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はじめに 
 

 

 特許調査は、先行技術調査や無効化調査、特許クリアランス（Freedom to Operate:FTO）調

査などに大別されますが、いずれも、特許権の有効性や、特許権を尊重した事業化に非常に重要な

要素です。このような調査会社は先進国を中心に多く存在しますが、インドにおいても、英語を解

する比較的安価な労働力を背景に、近年設立が進んでいます。日本企業のグローバル化が進展する

中、これら海外の調査会社の積極的活用が求められています。 

 

 そこで、ジェトロでは、特許調査を行うインドの企業情報を広く日本企業に公開し、特許調査会

社選択の一助としていただくため、本「インド特許調査会社一覧」を作成することといたしました。 
 

 本報告書は、インド国内の知財セミナー等でブースを開設していた企業等にアンケート用紙を送

付し、その趣旨に賛同し回答をいただいた企業について、その結果をまとめたものです。 

 

 本報告書は、インド国内には本報告書記載以外にも特許調査を行う多数の企業があること、及び

各情報は適時に更新する必要があることから、随時改定版を発行していく予定です。 

 

なお、本報告書の性質上、各回答に記載の内容の正否については、ジェトロでは責任を負うもの

ではなく、また、本報告書記載の調査会社をジェトロとして推薦するものではないことにご留意く

ださい。 

 

 本書が、皆様のお役に立てば幸いです。 

 

 

2015 年 4 月 初版にあたって 

 

 

日 本 貿 易 振 興 機 構 

ニューデリー事務所 

知 的 財 産 権 部 
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DexPatent 
 

事務所概要 

事務所本拠地住所 
6, Alexandria Road, Cantonment, Trichy - 620 001, 

INDIA 

設立年月日 2006 年 6 月 15 日 

従業員数(1-10 人/11-50 人/51 人以上) 51 人以上 

代表電話番号 +91 431 400 1181 

代表ファクシミリ番号 +91 431 400 1181 

代表メールアドレス muthu@dexpatent.com ; info@dexpatent.com  

事務所ホームページ www.dexpatent.com 

連絡先 Mr. Muthukumar Ramalingam 
 

アピールポイント 

知財関連受賞経歴(2010 年以降) 無 
 

資格保有者 

弁護士・弁理士の有無 有 

理系学位保有者数(0 人/1-5 人/6-20 人/21 人以上) 21 人以上 

日本語能力者の有無 無 
 

業績 

2013 年特許先行技術調査件数(0 件/1-100 件/101-500 件/501 件以上) 101-500 件 

2013 年特許クリアランス(FTO)調査件数(0 件/1-10 件/11-50 件/51 件以上) 11-50 件 

顧客の日本企業比率(0%/1-10%/11-30%/31-100%) 1-10% 
 

主要データベース 

Patbase, Orbit 
 

コメント 

デクストラシス テクノロジーズ プライベート リミテッド、インド 

知的財産・特許調査サービス 
こんにちは。インドのデクストラシスより、謹んでご挨拶申し上げます。 

デクストラシス テクノロジーズ プライベート 

リミテッド(www.dextrasys.com)は、インドを本拠とする、知識情報とビジネスプロセスの 

アウトソーシング企業です。 

弊社はデクストラシスとして、知的財産と特許権の調査サービス(www.dexpatnt.com)を企 

業法律事務所、弁理士、特許エージェントといった、法人・個人の専門職のお客様に提供さ 

せていただいております。Please read more at 

http://www.dexpatent.com/document/DexPatent_Services_for_Japan_v1.pdf 
 

  

mailto:muthu@dexpatent.com
mailto:info@dexpatent.com
http://www.dexpatent.com/
http://www.dexpatent.com/document/DexPatent_Services_for_Japan_v1.pdf
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Evalueserve 
 

事務所概要 

事務所本拠地住所 

8th,9th & 10th Floor, Building No. 4 

Unitech Realty Projects Limited-SEZ, Tikri 

Sector-48, Gurgaon – 122 001 

中国、ルーマニア、チリ、米国にオフィスあり。 

設立年月日 2000 年 12 月 

従業員数(1-10 人/11-50 人/51 人以上) 51 人以上 

代表電話番号 +91 124 415 4000 / 412 0000 

代表ファクシミリ番号 +91 124 4063 430 

代表メールアドレス iprdsolutions@evalueserve.com 

事務所ホームページ 
www.evalueserve.com 

http://iprdsolutions.evalueserve.com 

連絡先 
Ram Deshpande (ram.deshpande@evalueserve.com)  

Shekhar Khanduja (shekhar.khanduja@evalueserve.com) 
 

アピールポイント 

知財関連受賞経歴(2010 年以降) 

Evalueserve has won the India Business Law Journal 

award in the ‘IP Services’ category for being one of the top 

service providers in India in 2010, 2011 and 2012. 
 

