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第１章 マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願 

の概要 
 

第１節 マドリッド協定議定書について 

１．外国での商標権の取得 

２．マドリッド協定議定書の概要 

３．議定書制定の経緯 

４．議定書と協定との相違 

５．議定書及び協定の締約国 

 

第２節 外国への直接出願と議定書出願 

１．外国への直接出願と議定書出願の手続比較 

２．議定書出願のメリット 

３．議定書出願の利用状況 

 

第３節  議定書に基づく国際登録出願の概要 

１．国際登録出願の基礎出願又は基礎登録 

２．国際登録出願の出願人 

３．国際登録出願の効果 

４．国際登録出願の言語 

５．国際登録日 

６．国際登録簿 

７．国際登録の存続期間 

８．指定国官庁による審査 

 

第４節  事後指定について 

１．事後指定の概要 

２．事後指定の日 

３．事後指定の効果 

４．事後指定の存続期間 

 

第５節  国際登録の基礎出願・登録への従属性 

（セントラルアタック）について 

１．国際登録の基礎出願・登録への従属性 

（セントラルアタック）の概要 

２．国際登録の基礎出願・登録への従属性 

（セントラルアタック）の詳細及び手続 

３．国際登録の独立性 
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   参考 初めてマドリッド協定議定書に基づく国際登録

出願をされる方へ（手続概要と注意点） 

 

 

 本国官庁への手続  

 

第２章 国際登録出願の手続の一般原則 
 

第１節 国際登録出願の出願人の適格要件 

１．出願人適格 

 

第２節 国際登録出願に必要な書類 

１．国際登録出願の願書 

２．日本国特許庁への手数料を貼付した書面 

３．指定国に米国又は欧州連合が含まれる場合

に必要な書面 

 

第３節 国際登録出願書類等の作成上の一般原則 

１．書面による手続 

２．書面作成の言語 

３．様式上の要件 

４．国際登録出願を特定する番号の表示 

 

 

第３章 国際登録出願時の手続 
 

第１節 国際登録出願の願書【ＭＭ２】の作成 

１．様式 

２．作成要領 

３．願書の入手方法 

４．願書の各欄の記載要領 

５．出願時に行う特許庁への手数料納付方法 

 

第２節 「標章を使用する意思の宣言書」【ＭＭ１８】の作成 
１．提出時期 

２．「標章を使用する意思の宣言書」の記載要領 

３．「宣言書」に関する国際事務局の取扱いについて 

 

第３節 「優先順位の主張」【ＭＭ１７】の作成 

１．「優先順位の主張」の手続等 

２．作成要領 
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第４章 国際登録出願の後に行う手続 
 

第１節 手数料補正 

１．手数料補正指令 

２．補正の期間 

３．補正の方法 

４．補正が行われた場合 

５．補正が行われない場合 

 

第２節 方式不備通知 

１．方式不備通知 

２．訂正の期間 

３．訂正の方法 

４．訂正が行われた場合 

５．訂正が行われない場合 

 

第３節 国際事務局からの欠陥通報 

１．指定商品（役務）の分類欠陥通報 

２．指定商品（役務）の表示欠陥通報 

３．料金欠陥通報 

４．その他の欠陥通報 

 

第４節 事後指定【ＭＭ４】 

１．事後指定の概要 

２．事後指定の手続 

３．事後指定の言語 

４．様式 

５．作成要領 

６．事後指定書の各欄の記載要領 

７．事後指定時に行う特許庁への手数料納付方法 

８．事後指定書と同時に提出する印鑑変更届及び 

代表者変更届 

 

第５節 事後指定時の「標章を使用する意思の宣言書」 
【ＭＭ１８】の作成 

１．「標章を使用する意思の宣言書」の記載要領 

２．「国際事務局により要求される情報」欄 

３．「宣言書」に関する国際事務局の取扱いについて 

 

第６節 事後指定時の「優先順位の主張」【ＭＭ１７】 

の作成 

１．「優先順位の主張」の申請 
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第７節 国際登録の存続期間の更新申請【ＭＭ１１】 

１．国際登録の更新 

２．更新の対象・範囲 

３．更新手数料(適正額)の計算における注意点 

４．更新申請の手続 

５．更新申請の時期 

６．更新申請の言語 

７．様式 

８．作成要領 

９．更新申請書の各欄の記載要領 

１０．更新申請時に行う特許庁への手数料納付方法 

 

第８節 国際登録の名義人の変更の記録の請求【ＭＭ５】 

１．名義人の変更の記録の請求 

２．名義人の変更の記録の請求手続 

３．名義人の変更の記録の請求の言語 

４．様式 

５．作成要領 

６．名義人の変更の記録の請求の記載要領 

７．名義人の変更の記録の請求と同時に行う特許庁

への手数料納付方法 

 

 

第５章 手数料 
 

第１節 日本国特許庁(本国官庁)へ納付する手数料 

１．国際登録出願 

２．特許庁に手続をした場合に必要な手数料 

３．納付方法 

 

第２節 国際事務局へ納付する国際手数料 

１．国際登録出願 

２．事後指定 

３．国際登録の存続期間の更新の申請 

４．国際登録の名義人の変更の記録の請求 

５．国際事務局への支払手数料の計算方法 

６．国際事務局への支払方法 

７．外国送金における留意点 

 

第３節 指定締約国が受領する手数料 

 

 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

【ＭＭ１１】・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

【ＭＭ５】・・・・・ 

 

・・・・・・・・・・・・ 

 

 

・・・・・・・・・・ 
 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

 

・・・・・・・・・・・・ 

 

 

７２ 

７２ 

７２ 

７３ 

７４ 

７５ 

７５ 

７６ 

７６ 

７６ 

８０ 

 

８１ 

８１ 

８１ 

８１ 

８２ 

８２ 

８２ 

 

８８ 

 

 

８９ 
 

８９ 

８９ 

８９ 

８９ 

 

８９ 

８９ 

９１ 

９１ 

９１ 

９２ 

９２ 

９３ 

 

９４ 

 

④



 

 

第４節 国際事務局による手数料の払戻し 

１．国際出願手数料 

２．事後指定手数料 

３．更新申請手数料 

４．国際登録の名義人の変更の記録の請求料 

５．国際登録の商品及び役務の減縮の請求料 

６．国際登録の名義人の氏名(名称)変更の請求料 

７．国際登録の名義人の住所(居所)変更の請求料 

  

第５節 過誤納による手数料の返還 

１．日本国特許庁 

２．国際事務局 

 

 

第６章 国際事務局に対する手続 
 

第１節 手続の原則 

１．手続の原則 

２．書簡の言語 

３．書簡の署名 

４．国際事務局への送付方法及び送付先 

 

第２節 国際事務局への手数料の納付 

１．国際事務局への手数料の納付 

２．国際事務局の銀行口座 

 

第３節 国際事務局に対する主な手続 

１．商品及び役務の一覧表の減縮に関する記録

の申請 

２．放棄の記録に関する申請 

３．国際登録の取消の記録に関する申請 

４．名義人の氏名（名称）、住所（居所）、法人の

法的性質の変更の記録に関する申請 

５．代理人の氏名（名称）又は住所（居所）の変更

の記録に関する申請 

６．代理人の選任 

７．ライセンスの記録の申請 

８．ライセンスの記録の修正の請求 

９．ライセンスの記録の取消の請求 

１０．名義人の処分権の制限 

１１．処理の継続の請求 

１２. 記録（国際登録簿）の更正請求 
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１３．様式化されていない主な申請手続 

 

第４節 欧州連合知的財産庁（ＥＵＩＰＯ）に対する手続 

１．切替から生ずる事後指定 

 

 

 指定国官庁への手続  

 

第７章 指定国官庁に対する手続 
 

第１節 指定国官庁としての日本国特許庁への手続概要 

 

第２節 国際商標登録出願 

１．国際商標登録出願 

２．日本国特許庁の審査期間 

 

第３節 代理人の選任 

 

第４節 国際商標登録出願の後の手続書類に関す

る作成上の一般原則 

１．書面による手続 

２．書面の言語 

３．様式上の要件 

４．国際商標登録出願を特定する番号の表示 

 

第５節 国際商標登録出願の特例 

１．手続の補正の特例 

２．国際登録の名義人の変更 

３．国際商標登録出願の出願時の特例 

４．出願の分割の特例 

５．出願の変更の特例 

６．補正後の商標についての新出願の特例 

７．商標法第９条の適用を受けるための手続の特例 

８．パリ条約の例による優先権主張の手続の特例 

 

第６節 公 報 

１．公開国際商標公報 

２．国際商標公報 

 

第７節 登 録 

１．商標権の設定の登録 
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様式集（MM様式） 

 

＜本国官庁へ提出する手続の様式（記載見本／参考訳）＞ 

１．国際登録願書【ＭＭ２】  

２．事後指定書【ＭＭ４】 

３．国際登録の更新の申請書【ＭＭ１１】 

４．名義人の変更の記録の請求書【ＭＭ５】 

５．優先順位の主張【ＭＭ１７】 

６．標章を使用する意思の宣言書【ＭＭ１８】 

 

＜国際事務局へ提出する手続の様式（英語／参考訳）＞ 

７．商品及び役務の一覧表の減縮の記録の請求書【ＭＭ６】 

８．放棄の記録の請求書【ＭＭ７】 

９．国際登録の取消の記録の請求書【ＭＭ８】 

１０．名義人の氏名（名称）若しくは住所（居所）の記録、又は 

名義人が法人の場合、法的性質の表示の導入若しくは 

変更の記録の請求書【ＭＭ９】 

１１．代理人の氏名（名称）又は住所（居所）の変更の記録の 

請求書【ＭＭ１０】 

１２．代理人の選任の届出書【ＭＭ１２】 

１３．ライセンスの記録の申請書【ＭＭ１３】 

１４．ライセンスの記録の修正の請求書【ＭＭ１４】 

１５．ライセンスの記録の取消の請求書【ＭＭ１５】 

１６．名義人の処分権の制限【ＭＭ１９】 

１７．処理の継続の請求書【ＭＭ２０】 

１８．記録の更正の請求書【MM２１】 

 

＜欧州連合へ提出する手続の様式（英語／参考訳）＞ 

１９．切替から生ずる事後指定【ＭＭ１６】 
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【用語等の説明】 

 

このテキストにおいて用いる主な用語については次のとおりです。 

 

議・・・・・・・・・・・・・ 

 

規則・・・・・・・・・・・ 

法・・・・・・・・・・・・・ 

令・・・・・・・・・・・・・ 

手数料令・・・・・・・ 

法施規・・・・・・・・・ 

法施規様式・・・・・ 

ガイド・・・・・・・・・ 

マドリッド協定議定書（標章の国際登録に関するマドリッド協定の 

１９８９年６月２７日にマドリッドで採択された議定書） 

議定書に基づく規則 

商標法 

商標法施行令 

特許法等関係手数料令 

商標法施行規則 

商標法施行規則様式 

マドリッド協定及び同協定議定書に基づく標章の国際登録に 

関するガイド 
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＜本テキストの内容に関するお問い合わせ先＞ 

特許庁国際意匠・商標出願室 

電話：０３－３５８１－１１０１ 

本国官庁担当  内線２６７１ 

指定国官庁担当 内線２６７２ 
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国際登録出願制度 
 

第１章  マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の概要 

 

第１節 マドリッド協定議定書について 

 

１．外国での商標権の取得 

 

外国において商標権を取得するには２つの方法があります。 

１つ目は、パリ条約や二国間条約などに基づき日本人が出願できる国に対し、その国の言語で、

その国の代理人を通じて、それぞれ直接出願する方法です。 

２つ目は、マドリッド協定議定書に基づき､英語で作成した１通の出願書類を日本国特許庁に提

出することにより、加盟する複数国に一括して登録出願した効果を得ることができる手続方法です。

この場合、日本国特許庁に基礎となる自己の商標登録出願もしくは商標登録があり、それと標章が

同一で指定する商品(役務)が同一又はその範囲内であることが条件となります。 

 

２．マドリッド協定議定書の概要 

 

「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」(PROTOCOL RELATING TO THE 

MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS)（以

下「議定書」という。）の概要は、次のとおりです。 

 

（１）締約国の官庁に商標出願をした出願人又は商標登録がされた名義人は、その出願

又は登録を基礎に、保護を求める締約国（指定国）を明示し、基礎の出願又は登録が

ある締約国の官庁（本国官庁）を通じて、世界知的所有権機関（WIPO）の国際事務局

（以下「国際事務局」という。）に、国際出願を行います。 

 

（２）国際事務局は、国際登録簿に登録します。 

 

（３）国際事務局から保護を求める指定国の領域指定の通報（指定通報）を受けた指定国

の官庁（指定国官庁）が、保護を拒絶する旨の通知を一定期間（１年又は各国の宣言

により１８ヶ月）内に国際事務局に行わないと、標章の国際登録の日（国際登録日）、又

は国際登録後の領域指定の記録の日（事後指定日）から、その標章が指定国官庁に

おいて、当該官庁による登録を受けていたならば与えられたであろう保護と同一の保

護が与えられることになります。 

 

３．議定書制定の経緯 

 

（１）議定書設立以前 

商標の国際的な登録制度としては、「標章の国際登録に関するマドリッド協定」（以下

「協定」という。）が１８９１年に創設されました。協定は、パリ条約第６条の５において、「本

－ 2 －
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国で登録された商標は、他の同盟国においても、そのまま保護される」との規定を基に、

パリ条約の特別取極（第１９条）として創設されたものです。しかしながら、協定は未加盟国

から審査期間、使用言語、国内手数料等の問題点が指摘されていました。 

 

（２）議定書設立 

議定書は、協定を修正・補完するもので審査主義国にも配慮した規定を持ち、より多く

の国が利用できる商標の国際登録制度を目指してパリ条約の特別取極として制定されま

したが、協定とは独立した条約です。１９８９年６月２７日にマドリッドで採択され、１９９５年１

２月に発効し、１９９６年４月から運用が開始されました。 

我が国は、１９９９年１２月１４日にＷＩＰＯへ加入書を寄託したことにより議定書に加盟し、

同条約第１４条（４）（ａ）に基づき３ヶ月後の２０００年３月１４日にその効力が発生しました。 

 

４．議定書と協定との相違 

 

（１） 議定書と協定との相違 

 議 定 書 協  定 

１．国際出願の基礎 本国による出願又は登録 本国における登録のみ 

２．暫定的拒絶通報の 

期間 

指定通報の日から１年又は１８

ヶ月 

指定通報の日から１年 

３．国際登録の存続期間 １０年（更新可能） ２０年（更新可能） 

４．国際登録の従属性 

（セントラルアタック） 

 国際登録日から５年以内に本

国における基礎出願・基礎登録

が拒絶、取下、放棄、無効、取

消しになった場合は、国際登録

の全部又は一部が取消される

が、指定国の国内出願へ変更

することが可能 

５年以内の査定不服審判、無

効審判、取消し審判、異議申

立等によって、従属期間（５

年）経過後に確定した場合も

同様 

 国際登録日から５年以内に本

国における基礎登録が無効、

取消しになった場合は国際登

録も取消され、それに対応する

措置はない 

５．手数料 
個別手数料を徴収できる 個別手数料を徴収できない（一

律の手数料） 

６．締結の主体 

パリ条約の同盟国及び一定の

要件を満たす政府間機関（国際

機関） 

パリ条約の同盟国 

７．締約国数 １０１ヶ国（政府間機関を含む） ５５ヶ国 
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（２）議定書と協定との関係 

