
［サービス仕様書］

サービス名称 型 名

ＡＴＭＳ ＰＲＯＰＡＳ 事務所向け スタートアップサービス ＳＶＳ００８６１０

ＡＴＭＳ ＰＲＯＰＡＳ 事務所向け 基本サービス ＳＶＳ００８６１１

ＡＴＭＳ ＰＲＯＰＡＳ 事務所向け 管理件数追加（１０００件）サービス ＳＶＳ００８６１２

ＡＴＭＳ ＰＲＯＰＡＳ 事務所向け 管理件数追加（５０００件）サービス ＳＶＳ００８６１３

ＡＴＭＳ ＰＲＯＰＡＳ 事務所向け 管理件数追加（１００００件）サービス ＳＶＳ００８６１４

１．サービスの実施 甲サービス利用者が甲専用環境にログインする際に必要な情報を
乙は、甲に対し、第４項記載のサービス（以下「本サービス」という） 登録する機能。

を実施します。 イ．マスタ登録機能
甲が本サービスを利用するために必要なマスタ（弁理士、担当者

２．サービスの構成 等、甲が使用している帳票のテンプレートファイル）を登録する
本サービスは、以下の各号の商品により構成されます。 機能。

（１）ＡＴＭＳ ＰＲＯＰＡＳ 事務所向け スタートアップサービス ウ．運用管理機能
（以下「スタートアップサービス」という） 甲サービス利用者に対する本サービス上での情報発信や、甲サー

（２）ＡＴＭＳ ＰＲＯＰＡＳ 事務所向け 基本サービス（以下「事務 ビス利用者機能の本サービス利用状況の確認等を行う機能。
所基本サービス」という） ｂ．甲サービス利用者機能

（３）事務所基本サービスの実施を前提として実施される以下のオプショ ア．新規案件データ作成機能
ンサービス（以下「オプションサービス」という）。なお、事務所基 案件データを新規に作成する機能。
本サービスが終了した場合、各オプションサービスも同時に終了する イ．案件データ編集機能
ものとします。 案件データの管理に必要な項目を編集する機能。

ａ．ＡＴＭＳ ＰＲＯＰＡＳ 事務所向け 管理件数追加（１０００件） ウ．検索機能
サービス（以下「管理件数追加（１０００件）サービス」という） 検索条件を設定して案件データを検索する機能および一度使用し

ｂ．ＡＴＭＳ ＰＲＯＰＡＳ 事務所向け 管理件数追加（５０００件） た検索条件を保存する機能。
サービス（以下「管理件数追加（５０００件）サービス」という） エ．ＣＳＶダウンロード機能

ｃ．ＡＴＭＳ ＰＲＯＰＡＳ 事務所向け 管理件数追加（１００００ 案件データを、ＣＳＶ形式のファイルでダウンロード可能とする
件）サービス（以下「管理件数追加（１００００件）サービス」と 機能およびダウンロードするＣＳＶファイルのレイアウトを保存
いう） する機能。

オ．帳票管理機能
３．サービス実施の前提条件 甲専用環境に登録した帳票のテンプレートファイルをダウンロー
（１）甲は、乙が本サービスを実施する前提として、別途乙が指定する本 ドできる機能。

サービスを利用するために必要となる端末環境（以下「甲端末環境」 カ．請求管理機能
という）を甲の責任と費用負担で準備したうえで、乙のサービス環境 案件データごとに委託元への請求内容を管理する機能。
（以下「乙サービス環境」という）と接続するものとします。 キ．包袋管理機能

（２）甲は、甲の窓口としての権限を持つ業務連絡先の甲の担当者（以下 案件データごとに、日本国の特許庁への出願書類、日本国の特許
「甲管理者」という）を１名選定します。甲管理者は、本サービスの 庁から送付される発送書類、甲委託元から送付された書類等に基
実施に際し必要となる事項として乙が定める事項（甲が業務委託を受 づき甲が作成したデータを登録する機能。
ける委託元（以下「甲委託元」という）を含む）を、乙所定の「ＡＴ ク．連絡機能
ＭＳ ＰＲＯＰＡＳ 特許管理クラウドサービス 事務所向け基本サ 案件データごとに、甲サービス利用者および甲委託元の間でメッ
ービス利用申請書」等（以下「利用申請書等」という）に記載のうえ セージ（甲委託元からの作業依頼に対する返信、納品の連絡を含
乙に通知するものとします。 む）を送受信し、履歴を参照可能とする機能。
甲は、甲管理者を変更する際には、別途乙が指定する様式にてその ケ．期限管理機能