資格保有者 

弁護士・弁理士の有無 有 

理系学位保有者数(0 人/1-5 人/6-20 人/21 人以上) 21 人以上 

日本語能力者の有無 無 
 

業績 

2013 年特許先行技術調査件数(0 件/1-100 件/101-500 件/501 件以上) 501 件以上 

2013 年特許クリアランス(FTO)調査件数(0 件/1-10 件/11-50 件/51 件以上) 51 件以上 

顧客の日本企業比率(0%/1-10%/11-30%/31-100%) 1-10% 
 

主要データベース 
Patent databases 

Questel-Orbit and Thomson Innovation (English search) /CNIPR, SIPO, Innojoy, PatentEx (Chinese)/ Ultra-Patent, IPDL (Japanese) 

/KIPRIS (Korean) 

Non-patent databases 

IEEE, ACM, STN, Web of Science, IP.com, Citeseer, SAE, SPIE, Pubmed /Medline, Science Direct, PubChem, Google Scholar, Find 

articles, and many more (English)/ CNKI (Chinese) /J-Stage and J-dream (Japanese) /DBPIA and NDSL (Korean) 
 

コメント 
Evalueserve is one of the largest IP and R&D solutions providers in the world. With over 300 patent professionals, Evalueserve 

supports clients globally in a variety of technology domains such as electronics, telecom, semiconductors, computer science, 

chemical, oil&gas, material science, automotive and mechanical engineering, biotech, foodtech, pharmaceuticals and biomed. 

Evalueserve provides multilingual patent research in English, Chinese and Korean. 

Evalueserve specializes in delivering various kinds of patent research services: 

- Patentability Assessment 

- Invalidation Searches 

- Freedom to Operate 

- Licensing Support Services (Claim Charts, Evidence of Usage (EoU) charts etc.) 

- Patent Landscape 

- Portfolio Analysis 

- Litigation Support 
 

http://www.evalueserve.com/
http://iprdsolutions.evalueserve.com/
mailto:ram.deshpande@evalueserve.com
mailto:shekhar.khanduja@evalueserve.com
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Hourglass Research 
 

事務所概要 

事務所本拠地住所 
629-630, Nirmal Galaxy Avior, LBS Marg, Mulund 

(West), Mumbai-400080, India 

設立年月日 2011 年 1 月６日 

従業員数(1-10 人/11-50 人/51 人以上) 11-50 人 

代表電話番号 +91-22-25677610 

代表ファクシミリ番号 － 

代表メールアドレス gouraj@hourglassresearch.com  

事務所ホームページ www.hourglassresearch.com   

連絡先 Mr. Gouraj Yadav 
 

アピールポイント 

知財関連受賞経歴(2010 年以降) 無 
 

資格保有者 

弁護士・弁理士の有無 有 

理系学位保有者数(0 人/1-5 人/6-20 人/21 人以上) 6-20 人 

日本語能力者の有無 無 
 

業績 

2013 年特許先行技術調査件数(0 件/1-100 件/101-500 件/501 件以上) 101-500 件 

2013 年特許クリアランス(FTO)調査件数(0 件/1-10 件/11-50 件/51 件以上) 1-10 件 

顧客の日本企業比率(0%/1-10%/11-30%/31-100%) 1-10% 
 

主要データベース 

Thomson Innovation 
 

コメント 

We do worldwide English language search in-house. For native language search 

(Chinese, Japanese, Korean), we get it done from our partner Asian firms. 

 

  

mailto:gouraj@hourglassresearch.com
http://www.hourglassresearch.com/
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IPpro Services (India) Pvt. Ltd. 
 

事務所概要 

事務所本拠地住所 
G-02, Prestige Loka, 7/1, Brunton Road, Bangalore - 

560 025, India. 