議定書は協定とは独立した個別の条約ですが、以下のような関係を有しています。 

 

① 議定書の締約国は、協定の当事国と同一の同盟（マドリッド同盟）を構成します。 

［議１条］ 

 

② 議定書及び協定の双方を締結した国の相互の関係については、議定書のみが適用

されます。                                                 ［議９条の６（１）］ 

 

③ 議定書の締約国は、協定の当事国と同一の総会の構成国となります。 

［議１０条（１）(a)］ 

 

④ ＷＩＰＯ国際事務局が、国際登録、国際公表、各種通報等の両条約の事務を担当しま

す。                                                         ［議１１条（１）］ 

 

⑤議定書及び協定の両条約に対し、共通規則として一つの規則が制定されています。 

 

 

議定書及び協定締約国の適用条約関連図 

 

                               Ａ 

 

 

 

 

              ×                     Ａ 

 

 

 

                 Ｐ                     Ａ・Ｐ                 Ａ・Ｐ 

                             Ｐ                         Ｐ 

 

Ｐ： 議定書締約国(Protocol) 

Ａ： 協定締約国(Agreement) 

Ａ・Ｐ： 協定・議定書締約国 

→： 本国官庁から指定国を指定したときの適用条約 

 

注）2015年10月31日アルジェリアが議定書に加盟したことにより、全ての締約国

に議定書が適用されることになりました。 
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５．議定書及び協定の締約国 
 

地域 国 名（国ｺｰﾄﾞ） 議定書 協 定 地域 国 名（国ｺｰﾄﾞ） 議定書 協 定 

ｱｼﾞｱ 

インド(IN) 注5 ○  

欧州 

アルバニア(AL) ○ ○ 

インドネシア(ID) ○  アルメニア(AM) ○ ○ 

韓国(KR) ○  英国(GB) 注3 ○  

カンボジア（KH） ○  イタリア(IT) ○ ○ 

北朝鮮(KP) 注１ ○ ○ ウクライナ(UA) ○ ○ 

シンガポール(SG) ○  ウズベキスタン(UZ) ○  

タイ（TH） ○  エストニア(EE)注5 ○  

中国(CN) 注2 ○ ○ 欧州連合知的財産庁（EUIPO） 

(EM) 
○  

日本(JP) ○  

フィリピン(PH) 注5 ○  オーストリア(AT) ○ ○ 

ブータン(BT) ○ ○ オランダ(NL) ○ ○ 

ブルネイ（BN） ○  キュラソー島(CW) 注4 ○ ○ 

ベトナム(VN) ○ ○ シント・マールテン島(SX) 注4 ○ ○ 

モンゴル(MN) ○ ○ ﾎﾞﾈｰﾙ島,ｼﾝﾄ･ﾕｰｽﾀﾃｨｳｽ島, 

ｻﾊﾞ島(BQ)注4 
○ ○ 

ラオス(LA) ○  

大洋州 
オーストラリア(AU) ○  カザフスタン(KZ) ○ ○ 

ニュージーランド(NZ) 注2 ○  キプロス(CY) ○ ○ 

北米 米国(US) ○  ギリシャ(GR) ○  

中南米 

ｱﾝﾃｨｸﾞｱ･ﾊﾞー ﾌﾞー ﾀﾞ(AG) ○  キルギス(KG) ○ ○ 

キューバ(CU) ○ ○ ジョージア(GE) ○  

コロンビア(CO) ○  クロアチア(HR) ○ ○ 

メキシコ(MX) ○  サンマリノ(SM) ○ ○ 

中東 

アフガニスタン(AF) ○  スイス(CH) ○ ○ 

イスラエル(IL ) ○  スウェーデン(SE) ○  

イラン(IR ) ○ ○ スペイン(ES) ○ ○ 

オマーン(OM) ○  スロバキア(SK) ○ ○ 

シリア(SY) ○  スロベニア(SI) ○ ○ 

トルコ(TR) 注5 ○  セルビア(RS) ○ ○ 

バーレーン(BH) ○  タジキスタン(TJ) ○ ○ 

アフリカ 

アルジェリア(DZ) ○ ○ チェコ(CZ) ○ ○ 

エジプト(EG) ○ ○ デンマーク(DK) ○  

アフリカ知的所有権機関（OAPI） 

（OA） 
○  

ドイツ(DE) ○ ○ 

トルクメニスタン(TM) ○  

ガーナ(GH) ○  ノルウェー(NO) ○  

ガンビア(GM) ○  ハンガリー(HU) ○ ○ 

ケニア(KE) ○ ○ フィンランド(FI) ○  

ｻﾝﾄﾒ･ﾌﾟﾘﾝｼﾍ (゚ST) ○  フランス(FR) ○ ○ 

ザンビア(ZM) ○  ブルガリア(BG) ○ ○ 

シエラレオネ(SL) ○ ○ ベラルーシ(BY) ○ ○ 

ジンバブエ（ZW） ○  ベルギー(BE) ○ ○ 

スーダン(SD) ○ ○ ポーランド(PL) ○ ○ 

スワジランド(SZ) ○ ○ ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾋﾞﾅ(BA) ○ ○ 

チュニジア(TN) ○  ポルトガル(PT) ○ ○ 

ナミビア(NA) 注5 ○ ○ ﾏｹﾄ゙ﾆｱ旧ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ共和国（MK） ○ ○ 

ボツワナ(BW) ○  モナコ(MC) ○ ○ 

マダガスカル(MG) ○  モルドバ(MD) ○ ○ 

モザンビーク(MZ) ○ ○ モンテネグロ(ME) ○ ○ 

モロッコ(MA) ○ ○ ラトビア(LV) ○ ○ 

リベリア(LR) ○ ○ リトアニア(LT) ○  

レソト(LS) ○ ○ リヒテンシュタイン(LI) ○ ○ 

ルワンダ(RW) ○  ルーマニア(RO) ○ ○ 

欧州 

アイスランド(IS) ○  ルクセンブルク(LU) ○ ○ 

アイルランド(IE) ○  ロシア(RU) ○ ○ 

アゼルバイジャン(AZ) ○ ○ 
注１ 日本は北朝鮮を国として認めていません。 
注２ 中国：香港・マカオ未適用。ニュージーランド：トケラウ諸島未適用。 
注3 英国：マン島適用。 
注4 キュラソー島、シント・マールテン島及びボネール島・シント・ユースタティウス島・サバ島は、ベネルクス商標条約に属していないため、ベネルクスとは別に

指定する必要があります。 
注5 インド、フィリピン、トルコ、ナミビア、エストニアは議定書第１４条（５）の宣言を行っていますので、当該国において議定書の効力が発生する日

（インド：2013 年7 月8 日、フィリピン：2012 年7 月25 日、トルコ：1999 年1 月1 日、ナミビア：2004 年6 月30 日、エストニア：1998 年11 月18 日）
前の国際登録を基に事後指定することはできません。 
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第２節 外国への直接出願と議定書出願 

 

１．外国への直接出願と議定書出願の手続比較 

 

 

       直接出願の手続            議定書出願の手続 
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２．議定書出願のメリット 

 

メリット１ 手続の簡素化 

 

議定書出願では、複数国で権利を取得したい場合、本国官庁（日本国特許庁）に１通の出

願書類を提出することにより、複数国に同日に出願した場合と同等の権利を有します。 

また複数国分の出願手数料の支払も、国際事務局に一括して支払うことで完了します。 

 

メリット２ 容易な書類作成 

 

議定書出願では、言語が異なる国に対しても出願等の手続書類は所定の様式に基づき

英語又は仏語・スペイン語（日本国特許庁は英語のみ）で行います。 

各国言語への翻訳は必要ないため、国毎の指定商品（役務）の把握が容易になります。 

 

メリット３ 権利管理の簡便化 

 

議定書制度では、国際事務局における国際登録簿により権利関係は一元管理されていま

す。よって、各国毎に存続期間の更新や所有権の移転、名称変更申請等の手続を行う必要

はありません。 

 

メリット４ 経費の削減 

 

各国別に直接出願する場合は、各国が求める態様の出願書類の作成が必要なため、各

国の代理人の報酬や翻訳等の費用が必要になります。 

議定書出願は、拒絶理由が発見されずに登録になる場合は、各国の代理人の選任は不

要なため代理人費用は発生しません。 

ただし、指定国で拒絶理由が発見され、その国で拒絶理由への応答等を行う場合、その

国の代理人の選任が必要となり、費用が発生します。 

 

メリット５ 迅速な審査（拒絶通報期間の制限） 

 

議定書出願では、指定国官庁が拒絶理由を発見した場合の国際事務局への通報期間を

領域指定の通報日から１年（又は１８ヶ月）以内に制限しています。 

各国毎に直接出願をする場合には、このような審査（拒絶）期間の制限のない国もありま

すので、議定書出願を行うことにより各指定国での審査が迅速に行われる場合があります。 

 

メリット６ 締約国の事後指定による保護の拡張 

 

議定書出願が国際登録された後、指定国や指定商品（役務）を追加することができる事

後指定の手続を行うことにより、出願時に指定しなかった締約国はもとより、出願後に新た

に加盟した締約国についても保護の拡張を求めることができます。 
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また、出願時に特定の国に対し商品（役務）を限定的に指定した場合でも、国際登録の範

囲内であれば指定しなかった商品（役務）を追加することができます。 

 

３．議定書出願の利用状況 

 

我が国は、２０００年３月からマドリッド協定議定書に基づく標章の国際登録出願の受付を

開始し、２０１7年は2,505件の出願を受理しました。また、海外で受け付けられた国際登録

出願のうち我が国へ指定通報がなされたものは、２０１７年は17,328件でした。 

 

 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 

国際登録出願件数 2,127 1,881 1,999 2,157 2,379 2505 

前年比伸び率 37.5% -11.6% 6.3% 7.9% 10.3% 5.2% 

指定通報件数 11,788 13,696 12,672 15,984 13,835 17,328 

前年比伸び率 -5.0% 16.2% -7.5% 26.1% -13.4% 25.2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

国際登録出願 1,547 2,127 1,881 1,999 2,157 2,379 2,505

指定通報 12,412 11,788 13,696 12,672 15,984 13,835 17,328
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国際登録出願件数及び指定通報件数の推移
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第３節 議定書に基づく国際登録出願の概要 

 

１．国際登録出願の基礎出願又は基礎登録 

 

国際登録出願をするためには、日本国特許庁に係属している自己の商標登録出願若しく

は防護標章登録出願（基礎出願）又は自己の商標登録若しくは防護標章登録（基礎登録）

を基礎とする必要があります。 

 

（１）標章の同一 

国際登録出願の標章が上記の基礎出願又は基礎登録の標章と同一でなければなりま

せん。 

 

（２）指定商品及び役務の範囲 

国際登録出願で指定可能な商品及び役務は、上記の基礎出願又は基礎登録で指定し

ている商品及び役務と同一又はその範囲内でなければなりません。 

 

（３）出願人又は名義人の同一 

国際登録出願の出願人が上記の基礎出願又は基礎登録の出願人又は名義人と同一

でなければなりません。 

 

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

全加盟国 40,985 35,925 37,533 40,711 41,954 44,414 42,430 51,938 44,726 56267

日本 1,275 1,335 1,422 1,582 1,898 1,855 1,729 2,407 1,951 3496

欧州連合 3,692 3,517 4,356 5,553 6,256 6,814 6,996 8,131 7,278 8874

米国 3,864 3,225 3,897 4,652 5,073 5,893 5,414 8,486 6,737 4810

ドイツ 6,120 5,391 4,548 4,943 4,553 4,357 3,883 4,603 4,199 2505

中国 1574 1346 1820 2053 1799 2455 1738 2231 2866 3496
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※本国官庁に受理された件数とは異なる
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２．国際登録出願の出願人 

 

（１）国際登録出願をすることができる者は、日本国民又は日本国内に住所又は居所（法人に

あっては営業所）を有する外国人です。 

 

（２）２人以上の出願人がいる場合には、出願人全員が前記（１）の要件を満たしていることが

必要です。 

 

３．国際登録出願の効果 

 

（１） 本国官庁を経由して国際事務局へ提出された国際登録出願は、国際登録日（事後指定

の場合は、国際登録簿に記録された事後指定の日）から関係締約国において、標章登録

を当該関係締約国の官庁に直接求めていたならば与えられたであろう保護と同一の保護

を与えられたものとなります。                                     ［議４条（１）］ 

 

（２） 議定書は、国際登録について、出願人が工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく

優先権を主張する場合、パリ条約第４条Ｄに定める手続に従わなくても優先権を享有する

ことができる旨定めており、国際登録出願において優先権主張をした場合であっても、優

先権証明書を提出する必要はありません。                              ［議４条（２）］ 

 

４．国際登録出願の言語 

 

（１） 出願の言語 

① 国際登録出願で使用する言語として認められる言語は、本国官庁により定められます。         

［規則６（１）（ｂ）］ 

② 日本国特許庁が定めた言語・・・「英語」                    ［法施規様式備考４］ 

 

（２）国際登録出願以外の通信の言語 

 

国際事務局と出願人又は名義人間の言語・・・「英語」 

ただし、当該出願人又は名義人が国際事務局へ通信の言語を、英語又は仏語若しく

はスペイン語にする旨を願書に表明したときは表明した言語となります。 

［規則６（２）（ｂ）（ｉｖ）］ 

 

５．国際登録日 

 

（１） 本国官庁が国際登録出願を受理した日が国際登録日 

 

①国際登録出願は本国官庁から国際事務局へ提出します。                ［議２条］ 

 

②国際登録出願の受理日は、本国官庁が実際に国際登録出願を受領した日となります。

すなわち、日本国特許庁に国際登録出願の書面が到達した日をもって本国官庁の受
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理日となります。                                                  ［議３条（１）］ 

（注）商標法第７７条第２項では、願書等の提出の効力発生時期を規定する特許法

第１９条の適用について、国際登録出願については準用していない。また、マ

ドリッド協定議定書に基づく特例を規定する商標法第６８条の２～第６８条の３９

には、国際登録出願の願書の効力発生時期についての特例が規定されてい

ない。 

 

③国際事務局が国際登録出願を、本国官庁が受理した日から２ヶ月以内に受理したとき

は、本国官庁が受理した日が国際登録日となります。                 ［議３条（４）］ 

 

（２）国際事務局が国際登録出願を本国官庁から受理した日が国際登録日 

国際事務局が国際登録出願を、本国官庁が受理した日から２ヶ月以内に受理しなかっ

たときは、国際事務局が受理した日が国際登録日となります。             ［議３条（４）］ 

 

６．国際登録簿 

 

国際事務局は、国際登録出願が議定書及び同規則に定める要件に合致すると認めた場

合には、標章を国際登録簿に登録し、国際登録について指定国の官庁に対して通報すると

ともに、本国官庁へ通知し、かつ名義人に国際登録証明書を送付します。    ［規則１４（１）］ 

 

７．国際登録の存続期間 

 

国際事務局による標章の登録は、国際登録日から１０年間にわたって効力を有し、議定書

第７条に規定する条件に従い更新することができます。            ［議６条（１）、７条（１）］ 

なお、更新の手続も国際登録出願と同様に、１回の更新申請で各指定締約国に反映

させることができます。 

 

８．指定国官庁による審査                                         ［議５条（２）（ａ）、（ｂ）］ 

 

