枝
隆安法律事務所高等パートナー，

知的財産訴訟部責任者
特許侵害訴訟での攻守戦略

付建軍 隆安法律事務所高等パートナー 特許無効訴訟の実務経験共有



不公正競争系列カリキュラム

黄武双 華東政法大学知識財産権学院院長 不公正競争行為の判断標準

李盛栄 曹麗萍 北京市海淀区人民法院裁判官 ネット不公正競争の司法規制

曹麗萍 孫磊
北京市海淀区人民法院裁判官

北京市第一中級人民法院裁判官
ネットゲームでの不公正競争紛争

田小軍 テンセント研究院の研究員
新修の反法での

“インターネット専条”解析

知的財産権訴訟の実務及びその他

黄意彪 北京観永弁護士事務所パートナー 知的財産権訴訟代理の実務

蒋利瑋 北京盛美法律事務所パートナー
知的財産権の訴訟テクニックと方法

中国での商品権利化の具体使用

李燕蓉
盈科TA知的財産権＆

娯楽法グループ高等法律顧問
知的財産権訴訟での証拠収集と

証明のテクニック

馬東暁 中論法律事務所パートナー
ジョーダンから見た知的財産権の

精密化訴訟

陶钧
北京市高級人民裁判官
知的財産権裁判官

ネット知的財産権案件の司法保護
関連規定の解析

张鹏 中論法律事務所パートナー 知的財産権損害賠償制度の使用

周多 中粮グループ高等法律顧問 企業法務からの知的財産権戦略

孫遠钊 米国アジア法学研究院実行長 国際模倣と知的財産権保護と発展

袁秀挺 上海同済大学法学院副教授 知的財産権案件指導と指導案件

袁博 上海市第二中級人民法院 如何に知的財産権の思考を掴むか

孫磊 北京市第一中級人民法院裁判官 アニメー商品化権利の問題

王磊 新浪ネット法務部高等法律顧問 データ所有権とデータ利用規則

曾德国
西南政法大学司法权属
鑑定センター主任

知的財産権司法鑑定の実務関連
カリキュラム・・・

商標系列カリキュラム

鐘鳴
元北京市高級人民法院
知的財産権裁判官

商標権確保の行政訴訟関連の問題

人民大学校章マーク商標未更新で
遭遇した登録ダメ出し

“創普”トイレメーカーが
大手“川普”に出会った

“益达”の商標が不意打ちから
予想よらずの逆転勝ち

張月梅 元商標評審委員会審査員
商標権案件での難解3つ

商標棄却再審査の審理実務

黃暉
万慧達北翔グループ
高等パートナー

商標使用、登録と誠実の官憲

王老吉VS加多宝 飲料界での世紀の戦い

コカコーラブランド話

段暁梅 商標評審委員会

商標評審の案件種類、及び審理時限

アディダスの“三つ棒”商標話

杜穎 中央財経大学法学院教授
混淆の可能性

制度の意味及び判定方法

汪澤
北京君策知識財産権
発展センター主任

12の典型案件から見た“著名商標”の本質

吴琼 康信知識財産権代理会社パートナー 悪意の商標先登録問題の各国の状況

董暁萌 貿促会商標代理人 ３D商標の識別判断

黄武双 華東政法大学知識財産権学院院長 類似サービスと類似の判断

蒋利瑋 北京盛美法律事務所パートナー
バラエティー“非誠勿擾”から見た

番組名称と商標の使用

袁博 上海市第二中級人民法院裁判官 “老干妈”から見た商標の公理的使用

王華 北京派特恩法律事務所パートナー
商標行政訴訟での勝訴率と

勝訴ポイント分析

黄雅君 北京立方法律事務所パートナー 案件分析から似た商標の共存登録

趙虎 北京中聞法律事務所パートナー 商標の類似性判断

サービスについて

システムから学習：400時間以上の授業内容を何時でも視聴できる。

カリキュラム選択：利用者の需要により、個別化された内容を設定

最上のコンサルタント：200名以上の講師から従業員又経営陣にトレーニングサービス提供

映像制作：専門撮影セットと撮影係人から映像制作サービス提供

商品とサービス PRODUCTS &SERVICE 教育トレニンーグサービス IP Forest

WeChat: zhichanlinjiaoyu26 27
知的財産教育特化ブランド



商品とサービス PRODUCTS &SERVICE 教育トレニンーグサービス IP Forest

WeChat: zhichanlinjiaoyu28 29
知的財産教育特化ブランド



行政司法機関
からのサポート

行政協会及び研究
センターからの連携

国内外の教育機関
からの交流

専門シンクタンク
のサポート

個人クライアントの
登録及びファロー

企業クライアントの数

連携メディア
フラットフォーム

イノベーションとプロテクションを

更に簡単に

商品とサービス PRODUCTS &SERVICE



精確な内容を掴む事で情報煩雑を防ぐ

信頼できるデータで決定事項に協力する

システム化知識情報で競争優勢を占める