旨を申請するものとします。 案件データごとに、日本国の特許庁へ手続する期限日項目を管理
（３）甲は、本サービスを利用する自らの従業員等（以下「甲サービス利 し、指定した期間に期限を迎える案件を一覧形式で参照し、手続

用者」という）をして、甲端末環境に、乙が甲管理者に送付するクラ きを行った日を登録する機能。
イアント証明書（以下「クライアント証明書」という）をインストー コ．ＡＴＭＳ／ＰＰＷへのエクスポート機能
ルさせるものとします。 乙製の特許出願支援ソフトウェア「ＡＴＭＳ／ＰＰＷ」（以下

（４）本サービスの利用場所は日本国内に限るものとし、甲は、日本国以 「ＡＴＭＳ／ＰＰＷ」という）に取り込み可能な形式のファイル
外の場所から乙サービス環境と接続して本サービスを利用することは を出力する機能。
できず、また、甲は、甲サービス利用者をして日本国以外の場所から サ．ＡＴＭＳ／ＰＰＷからのインポート機能
の乙サービス環境と接続して本サービスを利用させないものとします。 甲がＡＴＭＳ／ＰＰＷで作成し、別途乙が指定する形式で出力し

たファイルを取り込むことで、甲専用環境の案件データを更新す
４．サービスの内容 る機能。
（１）スタートアップサービス シ．甲委託元データリンクサービス利用時の統合管理機能

乙は、甲が事務所基本サービスを利用するための事前作業として、以 甲委託元が、ＡＴＭＳ ＰＲＯＰＡＳ 企業向け データリンク
下の作業を行います。 サービス（以下「データリンクサービス」という）を契約してお
ａ．甲専用環境の設定 り、当該サービスを利用して甲への業務委託を行う場合、当該サ

乙は、利用申請書等に記載された内容に基づき、乙サービス環境内 ービスにて提供される甲の業務環境（以下「甲業務環境」という）
に甲専用の実行環境等の利用環境（以下「甲専用環境」という）を に同期される甲委託元の案件データ（以下「同期案件データ」と
設定し、甲が事務所基本サービスを利用できるようにするための事 いう）と、上記ア．の機能により登録した案件データを統合的に
前作業を行います。 扱えるようにする機能。

ｂ．事務所基本サービス利用に必要な情報の通知 ス．甲委託元データリンクサービス利用終了時の自動複製機能
甲専用環境の設定後、乙は、甲管理者に対し、本サービスを利用す 甲委託元が、データリンクサービスを利用した甲への業務委託を
るために必要と乙が判断する情報（甲専用環境のポータルサイトの 終了する場合、同期案件データを甲専用環境に自動的に複製する
ＵＲＬ、管理者ＩＤ、問い合わせＩＤその他甲が本サービスの利用 機能。
に際し必要となる情報を含む）を通知します。 （３）管理件数追加（１０００件）サービス

（２）事務所基本サービス 事務所基本サービスにおいて、甲専用環境に作成可能な案件データ数
乙は、甲が甲専用環境に接続することにより、以下の機能を利用でき を１０００件追加します。