設立年月日 2002 年 12 月 5 日 

従業員数(1-10 人/11-50 人/51 人以上) 11-50 人 

代表電話番号 +91 80 6693 5000 

代表ファクシミリ番号 +91 80 6693 5001 

代表メールアドレス askippro@ipproinc.com  

事務所ホームページ www.ipproinc.com  

連絡先 Mr. Abhay Porwal 
 

アピールポイント 

知財関連受賞経歴(2010 年以降) 無 
 

資格保有者 

弁護士・弁理士の有無 有 

理系学位保有者数(0 人/1-5 人/6-20 人/21 人以上) 6-20 人 

日本語能力者の有無 無 
 

業績 

2013 年特許先行技術調査件数(0 件/1-100 件/101-500 件/501 件以上) 501 件以上 

2013 年特許クリアランス(FTO)調査件数(0 件/1-10 件/11-50 件/51 件以上) 1-10 件 

顧客の日本企業比率(0%/1-10%/11-30%/31-100%) 31-100% 
 

主要データベース 

Thomson Innovation, Total Patents, IP.com, Engineering Village, Google 
 

コメント 

IPpro is the brainchild of the world renowned technocrat & an entrepreneur, Mr. Sam 

Pitroda & globally recognized lawyer, researcher & founder of Nishith Desai Associates 

(NDA), Mr. Nishith Desai. 

Our clients range from individual inventors, startups to Fortune 500 companies, Law 

Firms & educational institutions around the globe. Over the past few years, we have 

assisted our clients with services designed to help them achieve their IP goals at every 

stage of the patenting process.  

Our team of seasoned IP professionals helps our clients from the inception of their ideas 

to protecting them and leveraging their IP. 
 

  

mailto:askippro@ipproinc.com
http://www.ipproinc.com/
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Saturo Global Research Services 
 

事務所概要 

事務所本拠地住所 

443, Guna Complex, Main Building, Ground Floor, 

Anna Salai, Teynampet, Chennai – 600018, 

Tamilnadu, India. 

設立年月日 2008 年 

従業員数(1-10 人/11-50 人/51 人以上) 11-50 人 

代表電話番号 +91-44 42065865 

代表ファクシミリ番号 － 

代表メールアドレス business@saturoglobal.com 

事務所ホームページ www.saturoglobal.com 

連絡先 Venkatesan 
 

アピールポイント 

知財関連受賞経歴(2010 年以降) 無 
 

資格保有者 

弁護士・弁理士の有無 有 

理系学位保有者数(0 人/1-5 人/6-20 人/21 人以上) 21 人以上 

日本語能力者の有無 無 
 

業績 

2013 年特許先行技術調査件数(0 件/1-100 件/101-500 件/501 件以上) 101-500 件 

2013 年特許クリアランス(FTO)調査件数(0 件/1-10 件/11-50 件/51 件以上) 11-50 件 

顧客の日本企業比率(0%/1-10%/11-30%/31-100%) 1-10% 
 

主要データベース 

PatBase, SciFinder, STN Marpat 
 

コメント 

We have qualified technical professionals across all domains and have a wealth of 

experience in all facets of patent searching. We customize our reports according to the 

likes of each and every firm and we present it with a simple, easy to understand 

conclusion. We are also experts in Markush structure searching and bio-sequence 

searching. We have prepared many landscape reports across all industries. 

 

  

mailto:business@saturoglobal.com
http://www.saturoglobal.com/
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SciTech Patent art Services Private Limited  (India) / Japan IP 

Network (Japan) 
 

事務所概要 

事務所本拠地住所 

India：Plot No.17&22, TSIIC Tech Park, Road No.12 , IDA Nacharam, 

Hyderabad, Telangana 500076, India 

Japan：Japan IP Network 株式会社 

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-12-4-902 

設立年月日 2002 年 

従業員数(1-10 人/11-50 人/51 人以上) 51 人以上 

代表電話番号 
+91 40 27156181/2 (India) 

+81-03-3523-3390 Japan IP Network 株式会社 (SciTech 社日本窓口) 

代表ファクシミリ番号 
+91 40 27156184 (India) 

+81-03-3523-6306 Japan IP Network 株式会社 (SciTech 社日本窓口) 

代表メールアドレス info@patent-art.com / hitoshi.yoshino@japan-ip-network.com 

事務所ホームページ www.patent-art.com / www.japan-ip-network.com 

連絡先 Srin Achanta (India) / Hitoshi Yoshino (Japan) 
 