指定国官庁は、国際事務局による「領域指定」の通報日（Date of notification）から１年（又

は各国の宣言により１８ヶ月）以内に、その対象である標章に保護を与えることができないこ

とを「暫定的拒絶通報（日本における拒絶理由通知に相当）」により行うことができます。 

また、指定国官庁が拒絶の理由を発見しない場合は、「保護認容声明」が送付されます。 

（注）一部保護認容制度：指定国によっては、暫定的拒絶通報において、一部の指定商

品（役務）に拒絶理由がある旨見解を示した後、出願人が拒絶理由に応答しなくても、

出願を拒絶することなく拒絶理由のない指定商品（役務）について保護が認められる

場合があります（米国、中国、シンガポール等）。 
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第４節 事後指定について 

 

１．事後指定の概要 

 

事後指定とは、国際登録出願が国際登録された後に、指定国や指定商品（役務）を追加

（ただし、指定商品（役務）は国際登録簿上の商品（役務）の範囲内）する制度です。 

 

（１）指定国の追加 

国際登録出願のときに指定しなかった国を追加することができます。また、国際登録出

願後の新規加盟国（事後指定提出時には発効済）も追加することができます。 

（注）エストニア、ナミビア、トルコ、フィリピン、インドは議定書第１４条（５）の宣言を行っ

ていますので、当該国において議定書の効力が発生する日（エストニア：1998年11月18日、

ナミビア：2004年6月30日、トルコ：1999年1月1日、フィリピン：2012年７月25日、インド：2013

年7月8日）前の国際登録を基に事後指定することはできません。 

 

（２）指定商品（役務）の追加 

事後指定では、国際登録出願時に一部又は全部の指定国について限定により指定しな

かった商品（役務）を、国際登録簿に登録されている商品（役務）の範囲内で追加すること

ができます。 

 

２．事後指定の日 

 

（１）本国官庁が事後指定書を受理した日が事後指定の日             ［規則２４（６）］ 

国際事務局が事後指定書を、名義人の締約国官庁が受理した日から２ヶ月以内に受理

したときは、原則、官庁が受理した日が事後指定の日となります。         

 

（２）国際事務局が事後指定書を受理した日が事後指定の日           ［規則２４（６）］ 

 

①事後指定書を名義人が直接国際事務局へ提出したときは、原則、国際事務局が事後

指定書を受理した日となります。 

②事後指定書を、官庁が受理した日から２ヶ月を経過して国際事務局が受理したときは、

原則、国際事務局が受理した日となります。           

 

３．事後指定の効果 

 

国際事務局は、国際登録後に提出された事後指定が適用される要件を満たしている場合

には、国際登録簿に記録し、事後指定において指定された指定国及び名義人にその旨を

通報します。当該事後指定が官庁によって提出された場合には、官庁に通知します。  

                                                                ［規則２４（8）］ 

各指定国では、事後指定の日にその国に直接出願した場合と同等の効果が発生し、国際

事務局が指定国に事後指定を通報した日（Date of notification）から１年（又は１８月）以内に

拒絶の通報を行わない場合は、当該指定国の国内登録と同一の保護を受けます。 
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４．事後指定の存続期間 

 

事後指定により追加した指定国又は指定商品（役務）の存続期間は、その国際登録にお

ける国際登録日から１０年となり、事後指定日からは起算されません。 

 

【国の追加の例】 

 

国際登録時の国（イギリス・フランス） 

2017.10.01                            2027.10.01 

 （存続期間の満了） 

     事後指定（ドイツ・ギリシャを追加）              ∥ 

          2018.03.14                    2027.10.01 

         （効力の発生日）                  （存続期間の満了） 

 

 

 

 

【指定商品（役務）の追加の例】 

 

国際登録時の指定商品（イギリス１・２・３類及びフランス１類） 

2017.10.01                            2027.10.01 

 （存続期間の満了） 

     事後指定（フランスに対し２・３類を追加）         ∥ 

          2018.03.14                    2027.10.01 

          （効力の発生日）                  （存続期間の満了） 

 

－ 13 －



第１章 マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の概要 

14 

第５節 国際登録の基礎出願・登録への従属性（セントラルアタック）について 

 

１．国際登録の基礎出願・登録への従属性（セントラルアタック）の概要            

［議６条（３）、（４）、規則２２（１）］ 

国際登録は、国際登録日から５年間は、国際登録の基礎となった出願・登録に従属しま

す。 

基礎出願・登録の効果が終了、すなわち、①国際登録の基礎となった出願又は登録が、

国際登録日から５年の期間が満了する前に拒絶、放棄、無効等となった場合、又は、②当該

５年の期間満了前に拒絶査定不服、登録無効（取消し）等の審判が請求され、５年の経過後

に拒絶、放棄、無効等が確定となった場合には、基礎出願・登録の効果が終了した範囲内で

国際登録された指定商品（役務）の全部又は一部について国際登録が取り消されます。その

結果として指定国における国際登録の効果も当該取消しに係る範囲内で失効します。これを、

国際登録の基礎出願・登録への従属性（セントラルアタック）と呼んでいます。 

基礎出願の指定商品（役務）を減縮し設定登録となった場合にも、設定登録後の商品（役

務）に含まれない国際登録簿の指定商品（役務）は取り消されます。 

本国官庁は、国際登録の基礎出願・登録への従属性（セントラルアタック）の事実を確認し

たときには、国際登録の指定商品（役務）の全部又は一部の取消しを国際事務局に請求する

義務を負っています。 

なお、国際登録の基礎出願又は登録への従属性（セントラルアタック）によって国際登録

の指定商品（役務）の全部又は一部が取り消された場合において、国際登録簿に取消しの

記録がされた日から３月以内に、取り消された指定商品（役務）の範囲内で、指定国にその

国の条件を満たす商標登録出願（直接出願）を行えば、当該出願は国際登録日（又は事後

指定の日）に行われたものとみなされます。                      ［議９条の５］ 

 

 

２．国際登録の基礎出願・登録への従属性（セントラルアタック）の詳細及び手続 

 

（１）本国官庁 

本国官庁は、国際登録出願の基礎出願又は基礎登録について、国際登録日から５年

の期間が満了する前に、以下の①から⑤の事由が発生した場合には、国際事務局へ基

礎出願又は基礎登録の効果の終了に伴う国際登録の取消しを請求する通報を行います。

（日本国特許庁は、事前に通報内容を出願人に通知し国際登録の取り消される範囲等に

ついて確認を求めています。） 

また、５年の期間が満了する前に④又は⑤の審判が請求され、５年経過時に確定して

いない時は、当該請求がある旨を国際事務局へ通報します。 

 

①指定商品（役務）が補正により減縮 

 

②拒絶、却下、取下げ、放棄が確定 

 

③存続期間満了 
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④拒絶査定不服審判が請求され、拒絶が確定（５年経過後を含む） 

 

⑤異議申立・登録無効（取消）審判が請求され、商標権が取消（５年経過後を含む） 

 

 【国際登録の基礎出願・登録への従属性（セントラルアタック）例】 

 

●国際登録日 

2017.03.14                                  2022.3.14（５年経過日） 

 

国際登録の全部又は一部取消し事由（例） 

 

① 基礎出願 

2016.10.01          2017.04.01    2017.08.01 

                              （補正書で減縮） （登録査定） 

② 基礎出願 

2016.10.01                2017.10.01  

                                      （拒絶査定） 

③ 基礎登録 

2007.10.01                2017.10.01 

                                      （権利消滅） 

④ 基礎出願 

2016.10.01          2018.04.01・2018.05.01         2022.05.01 

                                （拒絶査定）（審判請求）         （拒絶審決） 

⑤ 基礎出願 

2016.10.01          2017.04.01・2018.05.01          2022.05.01 

                                （登録査定）（無効審判）         （無効審決） 

 

（２）国際事務局 

国際事務局は、本国官庁からの基礎出願又は基礎登録の効果の終了に伴う国際登録

の取消しを請求する通報に基づき、国際登録の全部又は一部を取り消し、指定国及び名

義人へ以下の内容を通報します（取り消された国際登録の分割、併合案件についても、取

り消された国際登録に含まれる商品役務は取り消されます。 

 

① 国際登録簿から国際登録の指定商品（役務）の全部又は一部を取り消した日、及び 

 

② (i)国際登録の指定商品（役務）の全部が取り消された場合には、その事実、又は、 

(ii)国際登録の指定商品（役務）の一部が取り消された場合には、取り消された指定

商品（役務）若しくは取り消されなかった指定商品（役務） 

 

（３）指定国官庁 

国際事務局から送付される、基礎出願又は基礎登録の効果の終了に伴う国際登録の

取消しにかかる通報に基づき、指定商品（役務）の全部又は一部を取り消します。 
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（４）国内商標出願への転換（トランスフォーメーション）                          ［議９条の５］ 

国際登録の基礎出願・登録への従属性（セントラルアタック）のために、国際登録の指

定商品（役務）の全部又は一部が取り消された場合、名義人は、取り消された指定商品（役

務）に関して指定国へ商標出願（直接出願）を行うことができます。その際に、下記の要件

を全て満たす場合には国際登録日（事後指定の日）にされた商標出願とみなされます。 

また、国際登録について優先権を主張していた場合には、商標出願にも優先権が認め

られます。 

 

①商標出願が、国際登録の取り消された日から３ヶ月以内に行われること 

②商標出願の指定商品（役務）が、取り消された指定商品（役務）に実質的に含まれ

ること 

③商標出願が、指定国の法の要件を遵守（商標出願の手数料の支払いを含む）して

いること 

 

３．国際登録の独立性                                                     ［議６条（２）］ 

 

国際登録は、当該国際登録日から５年の期間が満了したときは、上記２（１）④及び⑤に該

当する場合を除くほか、基礎出願による登録又は基礎登録から独立した標章登録が構成さ

れます。 

 

【国際登録の独立性（例）】 

2022.3.14（５年目） 

 

基礎登録 

2012.10.01                      2022.10.01 

（権利消滅） 

国際登録日                      ↓ 

               2017.03.14                                   2027.03.14 

独立した国際登録        （権利消滅） 
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初めてマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願をされる方へ 

（手続概要と注意点） 

 

 

 

＊国際登録願書（MM2）を特許庁ホームページからダウンロード

（http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro0218.htm）し、パソコンで必

要事項を英語で入力して願書を作成します。（手書きは認められません。） 

＊WIPO 国際事務局の口座に国際出願にかかる手数料（ｽｲｽﾌﾗﾝ）を外国送金（前払い）し、

願書の FEE CALCULATION SHEET の(C)欄に振込人名と振込日を記載します。 

 （取扱銀行及び中継銀行の手数料は出願人負担です。手数料と外国送金方法はこちら

（http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_syutugan_fee.htm）。） 

＊「特許庁へ支払う手数料の納付書」に出願人名や基礎出願（登録）番号等の必要事項を

記載し、9,000 円分の特許印紙を貼付して、特許庁1F の国際意匠・商標出願室 本国官

庁の受付窓口に提出します。または、特許庁国際意匠・商標出願室 本国官庁宛てに郵

送することも可能です。ただし、国際登録願書の受理日は、郵便局への差出日ではなく、

特許庁に書類が到達した日となります。 

 

＊特許庁（本国官庁）で、願書を認証するための方式審査を行います。基礎出願（登録）と

のマークの同一性や指定商品（役務）が基礎出願（登録）のそれと同一又はその範囲内

か否かを確認し、不備があれば電話又は FAX で連絡します。不備の連絡から遅くとも 2

週間以内に特許庁に差替え頁が届くようにご協力をお願いします。 

＊方式審査の結果不備等がない場合は、特許庁は当該願書を WIPO 国際事務局に送付

し、同時にその写しを「商標法第68 条の 3（3）に基づく通知」に添付して出願人（代理人

がいる場合、代理人宛て）に送付します。 

  

出 願 

(特許庁) 

願書作成 
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＊特許庁から送付された願書は、WIPO 国際事務局において第10 欄に記載の指定商品

（役務）の表示がニース国際分類上正しく記載されているか、商品（役務）の表示がその

内容を表すものとして曖昧なものとなっていないか審査されます。 

 これらに不備があると判断された場合は、WIPO 国際事務局から「欠陥通報（NOTICE 

CONCERNING AN INTERNATIONAL APPLICATION）」と呼ばれる補正指令通知に相

当する文書が発せられますので、欠陥通報の発送日から 3 月以内に出願人はこの不備

を解消しなければなりません。 

 欠陥の内容によって主に以下の 2 種類の欠陥通報が発せられます。 

  ①分類に不備がある場合 「分類欠陥通報（Rule 12）」 

  ②表示に欠陥がある場合 「表示欠陥通報（Rule 13）」  

 上記のいずれも特許庁を通じて不備を解消しなければならないため、特許庁からも欠陥

通報の写しとその応答について通知をお送りしますので、通知の発送日から 2 週間以内

に特許庁に対して応答してください。 

 なお、手数料不足等の場合は「料金欠陥通報」が発せられますので、こちらはご自身で

直接WIPO 国際事務局宛てに不足金額を納付してください。 

＊WIPO 国際事務局における分類審査については、WIPO ホームページより「Examination 

Guidelines Concerning the Classification of Goods and Services in International Applications」

を御参照ください。

（http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_classificati

on_guidelines_ib.pdf） 

 

＊WIPO 国際事務局での審査が完了すると、国際登録に関する全情報の記録簿である

「国際登録簿」に記録され、「国際登録証（CERTIFICATE OF REGISTRATION）」が郵送

されます。 ただし、この時点ではまだ指定国での審査は開始されていませんので、指

定国における権利保護を意味するものではないことにご注意ください。 

 同時に、WIPO 国際事務局から願書の指定国欄（第11 欄）でチェックした各指定国に「指

定通報」が送付されます。 

 

＊WIPO 国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異

議申立てのための公告が行われます。拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、

WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年（指定国によっては18月）以内に「暫

定的拒絶通報（PROVISIONAL REFUSAL）」を WIPO 国際事務局経由で出願人（代理人

がいる場合、代理人宛て）に送付します。 

なお、暫定的拒絶通報の言語は、英語であるとは限りません。指定国によっては、フラン

ス語やスペイン語で通知される場合があります。 

＊「暫定的拒絶通報」への対応については、通報に記載された事項に従ってご対応くださ

い。 

（欠陥通報の場合とは異なり、日本国特許庁を通じての応答ではありません。現地代理

人等を通じて拒絶理由を解消しなければならない場合もあります。） 

＊保護が認められれば、国際登録日から 10 年間が権利期間として保護されます。 

＊出願される前に、ある程度の各国制度情報を入手することをお勧めします。指定国によ

っては保護が認められた後も権利維持のために「使用証明」の提出等を求められますの

国際事務局

での審査 

国際登録簿

への記録 

指定国での

審査 
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で、当該国の制度に従って手続してください。 

＊各指定国における手続概要は Member Profiles Databases

（http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/）から入手可能です。 

 

＊国際登録日から10年の権利期間が満了する前に、更新手数料を支払うことで更に10年

の権利期間を延長することができます。国際登録を更新したい場合は、満了日までに更

新に必要な手数料の満額が WIPO 国際事務局の口座に入金されるように更新の手続を

行います。（更新手続の様式は MM11 です。） 

＊WIPO ホームページ「E-renewal（https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren）」より WIPO 

Current Account 若しくはクレジットカードで更新手数料の納付を行うこともできます。 

 

  