るようにします。なお、甲は、日本国の特許庁への特許、実用新案、意 （４）管理件数追加（５０００件）サービス
匠および商標の出願に必要な項目に甲独自で管理する項目を付加したデ 事務所基本サービスにおいて、甲専用環境に作成可能な案件データ数
ータ（以下「案件データ」という）に関する機能については、他に管理 を５０００件追加します。
件数の追加のサービスを購入していない限り、２０００件を上限に本サ （５）管理件数追加（１００００件）サービス
ービスを利用できるものとします。 事務所基本サービスにおいて、甲専用環境に作成可能な案件データ数
ａ．甲管理者機能 を１００００件追加します。
ア．ユーザ登録機能
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５．サービスの提供時間帯 よび当該依頼に応じて転送する行為
サービスの提供時間帯は、日本時間の月曜日から土曜日まで（ただし乙 （１５）第三者の保有するコンピュータに対して多数回の接続行為を繰り

が別途指定する休業日を除く）の７時から２４時までとします。また乙は、 返し行い、もって当該コンピュータを利用困難な状態におく行為
本サービスの実施期間中、乙サービス環境のメンテナンス等の都合により、 （１６）本人の同意を得ることなく、または、詐欺的な手段により他者の
業務時間中を含む乙の指定する時間に、本サービスを一時的に停止するこ 個人情報を収集する行為
とがあります。その場合、乙は、あらかじめその旨を甲に対して、乙所定 （１７）本サービスにより利用しうる情報を正当な権限なく改ざんまたは
の方法にて通知するものとしますが、緊急やむを得ない場合にはこの限り 消去する行為
ではありません。ただし、緊急やむを得ない場合に本サービスを一時的に （１８）乙または第三者になりすまして本サービスを利用する行為
停止したときは、乙は、甲に対し、当該停止の内容について、事後に報告 （１９）第三者の設備、本サービス用電気通信回線、本サービス用電気通
するものとします。 信設備、アクセス回線またはアクセスポイントに無権限でアクセスし、

またはその利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそ
６．サービスに関する問い合わせ れのある行為
乙は、本サービスの契約期間中、甲からの本サービスに関する仕様また （２０）有害なコンピュータプログラム等を送信もしくは掲載し、または

は操作方法に関する質問、本サービスが正常に動作しない場合における原 第三者が受信可能な状態におく行為
因調査、回避措置に関する質問または相談を、甲管理者を窓口として、Ｅ （２１）法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務
－ｍａｉｌで受け付けるものとします。その場合、甲管理者は、甲専用の づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反
問い合わせＩＤを使用して、問い合わせができるものとします。なお、問 する行為
合せへの回答時間帯は、日本時間の月曜日から金曜日まで（ただし日本国 （２２）上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反（暴力、残虐等）す
の祝日および乙の指定する休業日を除く）の９時から１７時までとします。 る行為、乙の信用を毀損し、もしくは、乙の財産を侵害する行為、ま

たは、第三者に不利益を与える行為
７．甲の協力義務 （２３）上記各号のいずれかに該当する行為（当該行為を第三者が行って
甲は、本サービスの実施期間中、自らの責任と費用負担により、次の各 いる場合を含む）が見られるデータ等へリンクを張る行為

号の事項を実施するものとします。 （２４）第三者に上記のいずれかに該当する行為をなさしめ、または当該
（１）甲は、本サービスを利用するためのＩＤ、パスワード等が乙により 第三者の行為が存在することを知りながら適切な措置を講じることな

発行される場合、当該情報を秘密表示の有無によらず、秘密情報とし く放置する行為
て扱い、その使用および管理について責任を持つこと。これらが第三
者に使用されたことにより甲または甲委託元を含む第三者に生じた損 ９．免責
害については、乙は、なんら責任を負わないものとします。また、Ｉ 本サービスに関し、以下の各号の事由は乙の責に帰すべからざる事由
Ｄおよびパスワードの使用により発生した契約金額については、すべ （ただし、これに限らない）であり、乙は、当該事由に起因して甲に生じ
て甲の負担とします。 た損害についてはいかなる法律上の義務も負わないものとします。

（２）甲は、甲サービス利用者に対し、本契約で自らに課せられる秘密保 （１）甲設備のトラブルおよび甲設備に起因するトラブル
持義務と同等の義務を遵守させること。 （２）甲が他の電気通信事業者から提供を受けているアクセス回線のトラ

