CORPORATE GUIDE
会社案内

国 内 ・ 海 外 特 許 調 査 サ ービ ス

Supporting Your Dreams
テスコ株式会社は創業 40 年になる知的財産権

のかを知ることができ、同様の技術開発など

に関する調査を専門とする調査会社です。

無駄な研究や開発を避け、また独自の研究開
発の方向性を検討する上でもとても役立ちま

特許文献調査、非特許技術文献調査など技術に

す。近年は知的財産権に関係する紛争も多く、

関する情報を、日本国内で発行された文献をは

この回避にも役立ちます。

じめ、米国、欧州各国、アジア各国など世界中
の特許調査、技術文献調査の実績がございま

テスコはお客様の様々な技術関連調査に関す

す。

るニーズに対応させていただき、また正確で、
かつ廉価なサービス提供することでお役にた

例えば、日本特許庁では、現在まで、公開特許

ちたいと考えております。公報の取寄せ 1 件

公報、特許公報などの特許情報はおよそ 6,100

から承っております。ご質問、ご相談などお

万件蓄積されています。この技術情報を調べる

気軽にお問い合わせください。

ことにより、どのような技術が世の中に存在
し、その技術がどのように展開、発展している
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東京都港区虎ノ門 3-2-2 第 30 森ビル
設立

1975 年（昭和 50 年）4 月 11 日

資本金 1,000 万円
社員数 20 人（正社員）

沿革 -Our History 昭和 35 年
昭和 45 年
昭和 47 年
昭和 48 年
昭和 52 年
昭和 55 年

おもな事業内容

昭和 57 年

知的財産権に関する、国内外調査
技術情報に関する国内外調査
翻訳業務

昭和 58 年
昭和 59 年
昭和 63 年
平成 01 年
平成 03 年
平成 04 年

虎ノ門

第３０森ビル

平成 06 年
平成 11 年
平成 19 年
知的財産部

調査グループ

有限会社「技術調査研究所」創設
技術調査研究所より特許調査部門を分離して、「㈱テー.スズエアンド.カンパニー」を東
京都港区桜川町第 17 森ビル内に創設
内外特許調査部門，抄録部門を編成
「テスコ株式会社」と商号変更
内外特許調査部門，抄録部門編成を東京都港区愛宕三興森ビル内に移転
米国アーリントン在、OBLON 特許法律事務所と提携，TESCO US を設立、同時にデータベー
スによる日本の商標の検索業務を開始
西ドイツ特許庁長官「ホイサー博士」を招いて記念講演開催
情報管理部門創設，内外特許調査部門，抄録部門，を再編成して東京都港区虎の門第 30
森ビル内に移転
世界の標章情報の収集加工を業とする COMPU-MARK（ベルギー，西ドイツ，英国，米国在）
と世界５５か国商標のデータベース検索システムについて日本,韓国,台湾独占契約。同時
に検索業務開始。
パテントマップ作成ソフト［PIAS-Ⅰ］開発，日本.韓国同時販売開始
「パテント情報と商品開発」共に日本工業新聞社から出版
米国オハイオ州在「ミード データ セントラル ＭＤＣ」と提携。米国全文明細書検索デ
ータベース[LEXPAT]のサービスを日本,韓国,台湾で開始
[LEXIS-NEXIS]のショール－ムを虎の門調査事業部に設立
(財)特許協力機構代理店登録。登録番号１０００２号
米国，欧州の特許情報［CD-ROM]の販売開始
南米，中南米の「標章検索システム」について契約検索業務開始
株式会社東芝製「日本特許公開公報 CD-ROM」の「検索機器，ソフト」を株式会社東芝と提
携，仲介販売開始
「ＣＤ－ＲＯＭ公報」の「機械処理，コピーサービス」部門発足
中国北京標準局（特許庁）外、職員全体研修
米国アーリントンダレス在「デルタテック」と技術提携（市場調査，技術貿易部門）
科学技術館開催「特許フェア」出展

特許調査の種類
特許侵害予防調査

他社の特許権に対する抵触リスクを少なくするための特許調査です。定
製品の仕様で特徴を持つ技術部分に焦点をあてた特許調査を実施しま
す。製品の企画、設計段階や販売前の段階に実施します。

特許技術動向調査

競合他社に対して特許の側面から情報を収集します。他社の技術動向
（特許出願の動向）を把握して、自社の研究開発や事業展開に役立てる
調査です。パテントマップを作成すれば可視化できます。

出願前、審査請求前調査 より良い出願内容にするために、公知技術を調査します。

意匠・商標調査

意匠（デザイン）、商標（トレードマーク）の調査です。類似する意匠や商標
がすでに登録されていないか確認します。

無効資料調査
（特許・非特許文献）

障害となっている特許を無効にするために、障害特許の出願時点よりも
前に公知となっていた文献（特許または非特許文献）を探し出します。

調査国
日本

アメリカ合衆国

欧州特許

イギリス

ベルギー

スイス

ドイツ

スウェーデン オーストリア

スペイン

ギリシャ

イタリア

ノルウェー

フィンランド

ロシアル

ルクセンブルグ

トルコ ポーランド

チェコ

デンマーク

オランダ

ハンガリー

クロアチア

エストニア

アイルランド

ポルトガル イスラエル

モロッコ

アラブ首長国連邦

タイ

インドネシア シンガポール

中央アフリカ 中国（香港含む)

台湾

インド

フランス

オーストラリア等

技術分野
パソコン（構造、CPU、HDD、メモリ、UI、セキュリティ等）、PC、スマートフォン用アプリケーション、ネッ
トワーク（RAID,サーバー、クラウドシステム、配信）、プリンタ・複合機（画像形成部、ADF、読取部、画

電気・電子

像処理、現像剤等）、スキャナー、テレビ（パネル構造、高画質技術、配信、３DTV 等）、プロジェクタ、
デジタルカメラ（レンズ部構造、高画質技術、撮像技術、防犯カメラ等）、LED 照明器具、各種センサ
ー、３D プリンタ、監視カメラシステム、ビッグデータ用データベース、スマートグリッド関連システム、資
産管理 SW、

半導体

ウェハー製造、エッチング技術、パッ
ケージ等

化学系

カメラレンズ構成、レーザー用レンズ、

光学系

プロジェクタ用光学部、内視鏡工学部

リチウムイオン電池等二次電池、酸化
チタン応用技術等
医療用ネットワークシステム、医療用画

医療機器

像処理、内視鏡、カテーテル、注射器、
介護用機器、MRI、超音波診断装置、

機械
（小・大型）

各種加工用機械、産業用ロボット、マニピュレータ、検査機（機械、画像処理）、車関連技術、家電関
係、スマートグリッド関連機器

〒105-0001
東 京 都 港 区 虎 ノ門 3-2-2 第 30 森 ビル
TEL：0120-719-743（ フリーダイヤル）
FAX：03-3437-9895
E メールアドレス

info@tesco -search.com

ホームページ

http://www. tesco-search.com