＊国際登録の状況は下記WIPO ホームページより確認することができます。 

    ・Madrid Monitor（http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp） 

＊国際登録後、他の締約国の指定を追加する事後指定手続を行う場合、様式MM4を本国

官庁若しくは WIPO 国際事務局へ提出します。WIPO ホームページ「E-Subsequent 

Designation（https://www3.wipo.int/osd/）」より電子手続を行うこともできます。 

＊願書に e-mail アドレスを記載した場合、殆どの WIPO 国際事務局からの通知は e-mail

で届きます。受信を見落とさないようにご注意ください。 

・Electronic Notification Service

（http://www.wipo.int/madrid/en/services/electronic_notification.html） 

＊国際登録後、WIPO 国際事務局とは関係のない機関や企業から、公報の発行や当該機

関での登録のための請求書が届くことがありますが、WIPO 国際登録への法的効力とは

関係が無い旨、WIPO が注意喚起を行っています。 

    ・WIPO の注意喚起記事（http://www.wipo.int/madrid/en/fees/warning.html） 

    ・これまで WIPO が把握している請求書例

（http://www.wipo.int/madrid/en/fees/invoices_2016.html） 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

更新 
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本国官庁への手続 
  （本国官庁としての日本国特許庁に対する手続、 法第６８条の２～第６８条の８） 

 

第２章  国際登録出願の手続の一般原則 

 

第１節 国際登録出願の出願人の適格要件 

 

１．出願人適格 

 

本国官庁としての日本国特許庁に、国際登録出願をする資格を有する者。［法第６８条の２］ 

 

（１）日本国民又は日本国内に住所若しくは居所（法人にあっては、営業所）を有する外国人

であって、日本国特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願、

若しくは自己の商標登録又は防護標章登録を有する者。 

 

（２）２名以上による共同出願は全員が上記の要件を満たしていること。      ［規則８（２）］ 

 

【出願可能例：◎】 

 

①基礎出願「甲」が出願人２名（Ａ：日本国民、Ｂ：日本国民）による共同出願の場合 

国際登録出願・・・甲：Ａ、Ｂ 

 

②基礎出願が複数「甲、乙」で、出願人（Ａ：日本国民）の場合 

国際登録出願・・・甲＋乙：Ａ 

 

【出願不可例：×】 

 

①基礎出願「甲」が２名（Ａ：日本国民、Ｂ：外国人※）による共同出願の場合 

※Ｂ：日本国内に住所・居所（法人にあっては、営業所）を有しない外国人 

国際登録出願・・・甲：Ａ、Ｂ 

 

②基礎出願「甲」が２名（Ａ：日本国民、Ｂ：外国人※）による共同出願の場合 

※Ｂ：日本国内に住所・居所（法人にあっては、営業所）を有しない外国人 

国際登録出願・・・甲：Ａによる単独出願（Ｂを除外） 

 

③基礎出願が複数「甲、乙」で、甲：Ａ、乙：Ａ＋Ｂの場合 

国際登録出願・・・甲＋乙：Ａによる単独出願（Ｂを除外） 
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第２節 国際登録出願に必要な書類 

 

１．国際登録出願の願書 

 

国際登録出願をする者は、英語で作成した「願書 【ＭＭ２】」を１部提出しなければなりませ

ん。 

 

２．日本国特許庁（本国官庁）への手数料（特許印紙）を貼付した書面 

 （「現金納付」又は「電子現金納付」の場合は、納付番号を記載してください） 

 

３．指定国に米国又は欧州連合が含まれる場合に必要な書面 

 

（１） 米国が指定締約国に含まれる場合、「標章を使用する意思の宣言書 【ＭＭ１８】」 

 

（２） 欧州連合の加盟国内において、既に登録となっている同一の標章を、商品（役務）と同

一若しくはそれらを含む商品（役務）について、欧州連合を指定して国際出願する時に、

先の国内登録について優先順位を主張する場合、「優先順位の主張 【ＭＭ１７】」 

 

 

 

第３節 国際登録出願書類等の作成上の一般原則 

 

１．書面による手続 

 

（１）国際登録出願の手続は、書面により行い、書面は１件ごとに作成してください。 

 

（２）書面には、提出者の押印又は署名をしてください。 

 

（３）国際登録出願の願書等の各様式に記載されている各欄は、使用しない又は該当しない

事項であっても削除しないでください。 

 

（４）欄を使用しない又は該当しない場合は、空欄にしてください。 

 

２．書面作成の言語 

 

書面の作成に当たっては、英語を使用しなければなりません。     ［法施規様式備考４］ 

 

３．様式上の要件 

 

（１）用紙は、日本工業規格Ａ列４番（横２１㎝、縦２９．７㎝）の大きさとし、インキがにじまず、

文字が透き通らないものを縦長にして、折らずに片面のみを用い、用紙には不要な文字、

記号、枠線、罫線等を記載してはなりません。 
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（２）文字、枠線及び罫線等は、タイプ印書等の機器により作成し、手書きによるものは認めら

れません。 

なお、チェックボックス（「□」）内にチェックを入れる（×、レ、Ｖ 等。以下同じ。）場合

は、手書きでも可能ですが、黒色で、明瞭に、かつ容易に消すことができないように表示

してください。 

 

（３）各用紙の提出方法 

   各用紙は、容易に分離しやすく、綴じ直すことができるように、例えばクリップ等を用い

て提出してください（ステープラーでは綴じない）。 

 

４．国際登録出願を特定する番号の表示 

 

（１）国際登録出願の後にその出願に関して提出する手続書類には、「特許庁整理番号」又

は「国際登録番号」を表示してください。 

 

（２）国際登録番号は、国際登録出願が国際事務局において国際登録された後に、国際事

務局から送付される国際登録証明書に記載されます。 

 

（３）特許庁整理番号は、出願直後に通知しておりません。通常は方式審査等が完了し、国

際事務局に国際登録出願（特許庁整理番号を記載済み）を送付する際に、その写しを出

願人又は代理人に送付してお知らせします。 

ただし、提出された願書等に方式不備等がある場合には、上記写しの送付の前に手続

補正指令書等に記載してお知らせします。 

 

（４）特許庁整理番号又は国際登録番号を知り得る前は、提出する書類の国際登録出願の表

示の欄には、その国際登録出願の提出日を「０１／１０／２０１７提出の国際登録出願（基

礎出願又は登録の番号）」のように記載してください。 

また、国際登録出願の願書に出願人が「出願人の整理番号」を付した場合は、その番

号についても記載してください。 
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第３章  国際登録出願時の手続 

 

第１節 国際登録出願の願書 【ＭＭ２】の作成 

 

１．様式 

 

国際登録出願の願書は、特許庁ホームページ又はWIPOホームページに掲載する様式 

【ＭＭ２】により作成しなければなりません。 

［法施規第２条第14項］ 

２．作成要領 

 

コンピュータ印字を用いて願書を作成するときは、次の要領に従って作成してください。 

 

（１） 願書の各欄の割り付け及び内容は、特許庁ホームページ又はWIPOホームページに掲

載する様式の形式と一致し、各欄を拡張する場合は、欄の途中で次ページにならないよ

うに作成してください。 

 

（２） 欄の番号及び項目は、そこに記入する情報がないときも、表示してください。 

 

（３） 用紙には、抹消・訂正・重ね書き及び行間挿入を行わないでください。 

 

（４） 各項目を入力した際、下線は消えますが、そのまま提出してください。 

 

３．願書の入手方法 

 

特許庁のホームページ又はWIPOのホームページから様式をダウンロードして願書を作成

してください。 

 

特許庁ホームページ： http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro0218.htm 

WIPOホームページﾞ： http://www.wipo.int/madrid/en/forms/ 

 

４．願書【ＭＭ２】の各欄の記載要領 

 

（１）「For use by the applicant : 出願人による使用欄」 

｢This international application includes the following number of : この国際出願は、以

下の枚数の連続用紙を含んでいる｣欄 

（イ）｢continuation sheets : 連続用紙」欄には、追加した「CONTINUATION SHEET」

の枚数を記載してください。 

（ロ）「MM17 forms : ＭＭ１７様式」欄には、欧州連合を指定締約国とし、優先順位の

主張をする場合に提出するＭＭ１７の枚数を記載してください。 
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（ハ）｢Applicant's reference : 出願人の整理番号」 

この欄には、出願人又は代理人の書類の整理番号として、ローマ字、アラビア

数字若しくは「－」による「書類記号」を記載することができます。 

 

（２）｢For use by the Office :官庁による使用欄」 

 

｢Office’s reference : 官庁の整理番号」 

この欄は、本国官庁（日本国特許庁）が「特許庁整理番号」を記載するため、出願人

又は代理人は使用できません。 

 

（３）    ：｢CONTRACTING PARTY WHOSE OFFICE IS THE OFFICE OF ORIGIN: 

当該官庁が本国官庁となる締約国｣                      ［規則１(xxvi)］ 

 

この欄には、我が国の英語表記｢Japan｣と記載してください。 

 

（４）      ：｢APPLICANT : 出願人｣                                [規則９(４)(a)(i)､(ii)] 

 

この欄に記載する出願人の氏名（名称）及び住所（居所）は、国際登録出願の基礎とな

る商標登録出願、防護標章登録出願、商標登録又は防護標章登録の出願人若しくは商

標権者と同一人でなければなりません。 

 

(a)｢Name : 氏名（名称）」 

 

①出願人が自然人の場合は、氏名を「姓→名」の順にローマ字で記載してください。 

【例】 自然人 ： 国際 花子 

正 ： KOKUSAI Hanako （国際 花子／姓・名順） 

誤 ： Hanako KOKUSAI （花子 国際／名・姓順） 

※ 姓は大文字で記載するのが望ましい。 

 

②出願人が法人の場合は、名称をローマ字に置き換えて、音訳又は英語へ翻訳し

て記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【例】 法人名：特許太郎株式会社 

音訳 ： TOKKYO TARO KABUSHIKI KAISHA 

翻訳 ： PATENT TARO Corporation 

 

※ 海外で使用する法人名を併記することも可能です。 

 （例） TOKKYO TARO KABUSHIKIKAISHA 

            (PATENT TARO Corporation) 

1 

2 
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(b)｢Address : 住所 (居所)｣ 

 

①住所（居所）は、「4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915 

JAPAN」のように詳しく記載し、日本に営業所を有する外国法人の場合は、本社

の住所を記載してください。 

  「 番地 → 町名 → 市名 → 県名 → 郵便番号 → 国名 」の順で記載してく

ださい。 

 

②住所（居所）は、迅速な郵便配達の慣習上の要件を満たす方法によるものとし、

少なくとも、関連する全ての行政区画単位から成り、該当する場合は部屋番号も

記載してください。 

 

(c)｢Address for correspondence : 通信のための宛先｣ 

 

①この欄は、国際事務局との通信で、上述（ｂ）欄「出願人の住所（居所）」以外への

通信を希望する場合に記載してください。 

 （例えば、（b）欄に記載の本社住所とは別の住所にある「知財部」や「研究開発部」

等の部署に通信を希望する場合にこの欄を御利用いただくことができます。） 

 

②複数の出願人が異なる宛先を有する場合でも、通信のための宛先は１つに限ら

れます。（国際出願で筆頭に氏名若しくは名称を記載した出願人に送付されま

す） 

 

③「通信のための宛先」が表示されていない場合は、日本国特許庁及び国際事務

局は、国際登録出願の願書に最初に記載された出願人（代理人がいる場合は

代理人）の住所（居所）に書類を送付します。 

 

④「通信のための宛先」の宛名は、第２欄(a)に記入した出願人名（個人名又は法人

名等）で記録されます。出願人名と「通信のための宛先」の宛名が異なる場合に

は、「通信のための宛先」の宛名も記入してください。 

 

(d)｢Telephone ／ Fax ／ E-mail address : 電話／ファクシミリ／電子メールアドレス｣ 

 

この欄には、出願人の電話番号及びファクシミリ番号がある場合には、これらを

「国コード→地域コード→加入者番号」順に記載してください。 

また、国際事務局からの通知を電子的に受領したい場合は、出願人の電子メー

ルアドレス（ある場合）を記載してください。 

電子メールアドレスを記載した場合には、国際事務局からの通知が電子的に送

付されることとなり、紙による通知は送付されなくなります（本件国際登録に係る通

知のみならず、同じ電子メールアドレスの記載された国際出願又は国際登録に係

る通知は全て電子的に送付され、紙による送付はなくなります。）。ただし、下記通

知については、電子的送付を選択した場合であっても、郵送されます。 
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• 国際登録証明書 

• 更新証明書 

• 国際登録の存続期間が満了する旨の非公式の通報（議７条(３)、規則２９） 

• 更新がされなかった旨の通報（規則３１（４）） 

通信の電子的な受領に関する詳細は、INFORMATION NOTICE No. 28/2015を

御参照ください。 

なお、「通信のための宛先」を記載した場合で、国際事務局からの電話、ファクシ

ミリ、電子メールも「通信のための宛先」で受けようとする場合は、その電話番号、

ファクシミリ番号、電子メールアドレスを記載してください。 

※ 国コード→地域コード→加入者番号の順に記載し、地域コードの頭の「０」は

省略します（東京の場合「０３」→「３」）。 

 

【例】 ８１－ ３ －△△△△－△△△△ 

日本国－東京－出願人の加入者番号 

 

(e)｢Preferred language for correspondence : 通信用選択言語」 

 

国際事務局から出願人（名義人）へ発信される通知の言語を選択します。チェック

がない場合は、国際出願の言語、すなわち英語が適用されます。 

出願人（名義人）が、仏語又はスペイン語による通知を希望する場合は、「French」

又は「Spanish」の□内にチェックを入れてください。 

（注意:国際事務局から転送される各指定締約国からの暫定的拒絶通報等の通信は、

国際事務局が各指定締約国から受信した言語のまま送付されます。） 

［規則６(２)(iv)］ 

 

(f)「Other indications（as may be required by certain designated Contracting Parties） ： そ

の他の表示（特定の指定締約国等により要求される場合）」 

 

① この欄は、特定の指定締約国により要求される場合に記載が必要です。例えば、

米国を指定する場合には記載が必要です。 

表示が記載されていない場合、特定の締約国において保護が拒絶される可能性

があります。したがって、この欄の記載は必須ではありませんが、記載しておくこ

とが推奨されます。 

 

② 出願人が自然人であるときには、国籍を有する国名を記載します。出願人が法人

であるときには、法人資格を得た国名とともに、法人の種類（法的性質）を例えば

「Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ」のように記載します。なお、指定締約国としての米国においてど

のような表示が法的性質として認められるかについては、WIPOが発行する 

「 MADRID HIGHLIGHTS / MARCH 2015 / SPECIAL EDITION

（http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/highlights/2015/pdf/madrid_hi

ghlights_special_edition_uspto.pdf）」や、「USPTO Trademark Manual of Examining 

Procedure（http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=431106）」等において
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御確認ください。 

 

(g)国際登録の出願人が２名以上いる場合は、１名について第２欄「Ａｐｐｌｉｃａｎｔ」、第

３欄「ENTITLEMENT TO FILE」及び第１２欄「SIGNATURE BY THE APPLICANT 

AND/OR HIS REPRESENTATIVE( If required or allowed by the office of origin)」に

記載し、その他の出願人については、出願人１名ごとに第２欄、第３欄及び第１２

欄の全ての項目（ただし、第１２欄において、代理人が署名／押印した場合は、第

２欄、第３欄のみで結構です。）及び必要事項を「CONTINUATION SHEET」に記

載し て く だ さ い 。 「CONTINUATION SHEET 」 を 使用す る場合に は 、 「 see 

CONTINUATION SHEET」のような記載をして、連続用紙があることを示してくださ

い。 

 