アピールポイント 

知財関連受賞経歴(2010 年以降) 有 Service Innovation Award from The Procter & Gamble Company, USA 
 

資格保有者 

弁護士・弁理士の有無 有 

理系学位保有者数(0 人/1-5 人/6-20 人/21 人以上) 21 人以上 

日本語能力者の有無 有 Japan IP Network（株）代表取締役として吉野 仁之氏 
 

業績 
2013 年特許先行技術調査件数(0 件/1-100 件/101-500 件/501 件以上) 101-500 件 

2013 年特許クリアランス(FTO)調査件数(0 件/1-10 件/11-50 件/51 件以上) 51 件以上 

顧客の日本企業比率(0%/1-10%/11-30%/31-100%) 11-30% 
 

主要データベース 

Thomson Innovation, PatBase, Orbit, STN, OneSource, Web of Science, Darts-IP 
 

コメント 

SciTech Patent Art Services is a 14-year old technology and patent analytics firm based out of Hyderabad. We work 

with a number of clients in US, Europe, Japan and India. We serve R&D managers, IP managers, Open Innovation 

and Licensing professionals. We save our clients a lot of valuable time by being comprehensive and by presenting 

our findings through easy-to-understand visuals.  We have more than 90 employees with advanced degrees in 

different disciplines such as Biomedical, Biotechnology, Chemistry, Electrical, Electronics, Telecommunications, 

Material Science etc.  

SciTech Patent Art Services は、Japan IP Network 株式会社との連携のもと、日本の皆様に特許調査分析サービスを提供させ

て頂きます。Japan IP Network 株式会社と連携する SciTech Patent Art は、2002 年に設立された知的財産分析における先端

的企業で、米国、欧州、日本、豪州及び、東南アジアの多くの企業に、高品質な特許調査分析サービスを経済的なコストで提供

しています。迅速かつ経済的なコストで提供される高品質、実践的な調査分析内容は、多くの顧客から高い支持を得ております。

調査分析スタッフの更なるスキル向上及び、作業処理能力の量的向上に向けた努力を続け、長年、顧客の皆様へ価値あるサービ

スをご提供してきております。広範な調査対象、詳細な分析、更に collaborative work approach は、市場において高い評価を

得ております。これらの特長及び更なる能力向上に向けた継続的努力により、国際的な多くの企業の方々と長期的、戦略的関係

を構築させて頂いております。高度な技術的理解力と豊富な経験を有する社内の技術者の努力により、世界中の顧客の皆様から

の高い要求に応え続けてきています。 

調査サービス 

•技術水準調査／ランドスケープ調査 •特許性調査・分析 •特許有効性・無効・異議調査 •FTO 調査・侵害可能性調査 •リーガ

ルステータス、出願・審査手続調査 •意匠調査 •特許動向監視 •非特許文献調査 

分析サービス 

•技術ランドスケープ／マッピング分析 •ホワイトスペース分析 •クレームチャート／EOU •特許 vs 製品／特許 vs 規格関連

分析 •連携・協業関係分析 •ライセンス可能性・機会調査 •ウェブベース IP ダッシュボード •英文技術翻訳 

mailto:info@patent-art.com
mailto:hitoshi.yoshino@japan-ip-network.com
http://www.patent-art.com/
http://www.japan-ip-network.com/
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Sehgal IPR Services LLP. 
 

事務所概要 

事務所本拠地住所 
A-204, Sunset-2 Raheja Vihar, opp. Chandivali 

Studio, Powai, Mumbai-400072, Maharashtra, India 

設立年月日 2015 年 1 月 

従業員数(1-10 人/11-50 人/51 人以上) 1-10 人 

代表電話番号 +91-22-42292109 

代表ファクシミリ番号 +91-22-42292109 

代表メールアドレス ck@sehgaliprservices.com 

事務所ホームページ www.sehgaliprservices.com 

連絡先 Dr.C.K.Sehgal 
 

アピールポイント 

知財関連受賞経歴(2010 年以降) 無 
 

資格保有者 

弁護士・弁理士の有無 有 

理系学位保有者数(0 人/1-5 人/6-20 人/21 人以上) 1-5 人 

日本語能力者の有無 無 
 

業績 

2013 年特許先行技術調査件数(0 件/1-100 件/101-500 件/501 件以上) 1-100 件 

2013 年特許クリアランス(FTO)調査件数(0 件/1-10 件/11-50 件/51 件以上) 0 件 

顧客の日本企業比率(0%/1-10%/11-30%/31-100%) 0% 
 

主要データベース 

Thompson Innovation, Lexis Nexis, Scifinder 
 

コメント 

Expertise in prior art search to ensure to capture all relevant set of prior art and to 

prepare effective IPR services which may be a bench mark for the business houses for 

landscapes, patent application drafting, patent opposition etc 

 