（３）甲端末環境に係るハードウェアおよびソフトウェアの保守を行い当 ブルおよび当該回線に起因するトラブル
該端末環境を維持すること。 （３）本サービス用電気通信回線および本サービス用電気通信設備に対し

（４）甲は、甲委託元データリンクサービス利用時の統合管理機能を利用 て第三者が故意に当該機能を破壊したことによるトラブル
する場合には、事前に甲委託元に対し、自らが本サービスを使用して （４）甲が本仕様書第３項および第７項ならびに第８項を遵守しないこと
いること、甲委託元データリンクサービス利用時の統合管理機能を使 に起因するトラブル
用することおよび甲委託元のデータリンクサービス利用終了時に、甲 （５）甲が本サービスに登録した内容または甲が本サービスを利用するこ
委託元データリンクサービス利用終了時の自動複製機能が適用される とにより生じたトラブル、
ことを通知するものとします。

（５）甲は、自らが本サービスを利用に際し登録するデータ（甲委託元デ １０．サービス終了時のデータの取り扱い
ータリンクサービス利用終了時の自動複製機能により甲専用環境に自 乙は、本サービスの終了時に、甲が乙サービス環境に登録（入力）した
動的に複製されるものを含み、以下「登録データ」という）に関し、 データを消去するものとします。
必要となる権利の許諾を自ら取得すること。なお、登録データに関し、
甲委託元を含む第三者との間に紛争が発生した場合には、甲は、自ら １１．サービスの中断および停止
の費用と責任においてこれに対応するものとします。 乙は、次の場合には、本サービスの提供を中断もしくは停止することが

できるものとします。この場合、乙は、あらかじめその旨を甲に通知する
８．禁止事項 ものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありませ
甲は、本サービス上で以下の行為を行わないものとします。 ん。なお、これにより甲に損害が生じたとしても、乙は、一切責任を負い

（１）乙もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、 ません。
または侵害するおそれのある行為 （１）乙サービス環境その他本サービス用設備の保守上または工事上やむ

（２）乙もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する を得ないとき
行為、または侵害するおそれのある行為 （２）乙が提供を受けている他の電気通信事業者の都合により、本サービ

（３）乙もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への差別 ス用電気通信回線またはアクセス回線の使用が不能なとき
を助長し、または名誉もしくは信用を毀損する行為 （３）乙が本サービスを提供するために必要となる電気通信回線、電気通

（４）詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の 信設備またはアクセス回線に対し、第三者が故意に当該機能を破壊し
違法な売買等の犯罪に結びつく行為、または結びつくおそれの高い行 たとき、または、当該機能に支障をきたす行為を行ったとき
為 （４）天災地変、事故等により、本サービスの提供ができなくなったとき

（５）わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送
信もしくは掲載する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行 １２．知的財産権の帰属
為、またはその送信、掲載、販売を想起させる広告を表示または送信 本サービスおよび本サービスに使用するソフトウェアの著作権は乙また
する行為 は第三者に帰属します。また、本サービスに関連して乙が甲に提供したド

（６）ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 キュメントの著作権も乙に帰属しますが、甲は、本サービスを利用するた
（７）無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為 めに必要な範囲で、それらのドキュメント（ただし、乙が秘密である旨表
（８）違法に賭博・ギャンブルを行い、またはこれを勧誘する行為 示したものを除く）の全部または一部を複製することができます。
（９）違法行為（けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、

脅迫等）を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引（他人に依 以 上
頼することを含む）する行為

（１０）人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、そ
の他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または
不特定多数の者にあてて送信する行為

（１１）人を自殺に誘引または勧誘する行為
（１２）「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の

規制等に関する法律」に基づく、当該事業の提供者に対する規制およ
び当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為

（１３）選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および
「公職選挙法」に抵触する行為

（１４）乙もしくは第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等のＥ－ｍａ
ｉｌを送信する行為、嫌悪感を抱くもしくはそのおそれがあるＥ－ｍ
ａｉｌ（嫌がらせメール）を送信する行為、他者のＥ－ｍａｉｌ受信
を妨害する行為、または連鎖的なＥ－ｍａｉｌ転送を依頼する行為お
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