              

 

 

（５）      ：「ENTITLEMENT TO FILE : 出願の資格｣                    ［規則９(４)(b)] 

 

（a）対応する□又は欄に表示してください。 

 

(i)欄は、第２欄（ａ）に記入した出願人が日本国民（法人、自然人）である場合には、

□内にチェックを入れてください。 

(ii)欄は、第１欄にいう締約国が「機関」である場合に用いるものであり、我が国は該

当しません。 

(iii)欄は、出願人が外国人（自然人）であって、第２欄（b）に記載した出願人住所が

日本国内ではないが、現実に日本国内に居住している場合には、□内にチェ

ックを入れてください。 

(iv)欄は、出願人が外国法人であって、第２欄（ｂ）に記載した出願人の本社の住所

が日本国内ではないが、日本国内に現実にかつ真正の工業上又は商業上の

営業所を有している場合には、□内にチェックを入れてください。 

 

(b)第２欄(b)における出願人の住所が、第１欄にいう締約国と相違する場合には、以下の

欄に記載してください。 

 

(i)欄は、第３欄の(a)(iii) に対応する□内にチェックを入れた場合には、日本国内

における出願人の住所（居所）を記載してください。 

MM2 
CONTINUATION SHEET 

12 

MM2 

12 

２ 

３ 
２ 

３ 

出願人Ａ 

（１名のみ記載） 

  出願人Ｂ 

（２人目以降は 

連続用紙に記載） 

3 
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(ii)欄は、第３欄の(a)(iv)に対応する□内にチェックを入れた場合には、日本国内に

おける出願人の営業所の住所を記載してください。 

 

（６）      ：「APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE : 代理人（選任する場合）｣ 

[規則３、規則９(４)(a)(iii)] 

 

①出願人が、国際事務局に対する代理人の選任を希望する場合には、選任する代理

人の氏名（名称）及び住所（居所）をこの欄に記載してください。 

 

②代理権を証明する書面（委任状等）を提出する必要はありません。 

 

③代理人は１名のみ選任することができます。複数の代理人を記載した場合でも、筆頭

の１名のみが代理人とみなされ、国際登録簿にその旨記録されます。［規則３(１)(b)］ 

 

④代理人の氏名を、「姓→名」の順にローマ字で記載してください。 

また、代理人が法人の場合は、その名称をローマ字に置き換えて、音訳又は英語へ

翻訳して記載してください。 

 

⑤代理人について記載するときは、その氏名の前に「弁護士」、「弁理士」及び「法定代

理人」等の記載はできません。 

 

⑥国際事務局からの通知は、代理人が選任された場合には、原則、当該代理人に送付

されます。                                    [規則３（５）（ｂ）] 

 

⑦代理人を選任するときは、その代理人の電話番号及びファクシミリ番号を記載してく

ださい。 

また、選任された代理人が、国際事務局からの通知等を電子的に受領することを希

望する場合には、電子メールアドレスを記載してください。国際事務局からの通信の

電子的な受領の詳細については、本章第１節４．（４）（ｄ）を御参照ください。 

 

（７）      ：「BASIC APPLICATION OR BASIC REGISTRATION :基礎出願又は基礎登録｣ 

[議２条(１)] 

 

①BASIC APPLICATION（基礎出願）に基づき国際登録出願を行う場合 

イ）国際登録出願の基礎となる商標登録出願又は防護標章登録出願のApplication 

number（出願番号）及びApplication date（出願日）を記載してください。 

ロ）Application numberは、「2017-000001」のように出願番号を記載してください。 

ハ）また、その基礎とした商標登録出願又は防護標章登録出願が２以上ある場合

は、それらの最先のものを記載し、残りは「CONTINUATION SHEET」に第５欄

の全ての項目及び必要事項を記載してください。「CONTINUATION SHEET」

を使用する場合には、「see CONTINUATION SHEET」のような記載をして、連

続用紙があることを示してください。 

4 
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②BASIC REGISTRATION（基礎登録）に基づき国際登録出願を行う場合 

イ）国際登録出願の基礎となる商標登録又は防護標章登録のRegistration  

number（登録番号）及びRegistration date（設定登録日）のみを記載します。 

当該商標登録の出願番号及び出願日は記載しないでください。 

ロ）Registration numberは、「4000001」（通常）、「4000001/01」（防護）及び

「4000001-01」（分割）のように記載してください。 

ハ）基礎とした商標登録又は防護標章登録が２以上ある場合は、最先のものを記

載し、残りは「CONTINUATION SHEET」に第５欄の全ての項目及び必要事項

を記載してください。「CONTINUATION SHEET」を使用する場合には、「see 

CONTINUATION SHEET」のような記載をして、連続用紙があることを示してく

ださい。 

 

③年月日(dd/mm/yyyy)の記載 

年月日は、西暦及びグレゴリー暦により、出願日又は登録日を「日／月／年」の順

に記載し、日及び月は２桁、年は４桁のアラビア数字で表示し、日及び月の数字の

後にスラッシュ「／」を付してください。 

【例】  平成２９年９月１８日  →  「１８／０９／２０１７」 

 

（８）      ：「PRIORITY CLAIMED : 優先権の主張｣        [議４条（２）、規則９(４)(a)(iv)] 

 

① パリ条約による優先権を主張する場合（第１国の出願日より６ヶ月以内まで主張可）

には、□内にチェックを入れてください。 

 

②「Office of earlier filing」欄には、優先権に係る最初の出願の国又は政府間機関名を英

語により記載してください。 

 

③｢Number of earlier filing ( if available )｣欄には、入手可能であれば優先権に係る最初

の出願の番号を英数字により記載してください。 

 

④｢Date of earlier filing｣欄には、優先権に係る最初の出願のうち最先の出願日を上記（７）

③の記述と同様に「日／月／年」の順に記載してください。 

 

⑤「If the earlier filing does not relate to all the goods and services listed in item 10 of this 

form, indicate in the space provided below the goods and services to which it does relate」

の下部には、優先権の主張に係る商品（役務）が第１０欄に記載した商品（役務）の全

てではない場合に、当該優先権主張に係る商品（役務）を記載してください。 

 

⑥優先権に係る最初の出願が２つ以上ある場合は、最先の出願日のものを記載し、そ

の他の出願については第６欄の全ての項目及び必要事項を「CONTINUATION 

SHEET」に記載してください。「CONTINUATION SHEET」を使用する場合には、□

内にチェックを入れてください。 
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⑦なお、優先権証明書（優先権の主張に係る最初の出願の写し）の提出は不要です。 

 

（９）       ： ｢THE MARK : 標 章｣                                 ［規則９(４)(a)(v)］ 

 

国際登録を受けようとする標章は、次の要領により第７欄「THE MARK」（以下「標章記

載欄」という。）に記載してください。 

 

①「(a)Place the reproduction of the mark, as it appears in the basic application or the basic 

registration, in the square below.」は、正方形の標章記載欄(a)に、国際登録を受けよう

とする基礎出願又は基礎登録に係る商標と同一の標章を記載してください。 

 

②基礎出願又は基礎登録の標章が白黒である場合には、この標章記載欄にも同一の

白黒の標章を記載してください。  

 

③また、基礎の標章がその構成中に色彩を含む場合には、この標章記載欄にも同一の

色彩を含む標章を記載してください。 

 

④「(b)Where the reproduction in item (a) is black and white and color is claimed in item 8, 

place a color reproduction of the mark in the square below.」 

日本国特許庁が本国官庁となる場合は、原則として本欄への記載が必要となる

場合はありません（明治４２年商標法及び大正１０年商標法において色彩の主張

（着色限定）をした登録商標が存在しますが、そのような商標も、色彩の標章を(a)欄

に記載してください）。 

本欄は、本国官庁が色彩付きで登録又は公報掲載をしていないために標章記

載欄(a)に記載した標章が白黒である場合であって、かつ、次の第８欄において「色

彩に係る主張」がされているときに、「色彩の標章」を記載するためのものです。この

場合、WIPOの公報には、白黒の標章と色彩の付いた標章の両方が掲載されます。 

 

⑤標章の大きさは、８㎝平方の標章記載欄に収まるサイズに限定されています。 

 

⑥標章は、国際登録、国際公報、指定通報のために十分鮮明でなければなりません。 

 

⑦基礎出願又は基礎登録に係る商標が、動き商標、ホログラム商標、立体商標、色彩の

みからなる商標又は位置商標であって、当該商標が異なる２以上の図によって記載

されているときは、各図を同一縮尺で記載し、標章記載欄(a)に記載してください。 

 

⑧基礎出願又は基礎登録が、音商標であって、当該商標が商標登録出願の際に２以上

の商標記載欄を設けて記載されているときは、当該商標全体を標章記載欄の中に記

載してください。 

 

⑨動き商標、ホログラム商標、立体商標、色彩のみからなる商標又は位置商標を写真に

よって記載するときは、次の要領によります。 
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イ）写真の大きさは、８㎝平方とし、基礎出願又は基礎登録で記載した標章と同じ

写真を用いてください。 

ロ）写真は、標章記載欄に容易に離脱しないように貼り付けてください｡ 

ハ）写真は折らないでください。 

ニ）基礎出願又は基礎登録で記載した立体商標が、異なる２以上の方向から表示

した写真によって記載されているときは、各写真を同一縮尺で記載し、全体の

大きさは、８㎝平方の標章記載欄内に、それぞれの写真が重ならないように表

示してください。 

 

⑩「（ｃ） □ The applicant declares that he wishes the mark to be considered as a 

mark in standard characters」は、（ｃ）欄の□内にチェックを入れることにより、出願

人は、本標章が標準文字による標章とすることを宣言することができます。ラテン文

字若しくはアラビア数字以外の特殊文字又は図形的要素を含む標章は、標準文字

とはみなされません。 

なお、本欄への記載は任意であり、指定締約国において標準文字としての扱いを

希望する場合は、基礎出願又は基礎登録における標準文字の主張の有無に関わり

なく本欄へ記載することができます。                                                  

［規則９(４)(a)(vi)］ 

 

⑪「(d) □ The mark consists exclusively of a color or a combination of colors as such, 

without any figurative element : 本標章は図形要素を含まず、色彩のみ又は色彩の

みの組み合わせにより構成されている｣ 

この欄は、標章が図形的要素を含まず、色彩のみで構成されている場合に□内

にチェックを入れてください。日本国を本国とする出願の場合には、基礎出願又は

基礎登録の商標のタイプが「色彩のみからなる商標」である場合にのみ、本欄にチ

ェックを入れてください。  

［規則９(４)(a)(ｖiiの２)］ 

 

（１０）      ：「COLOR(S) CLAIMED : 色彩に係る主張｣ 

 

次の場合に、色彩に係る主張を記載します。 

• 基礎出願又は基礎登録において標章の特徴として色彩が主張されている場合、又

は、 

• 基礎出願又は基礎登録において標章の特徴として色彩が主張されていないときで

あっても、出願人が国際出願において標章の識別性ある特徴として色彩を主張するこ

とを希望する場合（標章記載欄の標章が白黒（グレーを含む）である場合でも、色彩の

主張は可能です。）            ［議３条（３）、規則９(４)(a)(v)(vii)､規則９(４)(b)(iv)] 

 

なお、色彩のみからなる商標について、商標登録の査定がなされた商標を基礎とす

る国際登録出願については、その基礎出願又は基礎登録は、規則９(５)(d)(v)に言及さ

れた「標章の識別性ある特徴として色彩が主張されているとき」に該当するため、原則と

して、基礎出願又は基礎登録において「商標の詳細な説明」中の色彩に係る主張と同
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一の内容の主張が、当該欄に記載されていなければなりません。 

一方、商標登録の査定がなされていない商標出願を基礎として国際登録出願を行う

場合は、原則として、商標法第５条第４項で規定する商標の詳細な説明と同一の内容

が「第９欄 (e)（i） Description of the mark contained in the basic application or basi

c registration, where applicable：基礎出願又は基礎登録に含まれる標章の記述」に記

載されていなければなりません。出願人が希望する場合には、第８欄の「COLOR(S) C

LAIMED：色彩に係る主張」にも記載することができます。 

[商標審査便覧A2.04及びA2.08] 

 

①「(a)□ The applicant claims color as a distinctive feature of the mark. : 出願人は標章

の特徴として色彩を主張する」 

標章の特徴として色彩を主張する場合に□内にチェックを入れてください。 

 

②「Color or combination of colors claimed :主張に係る色彩又はその組合せ｣ 

この欄は、色彩に係る主張の□内にチェックを入れた場合は必ず記載しなけれ

ばならないため、基礎出願又は基礎登録における標章に使われている色彩を記載

してください。 

 

③ 「(b) Indication, for each color, of the principal parts of the mark that are in that color (as 

may be required by certain designated Contracting Parties) : 色彩の標章の主要部分の

それぞれの色彩の表示（特定の指定締約国が求める場合）｣ 

この欄には、色彩の主張に係る標章の主要部分の色彩の説明、すなわち、色彩

の名称及び当該色彩が使われている標章の部分を記載します（米国等の指定締約

国では、当該記載を求める場合があります）。                   ［規則９(４)(b)(iｖ)］ 

 

（１１）    ：｢MISCELLANEOUS INDICATIONS : その他の表示｣ 

 

①「(a) Transliteration of the mark( this information is compulsory where the mark consists 

of or contains matter in characters other than Latin characters, or numerals other than 

Arabic or Roman numerals) ： 標章の音訳（標章がラテン文字以外の文字、又はアラビ

ア数字若しくはローマ数字以外の数字で構成されている、又は含んでいる場合には、

この情報の記載は必須です）：」 

この欄は、標章がラテン文字以外の文字、又はアラビア数字若しくはローマ数字以

外の数字で構成されている、又は含んでいる場合（漢字・ひらがな・カタカナを含む標

章等はこれに該当します）には、ラテン文字又はアラビア数字への音訳を記載しなけ

ればなりません。                                ［規則９(４)(a)(xii)］ 

        

②「(b) Translation of the mark( as may be required by certain designated Contracting 

Parties) ： 標章の翻訳（特定の指定締約国が求める場合）」 

特定の指定締約国等が求める場合には、標章が翻訳できる言語で構成されている、

又は翻訳できる言語を含むときは、英語、仏語又はスペイン語、若しくは３つの言語へ

の翻訳を記載することができます｡                      ［規則９(４)(b)(iii)］ 
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シンガポール、米国を指定して、標章が英語本来の意味合いを持たない場合は、

第９欄(c)にチェックを入れる場合を除き、記載する方が望ましい。   

 

③ ｢(c) The words contained in the mark have no meaning (and therefore cannot be 

translated) ： 標章に含まれている文字が意味をもたない造語を含む（それゆえ翻訳

できない）」 

標章に含まれている文字が意味をもたない造語である旨を表明する場合には、□

内にチェックを入れてください。（本欄は、特定の締約国（シンガポール及び米国）から

意味をもたない造語に対して、翻訳を求める暫定的拒絶通報が発出されているのを回

避することを目的に設置されました。ただし、当該国官庁は本欄に記載があっても、疑

義等がある場合は暫定的拒絶通報を発出できます。） 

 