  

mailto:ck@sehgaliprservices.com
http://www.sehgaliprservices.com/
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Stellarix Consultancy Services Pvt. Ltd. 
 

事務所概要 

事務所本拠地住所 
Plot D-232/ 233,  3rd Floor Atlantis Tower,  Amrapali 

Marg, Hanuman Nagar, Jaipur – 302021, India 

設立年月日 2009 年 11 月 30 日 

従業員数(1-10 人/11-50 人/51 人以上) 97 人 

代表電話番号 +91-141-5111 443 

代表ファクシミリ番号 +1 (206) 428 1217 

代表メールアドレス sales@stellarix.com  

事務所ホームページ www.stellarix.com 

連絡先 Abhinav Goyal 
 

アピールポイント 

知財関連受賞経歴(2010 年以降) 無 
 

資格保有者 

弁護士・弁理士の有無 有 

理系学位保有者数(0 人/1-5 人/6-20 人/21 人以上) 21 人以上 

日本語能力者の有無 無 
 

業績 

2013 年特許先行技術調査件数(0 件/1-100 件/101-500 件/501 件以上) 501 件以上 

2013 年特許クリアランス(FTO)調査件数(0 件/1-10 件/11-50 件/51 件以上) 51 件以上 

顧客の日本企業比率(0%/1-10%/11-30%/31-100%) 1-10% 
 

主要データベース 

Thomson Innovation, Derwent, Lexis Nexis, STN 
 

コメント 

ISO 9001:2008 certified, Stellarix is one of the fastest growing full service IP and Technology research firm 

based in India. Stellarix offers broad spectrum of services across three disciplines – Patent Research, 

Technology Research and Market Research. With an in-house team of 80+ technology experts across all 

the major technology verticals, the firm has successfully catered to more than 1000 organizations over the 

world including over 30 Fortune 500 companies. Over the years, Stellarix has positioned itself as a one-stop 

solution for the clients providing a single study covering the critical aspects viz. Technology research, 

Patent landscape and Market study. The firm's clientele is spread across United States, Western Europe, 

United Kingdom, Asia Pacific region and it enjoys an international reputation for excellence. 

Fields of Expertise:  Technology Scouting, Competitive Intelligence, IP landscape, Patent Invalidation, 

Patent Infringement/Claim-Chart mapping, Novelty search, Freedom-to-Operate, Secondary Market 

Research and Primary Market research through CATI CAWI. 

2008 年に ISO 9001 を取得。弊社は、インドに本社を置いて、特許調査、技術調査、市場調査の三つの分野に渡り、

幅広いサービスを提供しています。80 人以上の専門家は、様々な技術分野を網羅しており、これまで世界中の 1000

以上の企業、弁理士事務所に対してサービスを提供してきました。これらのクライアントの中の 30 社以上は

Fortune500 に選ばれた世界的に有力な企業です。長年に渡り、弊社は一つ一つの調査に対して、特許調査、技術

調査、市場調査の三つの視点を武器に、最適なソリューションを提供してきました。クライアントは米国、欧州、

アジア太平洋などに広がり、国際的なレベルでご好評いただいています。 

得意分野：テクノロジースカウト、競合他社分析、IP ランドスケープ調査、特許無効調査、特許侵害調査、クレー

ムチャート作成、新規性調査、FTO 調査、市場調査(デスクリサーチおよび電話調査、ウェブアンケートなど) 

mailto:sales@stellarix.com
http://www.stellarix.com/
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Talwar & Talwar Consultants Pvt. Ltd 
 

事務所概要 

事務所本拠地住所 
Office 8, Tower B, 3rd Floor, D.L.F. Building, IT Park, Chandigarh, India 160101 