④「(d) Where applicable, check the relevant box or boxes below ： 該当する場合は、以下

のボックスをチェックする 」 

標章が、 

・｢Three－dimensional mark （立体標章）｣、 

・「Sound mark （音響標章）」又は、 

・｢Collective mark, Certification mark or guarantee mark (団体標章、証明標章又は

保証標章)｣である場合、該当する□内にチェックを入れてください。 

日本国を本国とする出願のときは、基礎出願又は基礎登録が立体商標である場合

には｢Three－dimensional mark｣の欄に、基礎出願又は基礎登録が音商標である場

合には「Sound mark」の欄に、基礎出願又は基礎登録が団体商標又は地域団体商

標である場合には｢Collective mark, Certification mark or guarantee mark｣欄に、そ

れぞれチェックを入れてください。 

［規則９(４)(a)(viii)～(x)］ 

 

⑤「(e)（i） Description of the mark contained in the basic application or basic registration, 

where applicable (only use this item if the Office of origin requires you to include this 

description in the international application for the purposes of item 13(a)(ii) of this 

form) ：基礎出願又は基礎登録に含まれる標章の記述（本国官庁が、第13欄(a)(ii)に

記載の目的で、国際出願に本欄の記述を含めることを要求する場合にのみ使用す

る）」 

基礎出願又は基礎登録に言語による標章についての記述が含まれている場合であ

って、本国官庁がその記載を含めることを求めるときに、基礎出願又は基礎登録に含

まれる標章の記述と同一の内容を、当該欄に英語で記載します。 

                                     ［規則９(４)(a)(xi)］ 

 

イ）動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標又は位置商標を基

礎登録又は基礎出願として国際登録出願を行う場合は、原則として、商標法第

５条第４項で規定する商標の詳細な説明について商標の詳細な説明（音商標

については記載がある場合のみ）と同一の内容が当該欄に記載されていなけ
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ればなりません。 

ただし、色彩のみからなる商標について、商標登録の査定がなされた商標

を基礎とする国際登録出願については、その基礎出願又は基礎登録は、規

則9(5)(d)(V)に言及された「標章の識別性ある特徴として色彩が主張されてい

るとき」に該当することから、原則として、第８欄の「COLOR(S) CLAIMED：色

彩に係る主張」に記載されていなければなりません（出願人が希望する場合、

「第9欄(e) Description of the mark (where applicable)」にも記載することができ

ます）。 

[商標審査便覧A2.08] 

 

⑥ 「(e)（ii）Voluntary description of the mark (any description of the mark by words, including 

the description contained in the basic applicatioor registration, if you were not required to 

provide this description in item (e)(i) above) ：任意の標章の記述（文字によるあらゆる標

章の記述、本欄(e)(i)の記述を要求されていない場合には基礎出願又は基礎登録に含

まれる記述も含む）」 

基礎出願又は基礎登録に言語による標章についての記述が含まれているか否か

にかかわらず、出願人が国際出願に任意の標章の記述を含めることを希望するとき

は、当該欄に英語で記載します。 

 

⑦｢(f) Verbal elements of the mark (where applicable)： 標章の言語要素 (該当するとき）」 

国際事務局が検索のために付与する標章の言語要素について、出願人は自己

の認識する言語要素について記載することができます。（国際事務局では、文字標

章とみられる標章に国際登録の書誌データとして及び検索キーとして言語要素を付

与しています。） 

 

⑦｢(g) The applicant declares that he wishes to disclaim protection for the following 

element(s) of the mark ： 出願人は標章の次の要素について保護をディスクレームす

ることを希望する旨宣言する」 

本規定は任意規定であり、希望する場合は記載してください。基礎出願又は基礎

登録に権利不要求の主張がなくても記載できますが、一部の指定国だけに主張す

ることはできません。                                         ［規則９(４)(b)(ｖ)］ 

 

 

（１２）    ：「GOODS AND SERVICES 商品及び役務 」  

 

この欄は次の要領により記載してください。 

 

①「(a) Indicate below the goods and services for which the international registration is 

sought : 国際登録を求める商品及び役務」 

国際登録を求める商品(役務)は、「１９６７年７月１４日にストックホルムで及び１９７７

年５月１３日にジュネーヴで改正され並びに１９７９年１０月２日に修正された標章の登

録のための商品及びサービスの国際分類に関する１９５７年６月１５日のニース協定」

10 
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（ニース協定）に基づく国際分類（ニース分類）（現在第１１－２０１８版）に従い、商品

（役務）の内容及び範囲を明確に理解することができる英語表示を記載してください。 

基礎出願又は基礎登録と国際登録出願時で区分が異なる（基礎出願又は基礎登

録の分類がニース分類の現在の版より古い、若しくは日本分類である）場合は、国際

登録出願時に有効な国際分類に従ってください。 

 

②「Class」は、上記国際分類に基づく類を記載し、２以上指定する場合は、類の番号順

に記載してください。 

 

③「Goods and services」は、その類に属する商品（役務）を１商品ごとにセミコロン（；）で

区切って記載してください。フォントは、Courier New 又は Times New Roman、サイズ

12pt以上としてください。下線は付さないでください。 

 

④「(b)The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more 

designated contracting Parties, as follows ： 出願人は次の指定締約国に関し、商品又

は役務を限定する」 

締約国において、保護を求める類又は商品（役務）を限定する場合に使用し、限定

を求める締約国名及び当該締約国で限定した類又は商品（役務）を記載してくださ

い。 

ただし、限定した商品（役務）は、第１０欄（a）の保護を求める商品（役務）の範囲内

でなければなりません。                              ［規則９(４)(a)(xiii)］ 

 

⑤本記載欄が不足し、連続用紙を使用する場合は□内にチェックを入れてください。 

 

⑥国際登録を求める商品（役務）（(b)欄の限定した商品（役務）を含む）は、基礎出願又

は基礎登録の商品（役務）の範囲と実質的に同一又はその範囲内でなければなりま

せん。 

商品（役務）毎、基礎出願又は基礎登録の商品（役務）との関係を確認の上記載し

てください。 

 

（１３）    ：｢DESIGNATED CONTRACTING PARTIES : 指定締約国｣には、 

 

① 標章の保護を求める指定締約国の□内にチェックを入れてください。 

 

②新規締約国で、国コード及び締約国名が記載されていないときは、「Others :」欄に、

国コード及び締約国名を記載してください。 

 

③日本国を指定（自国指定）することはできません。                    ［議３条の２］ 

 

④なお、国際登録の後に締約国を追加することは「事後指定」（詳細は、本テキスト第４

章第４節「事後指定」参照。）の手続により行うことができます。 

 

11 
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⑤欧州連合を指定締約国とする場合、欧州連合の公用語（仏語、独語、イタリア語、

スペイン語）から第二言語を一つ選択しなければなりません。 

 

⑥米国を指定締約国とする場合、国際事務局の公式様式「標章を使用する意思の宣

言書」【ＭＭ１８】に必要事項を記載し、願書と同時に提出しなければなりません。 

 

（１４）    ：「SIGNATURE BY THE APPLICANT AND/OR HIS REPRESENTATIVE : 出願人又は

代理人の署名｣ (If required or allowed by the Office of origin : 本国官庁が求める又は認める場合） 

 

この欄には、出願人一名又は代理人が押印又は署名してください。 

なお、代理人が業務法人又は法人で、押印する場合は、代表者印を用いてください。 

署名は日本語でも可能ですが、日本語と英語（ローマ字）の併記は認められません。 

出願人が複数いる場合には、二人目以降の出願人は「CONTINUATION SHEET」に

押印又は署名してください。 

この場合、押印した者の氏名（名称）の綴りを記載する必要はありません。 

 

（１５）     ：「CERTIFICATION AND SIGNATURE OF THE INTERNATIONAL APPLICATION BY 

THE OFFICE OF ORIGIN : 本国官庁による国際出願の証明及び署名｣ 

 

この欄は、本国官庁（日本国特許庁）が国際登録出願の証明及び署名のために使用し

ます。 

 

（１６）｢FEE CALCULATION SHEET : 手数料計算シート｣ 

 

国際登録出願に関連して、国際事務局に支払わなければならない手数料の支払方法

及び支払額を記載する手数料計算シートです。 

 

（ａ）｢INSTRUCTIONＳ TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT : 当座口座引き落

としの指示｣ 

 

この欄は、出願人が国際事務局に口座を開設し、その口座から手数料の必要な

額を引き落とす場合は、□内にチェックを入れ、かつ、 

・｢Holder of the account : 口座の名義人｣ 

・｢Account number : 口座番号｣ 

・｢Identity of the party giving the instructions : 口座引き落とし指示者｣ 

をそれぞれ記載してください。 

 

（注）なお、この（ａ）欄にチェックを入れた場合、以下の（ｂ）（c）欄の記載は不要です。 

 

  

12 
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（ｂ）｢AMOUNT OF FEES : 手数料の総額」  

 

①｢Basic Fee ： 基本手数料｣には、 

・標章の複製が白黒（グレーを含む）である場合、第８欄「COLOR(S) 

CLAIMED : 色彩に係る主張｣の有無にかかわらず、６５３(ｽｲｽﾌﾗﾝ) を記載してく

ださい。 

・標章の複製が色彩を有する場合、第８欄「COLOR(S) CLAIMED : 色彩に係る

主張｣の有無にかかわらず、９０３(ｽｲｽﾌﾗﾝ)を記載してください。 

 

②｢Complementary Fee ： 付加手数料｣には、 

・付加手数料が適用される「指定国の数」に「付加手数料の１００（ｽｲｽﾌﾗﾝ）」を

乗じた額を記載してください。  

 

③「Supplementary Fee : 追加手数料｣には、 

・追加手数料が適用される指定国が含まれる場合、第１０欄(a)のメイン・リストに

指定した商品（役務）の区分が３を超える場合には、「３を超える商品及び役務

の区分の数」に「追加手数料の１００（ｽｲｽﾌﾗﾝ）」を乗じた額を記載してくださ

い。 

（注）追加手数料は、個別手数料とは異なり、全ての指定締約国に対して商品

（役務）の区分の数が限定されているとしても、限定された区分の数ではなく、

第１０欄(a)のメイン･リストに指定した商品（役務）の区分数に応じて計算しま

す。 

 

④｢Individual Fee ： 個別手数料｣には、 

・付加手数料及び追加手数料に代えて、｢個別手数料｣の受領を宣言している

締約国を指定する場合には、締約国の名称及び締約国ごとに定められている個

別手数料の額(ｽｲｽﾌﾗﾝ）を記載してください。締約国に対して商品（役務）の区

分の数が限定されている場合には、限定された区分の数に応じて、指定締約国

毎に個別手数料を計算します。 

【参考資料３】「個別手数料一覧表」を参照してください。 

 

※個別手数料は為替の変動・料金改定等により随時変わります。 

個別手数料に関する情報は、国際事務局が発行する公報で公表するととも

にWIPOのホームページ(*)に掲載されていますので御確認ください。 

（*http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html） 

⇒国際登録出願に関して支払うべき手数料の額は、本国官庁の受理日

に有効な手数料が適用された額となります。        ［規則３４（７）］ 
 

また、WIPOホームページに手数料計算を行うためのツール（Fee Calcula

tor）が掲載されていますので、手数料計算を行う際には併せて御利用く

ださい。 

（Fee Calculator  http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp） 
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⑤「Total individual fees」の欄に個別手数料の合計を、「GRAND TOTAL」の欄に総

合計額をそれぞれ記載してください。 

 

（ｃ）｢METHOD OF PAYMENT : 支払方法」 

 

①｢Identity of the party effecting the payment ： 支払を行う当事者の身元」欄では、

上記手数料を支払う者（出願人、代理人）の氏名（名称）を記載してください。 

（注）国際事務局が手数料不足と判断した場合、又は出願が放棄され、あるいは取

り下げられ、手数料の全額又は一部を返却すると判断した場合、国際事務局が

通知を行うのは、この支払を行う当事者になります。したがって、誰が手数料を

支払うのか識別できることが必要です。 

 

②次に、支払方法の区分に従い該当個所の□内にチェックを入れ、かつ、右欄に

必要事項を記載してください。 

「Payment received and acknowledged by WIPO ： WIPOにより受領・確認

された支払」欄 

支払いに対して既にWIPOにより受領書を受け取っている場合には、受

領書の番号を記載してください。 

 

（注）外国送金依頼書等で国際事務局へ手数料を支払う時は常に、「受取人への

連絡事項欄」に下記の情報を記載してください。 

・送金目的（マドプロ出願） 

＊国際事務局は二文字コード「EN」により記載することを推奨していま

す。  

・基礎登録（出願）の番号（1つのみ）  

・出願人の氏名又は名称（1名のみ）  

・商標名（文字商標の場合） 

(詳細は、本テキスト第５章第２節７．「外国送金による留意点」を参照して

ください)  

 

手数料計算シートに記載した手数料の満額が国際事務局の口座に入金さ

れるよう、振込みを行ってください。また、国際事務局に支払う手数料の外国

送金に際しては、振込先（国際事務局）銀行分の手数料の支払いは不要で

すが、手続銀行における外国送金手数料の他、国際事務局の口座に振り込

まれるまでの中継銀行における手数料は振込者（出願人あるいは代理人）の

負担となります。詳細は、御利用になる金融機関にお問い合わせください。 

 

なお、「Payment made to WIPO postal account ： WIPO郵便口座への支払」

は、欧州圏内のみ利用可能となり、日本からの振込みには利用できません

ので御注意ください。 
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５．出願時に行う日本国特許庁への手数料納付方法 

 

特許印紙（９，０００円）を貼るときは、別途Ａ４の用紙に貼り、その下にその額を括弧して

記載するとともに、出願人の氏名（名称）、基礎出願番号又は基礎登録番号、書類記号及び

提出日を記載してください。 

 

 

（記載見本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）用紙はＡ４判で作成してください。 

 

 

dd/mm/yyyy 

  Applicant's name: 

  Basic application number: 

  Basic registration number: 

  Applicant's reference: 

 

 

 

 

 

（９，０００Yen） 

特許印紙 特許印紙 特許印紙 
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第２節 「標章を使用する意思の宣言書」 【ＭＭ１８】の作成 

 

１．提出時期 

 

米国を指定締約国とする場合は、願書【ＭＭ２】と同時に「標章を使用する意思の宣言

書」【ＭＭ１８】を提出することが必要です。 

 

なお、米国やフィリピン等の一部の指定締約国で保護が認められた後も、保護を維持

するために、証拠等を添付した「標章の使用に関する宣言書」等を、定期的に、各締約

国官庁へ提出しなければならないという情報がありますので注意が必要です。 

参考：「特定のマドリッド制度締約国における標章の使用等にかかる要件（参考訳）」 

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/shiyou_youken.htm 

※下記のサイトも参照して最新情報を御確認ください。 

Madrid Member Profiles Databases（http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/） 

 

２．「標章を使用する意思の宣言書」【ＭＭ１８】の記載要領 

 

（１）「Signature ： 署名」には、出願人が署名します。法人の場合は代表権者が署名します。 

 

（２）「Date of execution (dd/mm/yyyy) ： 署名日」には、署名者が署名した日を「日／月／年」

の順に記載し、日及び月は２桁、年は４桁のアラビア数字で表示し、日及び月の数字の

後にスラッシュ「／」を付してください。 

 

（３）「Signatory’s Name (Printed) ： 署名者の名前」には、署名者の氏名をアルファベットでタ

イプ打ちします。署名者の氏名は「名→姓」の順で記載してください。 

 

（４）「Signatory’s Title： 署名者の肩書き」には、署名者の肩書きを英語でタイプ打ちします。 

なお、法人であれば署名者の肩書きを「President」, 「General manager」のように記

載し、自然人であれば「Applicant」と記載します。 

 

（５）「INFORMATION REQUIRED BY THE INTERNATIONAL BUREAU（国際事務局に

より要求される情報）」欄 

本国官庁は、国際登録の願書【ＭＭ２】と「標章を使用する意思の宣言書」【ＭＭ１８】

を一緒に国際事務局へ送付しますので、この欄は記載する必要がありません。 

 

（６）国際登録出願に出願人が２名以上いる場合は、出願人毎にＭＭ１８を提出してくだ

さい。 

 

３．「宣言書」に関する国際事務局の取扱いについて 

 

（１） 国際事務局が米国を指定する国際登録出願を受理した時に、標章を使用する意思の宣

言書が添付されていない場合、又は必要条件を満たしていない場合（例えば、署名がさ
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れていない、署名日の未記入、前回使用したＭＭ１８のコピー等）、国際事務局は速や

かに出願人と本国官庁に通報します。                     ［規則１１(６)(a)］ 

 

（２） 本国官庁の国際登録出願の願書受理日より２ヶ月以内に、欠落、又は訂正された宣言書

が国際事務局により受理された場合、標章を使用する意思の宣言書は、国際登録出願

の願書と同時に受理されたものとみなされます。 

なお、欠落、又は訂正された宣言書が、この２ヶ月の間に国際事務局により受け取

られない場合、その国際登録出願は米国を指定国としないものとされ、国際事務局は

請求により米国分の指定料を払い戻します。             ［規則１１(６)(b)(c)］ 

 

 

第３節 「優先順位の主張」 【ＭＭ１７】の作成 

 

１．「優先順位の主張」の手続等 

 

（１）手続 

欧州連合を指定締約国とする国際登録出願の場合で、欧州連合の加盟国内において

自己の名をもって既に登録されている商品（役務）と同一若しくはそれらを含む商品（役務）

について、同一の標章を国際登録出願する時に、先の商標登録の優先順位を主張する

場合は、願書【ＭＭ２】と同時に「優先順位の主張」【ＭＭ１７】を提出します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ：                   免除 

 

（３）効果 

先の商標が放棄又は期間満了により消滅した場合（先の商標が取消又は無効となった

場合を除く）においても、当該欧州連合商標の所有者は、先の商標が存続している場合

と同一の権利を保有するものと見なされます。 

 

（４）国際登録簿への記録 

【ＭＭ２】と同時に申請された優先順位の主張は、国際登録簿へ記録されます。 

優先順位の主張については、欧州連合知的財産庁（ＥＵＩＰＯ）で審査が行われます。

審査の結果、主張が認められた場合は、国際登録簿に既に記録された事項に変更がな

いため、ＥＵＩＰＯから国際事務局へは通報されません。しかし、主張が認められない場

合には、国際登録簿及び公報における公表に修正があるため、ＥＵＩＰＯから国際事務局

へ通報され、記録されます。 

 

２．作成要領 

 

（１）同一国で複数件登録がある場合は、登録番号毎に作成します。 

 

（２）領域内に構成国が複数国ある場合は、各国毎に作成します。 
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第４章  国際登録出願の後に行う手続 

 

第１節 手数料補正 

 

１．手数料補正指令 

 

国際登録出願手数料（日本国特許庁へ納付する実費勘案手数料）が納付されていない

場合、又は必要な額に満たない場合に、特許庁は必要な額を納付するよう出願人に対して

補正指令を行います。                                              ［法第６８条の７］ 

 

２．補正の期間 

 

指令の日（発送日）から１４日です。 

 

３．補正の方法 

 

「手続補正書」に、必要な額の特許印紙を貼付する等して、手数料の納付を行います。な

お、手数料補正指令の発出前に自発的に提出する場合も同様です。 

 

４．補正が行われた場合 

 

補正手続が適正に行われた場合は、国際登録出願として手続が進められます。 

 

５．補正が行われない場合 

 

手数料補正指令に対し、所定の期間内に補正が行われなかった場合は、その国際登録

出願は却下処分となります。                                         ［法第６８条の７］ 

 

 

第２節 方式不備通知 

 

１．方式不備通知 

 

国際登録出願の願書の記載に不備がある場合、又は基礎出願（基礎登録）の記載と同一

でない場合には、本国官庁は必要な訂正を行うよう出願人に対して方式不備通知を行いま

す。 

 

２．訂正の期間 

 

本国官庁が国際登録出願を受理した日を国際登録日とするためには、本国官庁が受理し

た日から２月以内に国際事務局に願書が到達する必要があります。通知の日（発送日）から
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１４日以内を目安に提出してください。 

 

３．訂正の方法 

 

「差替書面提出書」により、訂正する願書の該当ページを差し替えることにより行います。 

 

４．訂正が行われた場合 

 

訂正手続が適正に行われた場合は、国際登録出願として手続が進められます。 

 

５．訂正が行われない場合 

 

方式不備通知に対し、所定の期間内に差替書面提出書の提出が行われなかった場合

は、その国際登録出願は訂正がされないまま国際事務局に送付されます。 

また、基礎出願（基礎登録）の記載と同一でない等の場合には、本国官庁（日本国特許

庁）は、国際出願を証明及び署名することができません。 

［議３条(１)、法第６８条の３第２項］ 

国際事務局が受理した願書の記載に不備がある場合には、国際事務局から欠陥是正

通報が出願人及び本国官庁あてに送付されます。 

国際事務局の欠陥是正通報から３月以内に不備が是正されない場合は、国際登録出

願は放棄されたものとみなされる場合があります。             ［規則１１(2)～(4)］ 
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方式不備通知（見本） 

 
特許庁長官 

年  月  日 

 

国際登録出願人・手続者・代理人 

                      様 

 

事件の表示 

    年  月  日に特許庁が受け付けた以下に係る 

 

  手続者が付した書類記号・番号 

  国際登録番号 

    又は 

  基礎出願番号 

  基礎登録番号 

 

 貴殿が提出した上記書面は、下記事項について不備があるので、この方式不備通知の 

発送の日から１４日以内に差替書面提出書を提出してください。 
 

記 

 

 
【お願い】 

本件についての特許庁への問い合わせ、又は書類提出には、次の特許庁整

理番号を使用してください。 

特許庁整理番号 ２０１７－３００００１ 

 
 

問い合わせ先及び提出先    特許庁 国際意匠・商標出願室 

  郵便番号   100‐8915 

  東京都千代田区霞が関３－４－３ 

       ＴＥＬ：０３－３５８１－１１０１ 内線２６７１ 

       ＦＡＸ：０３－３５８０－８０３３   担当者 国際 太郎 
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差替書面提出書（見本） 
 

 

特許庁長官 殿 

                                          年  月  日 

 

１．事件の表示 

  特許庁整理番号  ２０１７－３００００１ 

  （国際登録番号        ） 

 

  手続者が付した書類記号・番号 

 

２．手続をした者（方式不備通知の対象手続書類に使用した言語で記載してください） 

  氏 名（名 称）                  （MM２で使用した押印又は署名）※ 

  住 所（居 所） 

 

３．代理人 

  氏 名（名 称）                  （MM２で使用した押印又は署名）※ 

  住 所（居 所） 

 

４．差替えに係る書類の名称及び欄 

  書類名称 

 

  欄      第    欄 第    欄 第    欄 

 

５．差替え書面の枚数 

                枚 

 

 

 

※ＭＭ２の第１２欄で代理人（出願人）が押印又は署名した場合は、出願人（代理人）の押印又は署名は不

要です。 
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第３節 国際事務局からの欠陥通報                                    [規則１１～１３] 

 

国際登録出願の願書が国際事務局に送付された後、国際事務局において審査が行われ

ます。審査の内容は共通規則に規定されています。 

国際事務局が、国際出願に欠陥（Irregularity）があると判断した場合、国際事務局は「欠陥

通報（NOTICE CONCERNING AN INTERNATIONAL APPLICATION）」と呼ばれる補正指令通知に相

当する文書を本国官庁及び出願人に送付します。この通報に対し、出願人は指定された期間

（通報の日から３月）以内に欠陥を解消しなければなりません。 

欠陥通報には、主に、①指定商品（役務）の分類に関する欠陥通報、②指定商品（役務）の表

示に関する欠陥通報、③手数料納付に関する欠陥通報、④その他の欠陥通報があります。それ

ぞれの欠陥通報の詳細及び対処方法は以下の通りです。 

 

 

１．指定商品（役務）の分類欠陥通報                             [規則１２] 

 

（１）概要 

国際事務局は、国際登録出願の指定商品（役務）の分類に関し、規則に定める要件を満

たしていないと判断した場合は、国際事務局の提案を記載した「分類欠陥通報」を本国官庁

及び出願人に対し送付します。 

当該通報では、国際事務局が提案する分類及び区分けに従った区分数により手数料が

計算されるため、出願時に指定のない類への移行が提案されている場合には、同時に料金

欠陥がかかります（該当商品の削除等により類の移行が生じなければ料金欠陥は解消しま

す）。 

出願人は、国際事務局の提案に対して意見を述べる場合（提案に同意する場合、又は当

該商品を削除する場合を含む）は、本国官庁（日本国特許庁）経由で国際事務局に「意見書」

を提出します。 

日本国特許庁では、国際事務局からの「分類欠陥通報」があった旨を出願人に通知する

とともに、国際事務局の提案に対して意見があるか確認を行うために、出願人から「意見書」

の提出を求めることとしています。 

 

（２）意見の方法 

国際事務局の提案に対し、同意、修正又は削除等の意見を述べた「意見書」を本国官

庁に提出してください。 

なお、「分類欠陥通報」と同時に「表示欠陥通報」がなされた場合は、「意見書」として一

通にまとめて提出してください。ただし、上記以外のその他の欠陥通報（下記「４．その他

の欠陥通報」参照）が同時になされた場合、その他の欠陥通報については国際事務局に

直接、欠陥通報で指示された方法に従って必要書類を提出してください。 

 

（３）意見書の提出期限 

通知の日（本国官庁の発送日）から１４日です。 

本国官庁から国際事務局への回答期間は３月ですが、国際事務局への回答の結果、更

なる欠陥通報が送付された場合でも、原則回答期間が延長されず、最初の回答期限内とな
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る場合が多いため、早期の提出にご協力ください。 

 

（４）意見書が提出された場合 

本国官庁は、意見書の内容を確認し、国際事務局の提案に対する意見として国際事務局

へ送付します。商品（役務）の修正を行う場合には、基礎出願又は基礎登録の商品（役務）

の範囲と実質的に同一又はその範囲内でなければなりません。 

なお、意見書の内容によっては、国際事務局から更なる欠陥通報が送達される場合があ

ります。また、意見書が提出された場合でも、それに伴って発生した手数料が期限内に支払

われなかった場合、出願は放棄されたものとみなされます。 

 

（５）意見書が提出されない場合／意見書の提出によっても分類欠陥が解消されない場合 

＜【ＭＭ２】第１０欄(a)のメイン・リストの指定商品（役務）の場合＞ 

国際事務局の判断で分類及び区分けを行い登録されます。          [規則１２（9）] 

ただし、それに伴って発生した手数料が期限内に支払われなかった場合、出願は放棄さ

れたものとみなされます。 

 

＜【ＭＭ２】第１０欄(b)の限定リストの指定商品（役務）の場合＞        [規則１２（8ｂｉｓ）] 

締約国ごとに限定した指定商品（役務）の分類に関し期限内に欠陥が解消されなかった

場合は、限定リストに当該商品（役務）を含まないものとみなされます。 
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指定商品（役務）の分類欠陥通知（見本） 

 

特 許 庁 長 官 

発送日 平成 年 月 日 

 

国際登録出願人・代理人 

                     様 

 

事件の表示 

 

 平成  年  月  日に特許庁が受け付けた以下に係る国際登録出願 

 

 手続者が付した書類記号・番号 

 

 基礎出願（登録）番号 

 

 ＷＩＰＯの書類記号・番号 

 

貴殿が提出した上記書面は、国際事務局より指定商品（役務）の分類に関し、欠陥がある

旨の通報がありましたので通知します。 

ついては、国際事務局に対し意見を述べることを希望する場合には、この書面の発送の

日から１４日以内に特許庁へ意見書を提出してください。 

なお、出願人は国際事務局に直接意見を述べることはできません。 

また、本件に関し適切な手続を行わなければ、国際事務局により国際登録出願

は放棄されたものとみなされることがあります。 

 

【お願い】 

  本件についての特許庁への問い合わせ、又は書類提出には、次の特許庁整理

番号を使用してください。 

                       特許庁整理番号 ２０１７－３００００１ 

 

 

１．問い合わせ先：特許庁国際意匠・商標出願室本国官庁 

TEL：03-3581-1101 内線：2671 FAX：03-3580-8033 

２．提出先：特許庁国際意匠・商標出願室 

  〒100‐8915 東京都千代田区霞が関３－４－３ 
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意見書（見 本） 
 

 

特許庁長官 殿 

年  月  日 

 

１．事件の表示 

 

  特許庁整理番号              

 

  手続者が付した書類記号・番号 

 

  基礎出願（登録）番号 

 

  ＷＩＰＯの書類記号・番号 

 

２．手続をした者（国際登録出願に使用した言語で記載してください） 

 

  氏 名（名 称）                  （MM２で使用した押印又は署名）

※ 

  住 所（居 所） 

 

３．代理人 

 

  氏 名（名 称）                  （MM２で使用した押印又は署名）

※ 

  住 所（居 所） 

 

４．意見の内容 

 

   別紙のとおり 

 
 

特許庁では別紙（意見書（英語版））に国際意匠・商標出願室長名のカバーレタ

ーを付して国際事務局へ送付します。 

 

意見書（英語版）の記載例は次頁を御参照ください。 

   

※ＭＭ２の第１２欄で代理人（出願人）が押印又は署名した場合は、出願人（代理人）の押印又は署名

は不要です。 
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（分類欠陥通報に対する意見書記載例（英語版）） 
Madrid Registry 
Brands and Designs Sector 
International Bureau of the 
World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

Date: dd/mm/yyyy 
 
WIPO ref.: （ＷＩＰＯの書類記号・番号） 
Our ref.:  （手続者が付した書類記号・番号）   
Office ref.: （特許庁整理番号） 

 
Re: International application based on the national application/registration No. 
（基礎出願番号／基礎登録番号）       

 
 

Dear Sirs, 
 

Referring to your irregularity notice of （欠陥通報日） on the application of  
（手続をした者） 

 
 

（ＷＩＰＯ提案を受け入れる場合） 
例：We agree to all of your suggestion. 
例：We agree to transfer “XX” from class 1 to class 2. 

 
（出願時の分類を維持する場合） 
例：“XX” is ・・・. Therefore, It is not necessary to make corrections. 
例：We would like to keep “XX” in class 1. This term is intended for the products・・・. 
    Therefore, we prefer to keep the term in class 1. 
 
（商品役務の表示を変更して出願時の分類を維持する旨の意見を述べる場合） 
例：We prefer to amend the term “XX” to “YY” to keep the goods/services in class 1. 