グルガオン、米国、台湾にオフィスあり。 

設立年月日 2006 年 

従業員数(1-10 人/11-50 人/51 人以上) 51 人以上 

代表電話番号 +91-9876667711 & +91-9815006413 & +1-888-337-5234 & 347-308-6153 

代表ファクシミリ番号 +1 (914) 462-3453 

代表メールアドレス k.talwar@ttconsultants.com 

事務所ホームページ www.ttconsultants.com 

連絡先 KomalTalwar 
 

アピールポイント 

知財関連受賞経歴(2010 年以降) 

1) 2012 年の CNBC TV 18 及び ICICI 銀行が贈る「インドの最優良新興小企業賞」 

2) Chandra Kocchar 女史が贈るビジネス女性大賞「TiEStree Shakti Awards 2011 年」 

3) モハリにおけるインド・ソフトウエア・テクノロジー・パーク（STPI）が贈る「ビジネス

女性大賞」 

4) STPI が贈る「最優秀製品（XLPAT）アワード２０１３年」 
 

資格保有者 

弁護士・弁理士の有無 有 

理系学位保有者数(0 人/1-5 人/6-20 人/21 人以上) 21 人以上 

日本語能力者の有無 有 
 

業績 

2013 年特許先行技術調査件数(0 件/1-100 件/101-500 件/501 件以上) 501 件以上 

2013 年特許クリアランス(FTO)調査件数(0 件/1-10 件/11-50 件/51 件以上) 51 件以上 

顧客の日本企業比率(0%/1-10%/11-30%/31-100%) 11-30% 
 

主要データベース 

有料特許データベース – Orbit, Patbase, XLPAT |Lexis-Nexis, DWPI, Thomson Innovation& various other free databases. 

有料非特許データベース– IEEE, Ip.com, Engineering Village, STN, Scirus, NCBI, Pubmed and many more 
 

コメント 
TT コンサルタンツは早期権利化のパイオニアで、ISO 270001 と ISO 9001 認定取得済である。当社は今まで 6000 件以上の顧客エンゲージ

メントがあり、 顧客による数多くのご推薦が当社のサービスの質の高さの現れである。 
 

インドのチャンデイーガルに本社を持つ TT コンサルタンツはインドのグルガオン、台湾の新竹市とアメリカのワシントン D.C.の３カ所に事務

所を構えている。顧客によるご推薦は顧客が当社のサービスの質に満足されていることを物語っていて、当社がアメリカ、カナダ、ヨーロッパ、

日本、シンガポール、韓国、台湾とインドにそういう顧客を数多く持っていることを自負している。 
 

元 USPTO（米国特許庁）審査官、PTO 審査官などが当社のコアチームのメンバーである。 

当社の 100 人を超える検索評価チームが下記の専門領域において資格、高い技能と経験を有する。 

①機械工学②自動車③イメージング④半導体⑤医療装置⑥エレクトロニクスと電気⑦バイオテクノロジー⑧薬学⑨生化学 10 冶金、その他 
 

特許サポート・サービス以外に、TT コンサルタンツは台湾の事務所における専属のネーテイブ・サーチャーによる中国語、日本語、韓国語と

マンダリンのような言語でのネーテイブ・サーチと言ったプレミア・サービスも提供できる。 
 

上述のサービス以外に、当社がファーストパス無効審判ツールの XLPAT を独自に開発したことを自負している。XLPAT は手動と同レベルの網

羅的な調査を行い、最初のファーストパス先行技術調査の結果を提供し、本件特許と関連のキーワード、分類、譲受人に基づいて正確な検索結

果を出すことができる。ワールドワイドのデータベース・カバーレージ（機械翻訳を含む）が社内のリソースや必要なデータベースを構築する

ことの必要性を省き、大幅な時間とコストを削減ことになる。 
 

当社が日本で強力な顧客基盤があり、日系企業や日本の法律事務所と今まで１００件以上のエンゲージメントがあった。当社のデータベースが

大幅な日本の特許や非特許文献を含んでいる。 
 

日本語の堪能な人とコンタクト取るには、以下のメールにご連絡ください。 : p.bisht@ttconsultants.com 
 

mailto:k.talwar@ttconsultants.com
http://www.ttconsultants.com/
mailto:p.bisht@ttconsultants.com
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UnitedLex BPO Pvt. Ltd. 
 

事務所概要 

事務所本拠地住所 
1st Floor, Tower A, DLF Building No. 6, W Block, DLF 

Phase III, Gurgaon-122002, India 

設立年月日 2006 年 10 月 10 日 

従業員数(1-10 人/11-50 人/51 人以上) 51 人以上 

代表電話番号 (+91) 124 304 8830 

代表ファクシミリ番号 (+91) 124 437 6019 

代表メールアドレス Sumit.bhakuni@unitedlex.com 

事務所ホームページ www.UnitedLex.com 

連絡先 Sumit Bhakuni (AVP – Intellectual Property) 
 

アピールポイント 

知財関連受賞経歴(2010 年以降) 有 
 

資格保有者 

弁護士・弁理士の有無 有 

理系学位保有者数(0 人/1-5 人/6-20 人/21 人以上) 21 人以上 

日本語能力者の有無 有 
 

業績 

2013 年特許先行技術調査件数(0 件/1-100 件/101-500 件/501 件以上) 501 件以上 

2013 年特許クリアランス(FTO)調査件数(0 件/1-10 件/11-50 件/51 件以上) 51 件以上 

顧客の日本企業比率(0%/1-10%/11-30%/31-100%) 1-10% 
 

主要データベース 

UnitedLex has subscriptions to numerous patent and non-patent databases to ensure 

comprehensive and exhaustive global coverage. 
 

コメント 

We are thankful to the JETRO delegation for providing us with an opportunity to present 

our credentials. We look forward to providing a demonstration of our capabilities and our 

impeccable track record of value creation for customers. We would like to utilize this 

opportunity to understand your IP vision and the ways in which we can assist you to 

enhance your competitive position in the global marketplace. We would also like to 

understand your past experiences with service providers in a similar setting and your 

expectations from UnitedLex as a credible partner, which can assist you in execution of 

your long term IP and Business strategy. 
 

  

mailto:info@unitedlex.com
http://www.unitedlex.com/
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Worldwide IPR Services 
 

事務所概要 

事務所本拠地住所 
1 st Floor, D-999,Sector-7, Dwarka, New 

Delhi-110077,India. 

設立年月日 2001 年 

従業員数(1-10 人/11-50 人/51 人以上) 1-10 人 

代表電話番号 +91 9810395199 

代表ファクシミリ番号 +91 11 40578289 

代表メールアドレス worldwideipr@gmail.com 

事務所ホームページ www.worldwideipr.com/ 

連絡先 R K Nair 
 

アピールポイント 

知財関連受賞経歴(2010 年以降) 無 
 

資格保有者 

弁護士・弁理士の有無 有 

理系学位保有者数(0 人/1-5 人/6-20 人/21 人以上) 1-5 人 

日本語能力者の有無 無 
 

業績 

2013 年特許先行技術調査件数(0 件/1-100 件/101-500 件/501 件以上) 1-100 件 

2013 年特許クリアランス(FTO)調査件数(0 件/1-10 件/11-50 件/51 件以上) 11-50 件 

顧客の日本企業比率(0%/1-10%/11-30%/31-100%) 1-10% 
 

主要データベース 

WIPO, USPTO, EPO, IPO 
 

コメント 

Worldwide IPR Services is an Expert Patent and Trademark Attorneys' Law firm in India 

with an exclusive department dedicated to Japanese applicants headed by Mr. 

Radhakrishnan K (R.K. Nair), a senior lawyer and Patent Attorney from India.  Mr. Nair is 

an expert in Indian, Japanese, EU, and US Patent Laws.  He Attended Patent Experts 

training "JPO/IPR Training for Patent Experts" conducted by Japan Patent Office at Tokyo 

from  August 25-September 14, 2010.  We assure, dedicated and speedy services for 

your IPR (Patent, Trademark, Copyright, Industrial Design) protection in India. 
 

  

mailto:worldwideipr@gmail.com


 

15 

Copyright©2017 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 

 

 

 

 

 

 

 

 

［特許庁委託事業］ 

インド特許調査会社一覧 

(第２版) 

 

2015 年 4 月 初 版発行 

2017 年 7 月 第２版発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[発行・編集] 

独立行政法人 日本貿易振興機構 

ニューデリー事務所 

知的財産権部 

TEL:+91-11-4168-3006 

FAX:+91-11-4168-3003 

 

 

 

2017 年 7 月発行 禁無断転載 

 

 

 

ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あ

るいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいは

その他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジ

ェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。 