例 ： We cannot accept your proposal of changing classification, because these 
goods(/services) are not・・・・・. Therefore, we would like to amend as follows: 

        a) YY1 
        b) YY2 

（商品役務を削除する場合） 
例：We prefer to delete the term “XX” from the Basic list and Limitation list in class 1 

 例：Please delete the following terms: 
         a) “XX1” (class 1) 
         b) “XX2” (class 1) 

 
 

＜凡例＞ 
XX: 欠陥対象となっている商品役務 
YY: 出願人が修正提案する商品役務 
Class 1: 商品役務の元の類 
Class 2: WIPO が提案する類   

上記はあくまで記載例です。規定のフォーマットはありませんので、日付、事件

の表示、出願人名、WIPO の書類記号、意見の内容等を自由に記載してください。 

また、英語版意見書には、出願人／代理人の署名・押印は不要です。 
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２．指定商品（役務）の表示欠陥通報                              [規則１３] 

 

（１）概要 

国際事務局は、国際登録出願の指定商品（役務）が「分類上極めて不明確である」、「理

解できない」、「語学的に不正確である」と判断した場合は、用語の修正又は削除の勧告を

記載した「指定商品（役務）の表示欠陥通報」を本国官庁及び出願人に対し送付します。 

出願人は、国際事務局の勧告に対して用語の修正又は削除を行う場合は、本国官庁（日

本国特許庁）経由で国際事務局に「是正提案書」を提出します。 

日本国特許庁では、国際事務局からの「指定商品（役務）表示欠陥通報」があった旨を出

願人に通知するとともに、国際事務局の勧告に対して用語の修正又は削除するか確認を行

うために出願人から「是正提案書」の提出を求めることとしています。 

 

（２）是正の方法 

国際事務局の勧告に対し同意、用語の修正提案、又は削除等の是正案を述べた「是正

提案書」を本国官庁に提出してください。 

なお、「表示欠陥通報」と同時に「分類欠陥通報」がなされた場合は、「意見書」として一

通にまとめて提出してください。ただし、上記以外のその他の欠陥通報（下記「４．その他

の欠陥通報」参照）が同時になされた場合、その他の欠陥通報については国際事務局に

直接、欠陥通報で指示された方法に従って必要書類を提出してください。 

 

（３）是正提案書の提出期限 

通知の日（本国官庁の発送日）から１４日です。 

本国官庁から国際事務局への回答期間は３月ですが、国際事務局への回答の結果、更

なる欠陥通報が送付された場合でも回答期間が延長されず、最初の回答期限内となる場合

が多いため、早期の提出にご協力ください。 

 

（４）是正提案書が提出された場合 

本国官庁は、是正提案書の内容を確認し、国際事務局へ送付します。商品（役務）の修正

を行う場合には、基礎出願又は基礎登録の商品（役務）の範囲と実質的に同一又はその範

囲内でなければなりません。 

なお、是正提案書の内容によっては、国際事務局から更なる欠陥通報が送達される場合

があります。 

  

（５）是正提案書が提出されない場合／是正提案書の提出によっても表示欠陥が解消されな

い場合 

国際事務局は、国際登録に欠陥の対象となった表示を含めますが、国際事務局の意見

により、それぞれの場合に応じ、分類上極めて不明確である、理解できない、又は語学的に

不正確である旨の表示を加えます。 
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指定商品（役務）の表示欠陥通知（見本） 

 

特 許 庁 長 官 

発送日 平成 年 月 日 

 

国際登録出願人・代理人 

                     様 

 

 

事件の表示 

 

  平成  年  月  日に特許庁が受け付けた以下に係る国際登録出願 

 

  手続者が付した書類記号・番号 

 

  基礎出願（登録）番号 

 

  ＷＩＰＯの書類記号・番号 

 

貴殿が提出した上記書面は、国際事務局より指定商品（役務）の表示に関し、欠陥がある

旨の通報がありましたので通知します。 

ついては、国際事務局に対し欠陥を是正するための提案を述べることを希望する場合に

は、この書面の発送の日から１４日以内に特許庁へ是正提案書を提出してください。 

なお、出願人は国際事務局に直接提案を述べることはできません。 

また、本件に関し適切な手続を行わなければ、指摘されている指定商品（役務）

について、分類上極めて不明確である等の表示が国際登録に含まれる可能性があ

ります。 

 

【お願い】 

 本件についての特許庁への問い合わせ、又は書類提出には、次の特許庁整理番号

を使用してください。 

                           特許庁整理番号 ２０１８－３００００１ 

 

 

１．問い合わせ先：特許庁国際意匠・商標出願室本国官庁 

TEL：03-3581-1101 内線：2671 FAX：03-3580-8033 

２．提出先：特許庁国際意匠・商標出願室 

  〒100‐8915 東京都千代田区霞が関３－４－３ 
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是正提案書（見 本） 

 

特許庁長官 殿 

 

年  月  日 

 

１．事件の表示 

 

  特許庁整理番号              

 

  手続者が付した書類記号・番号 

 

  基礎出願（登録）番号 

 

  ＷＩＰＯの書類記号・番号 

 

２．手続をした者（国際登録出願に使用した言語で記載してください） 

 

  氏 名（名 称）                  （ＭＭ２で使用した押印又は署名）

※ 

  住 所（居 所） 

 

３．代理人 

 

  氏 名（名 称）                  （ＭＭ２で使用した押印又は署名）

※ 

  住 所（居 所） 

 

４．提案の内容 

 

   別紙のとおり 

 

 
 

特許庁では別紙（是正提案書（英語版）に国際意匠・商標出願室長名のカバーレ

ターを付して国際事務局へ送付します。 

 

是正提案書（英語版）の記載例は次頁を御参照ください。 

   

※ＭＭ２の第１２欄で代理人（出願人）が押印又は署名した場合は、出願人（代理人）の押印又は署名は不

要です。 
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（表示欠陥通報に対する是正提案書記載例（英語版）） 
Madrid Registry 
Brands and Designs Sector 
International Bureau of the 
World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

Date: dd/mm/yyyy 
 
WIPO ref.: （ＷＩＰＯの書類記号・番号） 
Our ref.:  （手続者が付した書類記号・番号）   
Office ref.: （特許庁整理番号） 

 
Re: International application based on the national application/registration No. 
（基礎出願番号／基礎登録番号）       

 
 

Dear Sirs, 
 

Referring to your irregularity notice of （欠陥通報日） on the application of 
（手続をした者） 

 
 
 

（ＷＩＰＯ提案を受け入れる場合） 
例：We agree to all of your suggestion. 
例：We agree to your suggestion of the amendment to “YY” (class 1). 

 
（出願時の商品役務の表示を維持する場合） 
例：We prefer to keep the current term. The term “XX” is ・・・. Therefore, we prefer to 

keep the term in class 1. 
 
（WIPO 提案とは異なる商品役務(修正案)を提案する場合） 
例：We prefer to amend the indication of goods/services as follows: 

1) “ZZ1” (class 1) 
2) “ZZ2” (class 1) 

例：We prefer to amend the term “XX” to “ZZ”. 
 
（商品役務を削除する場合） 
例：We prefer to delete the term “XX” from the Basic list and Limitation list in class 1. 

 例：Please delete the following terms: 
        a)  “XX1” (class 1) 
        b)  “XX2” (class 1) 

 

上記はあくまで記載例です。規定のフォーマットはありませんので、日付、事件の表

示、出願人名、WIPO の書類記号、提案の内容等を自由に記載してください。 

また、英語版是正提案書には、出願人／代理人の署名・押印は不要です。 

 

 

＜凡例＞ 
XX: 欠陥対象となっている商品役務 

YY: WIPO が提案する商品役務 
ZZ: 出願人が修正提案する商品役務 

（WIPO 提案とは異なる商品役務） 
※class はいずれも 1 とする。 
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３．料金欠陥通報                               [規則９(３)、規則１１(２)] 

 

（１）概要 

国際事務局は、国際登録出願について規則に基づいて支払われるべき手数料の額が

不足していると判断した場合は、「料金欠陥通報」を本国官庁及び出願人に対し送付しま

す。 

 日本国特許庁では、国際事務局からの「料金欠陥通報」があった旨を出願人に通知してい

ます。 

 

（２）支払期限 

国際事務局による欠陥の通報の日から３月以内です。 

 

（３） 支払方法 

国際事務局に直接支払う必要があります。銀行振込、クレジットカード等による支払いが

可能です（詳細は、本テキスト第５章第２節「６．国際事務局への支払方法」を参照くださ

い）。 

 

（４） 期限内に手数料が支払われた場合 

料金欠陥が解消し、その他規則で定める要件を満たす場合には、国際登録簿に標章

が登録されます。 

 

（５） 期限内に手数料が支払われなかった場合 

期限内に指定された額が支払われず、欠陥通報が解消されなかった場合は、出願は

放棄されたものとみなされます。 

  

（注）既に適正額を支払っている事実がある場合等、国際事務局からの料金欠陥通報に対し

意見がある場合には、国際事務局に対して直接意見を提出してください。 

 

４．その他の欠陥通報                                  [規則１１(２)] 

 

（１）概要 

上記１～３のほか、国際事務局が国際登録出願について欠陥を含むと判断した場合は、

欠陥の内容を示した通報を本国官庁及び出願人に対して送付します。 

日本国特許庁では、国際事務局から「欠陥通報」があった旨を出願人に通知しています。 

 

＜主な「その他の欠陥通報」の内容＞ 

① 標章が不鮮明である [規則９(４) (a) (v)] 

② （色彩の主張をしている場合）主張する色彩又はその組合せに関する表記がない 

[規則９(４) (a) (vii)] 

③ （標章がラテン文字等以外の文字（漢字・カナ・ひらがな等）を含む場合）標章のラテ

ン文字等への音訳の表記がない[規則９(４) (a) (xii)]
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（２）是正の方法 

欠陥通報で指示された方法に従って、必要書類を国際事務局に直接提出してくださ

い。 

 

（３）提出期限 

国際事務局による欠陥の通報の日から３月以内です。 

 

（４）欠陥が解消された場合 

その他規則で定める要件を満たす場合には、国際登録簿に標章が登録されます。 

 

（５）欠陥が解消されない場合 

国際事務局による欠陥の通報の日から３月以内に欠陥が解消されない場合は、出願は

放棄されたものとみなされます。
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第４節 事後指定【ＭＭ４】 

 

１．事後指定の概要                                                      ［議３条の３］ 

 

標章の保護の領域を拡張する請求は、国際登録後においても可能です。国際登録され

た後に、指定国を追加すること、または国際登録簿に登録されている商品（役務）の範囲内

で、既に指定した領域の指定商品（役務）を追加することが可能です。請求は、規則で定め

る様式で提出しなければなりません。 

その請求は、直ちに国際事務局によって記録され、国際事務局は、遅滞なく指定国官庁

及び本国官庁に当該記録を通知し、当該記録は国際事務局の公報にて公表されます。 

保護の領域の拡張は、国際登録簿に記録が行われた日（事後指定日）から効力を生じ、

当該国際登録の存続期間の満了により、その効力を失います（更新可能）。 

 

２．事後指定の手続 

  

（１）国際登録の名義人は、特許庁ホームページ又はWIPOホームページに掲載する様式

【ＭＭ４】により、議定書第３条の３に規定する領域指定（以下「領域指定」という）を国際登

録の登録後に特許庁長官にすることができます（以下「事後指定」という）。 

                         ［法第６８条の４、法施規第３条］ 

（注）国際事務局へ納付する所定の手数料は、あらかじめ国際事務局へ直接支払わな

ければなりません。                                            ［議８条（２）］ 

 

（２）国際登録の名義人は、事後指定を国際事務局へ直接、若しくは名義人の締約国官庁経

由で手続することが可能です。                                   ［規則２４（２）（ａ）］ 

 

（３）議定書第１４条（５）の宣言を行っている国は、議定書の効果が発生する日前の国際登録

を基に事後指定をすることはできません（注：エストニアは1998年11月18日、ナミビアは

2004年6月30日、トルコは1999年1月1日、フィリピンは2012年7月25日、インドは2013年7月

8日以降の国際登録日を持つ国際登録でなければ事後指定をすることができません）。 

 

３．事後指定の言語 

 

（１）事後指定は、官庁（日本国特許庁）を通じて行う場合は、英語を使用しなければなりませ

ん。                                                     ［法施規様式備考４］ 

 

（２）事後指定を国際登録の名義人が直接国際事務局へ提出する場合には、国際登録の名

義人の選択により英語、仏語又はスペイン語を使用できます。       ［規則６（２）（ｂ）（ｉ）］ 

 

４．様式 

  

（１）事後指定は、日本国特許庁を通じて行う場合には、特許庁ホームページ又はWIPOホー

ムページに掲載する様式【ＭＭ４】により作成しなければなりません。  ［法施規第３条］ 
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（２）事後指定を国際登録の名義人が直接国際事務局へ行う場合には、国際事務局の公式

様式【ＭＭ４】により作成しなければなりません。                 ［規則２４（２）（ｂ）］ 

郵 送 又 は WIPO ホ ー ム ペ ー ジ の 「 Contact Madrid

（https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/）」から提出します。 

（３）国際登録の名義人はWIPOのホームページのツール「E-Subsequent Designation 

（https://www3.wipo.int/osd/index.xhtml）」 により、オンラインで事後指定の請求をし、

クレジットカード又はＷＩＰＯに開設した口座からオンラインで手数料の支払をすることが

できます。 

同ツールの利用方法や同ツールを利用できない場合等の詳細については、INFORM

ATION NOTICE No. 13/2014 （仮訳： http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/koku

sai/e-subsequent.htm）にて、御確認ください。 

 

５．作成要領 

 

事後指定書の作成要領は、本テキスト第２章第３節「国際登録出願書類等の作成上の一

般原則」及び第３章第１節「２．作成要領」を参照し、これに準じて作成してください。 

 

６．事後指定書【ＭＭ４】の各欄の記載要領 

 

（１）「For use by the holder : 名義人による使用欄」 

｢This subsequent designation includes the following number of : この事後指定書は、

以下の枚数の連続用紙を含んでいる｣欄 

（イ）｢continuation sheets : 連続用紙」欄には、追加した「CONTINUATION SHEET」

の枚数を記載してください。 

（ロ）「MM17 forms : ＭＭ１７様式」欄には、欧州連合を指定締約国とし、領域内の先

の国内登録について優先順位の主張をする場合に提出するＭＭ１７の枚数を

記載してください。 

（ハ）｢Holder's reference : 名義人の整理番号」欄には、名義人又は代理人の書類の

整理番号として、ローマ字、アラビア数字若しくは「－」による「書類記号」を記載

することができます。この整理番号は、書類一通につき一つの書類番号を使用

します。記載する場合には、MM2に記載した整理番号と異なる番号を使用して

ください。 

 

（２）｢For use by the Office :官庁による使用欄」 

｢Office’s reference : 官庁の整理番号｣の欄は、名義人の締約国官庁（日本国特許

庁）が「特許庁整理番号」を記載するため、名義人又は代理人は使用できません。 

 

（３）     ：「INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER : 国際登録番号｣ 

［規則２４（３）（ａ）（ｉ）］ 

この欄には、事後指定を行う国際登録の番号を記載してください。 

1 
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事後指定は一つの国際登録ごとに行います。 

 

（４）    ： ｢HOLDER OF THE INTERNATIONAL NUMBER( as recorded in the 

International Register) : 国際登録の名義人(国際登録簿に登録されているもの)｣ 

 

①「HOLDER」には、国際登録簿に登録されている名義人の氏名（名称）及び住所（居

所）を記載してください。 

 

②国際登録簿に登録されている名義人が２名以上いる場合は、１名について第２欄及

び第８欄「SIGNATURE BY THE HOLDER OR HIS REPRESENTATIVE」に記載し、そ

の他の名義人については、名義人１名ごとに、第２欄及び第８欄の全ての項目及び

必 要 事 項 を 「 CONTINUATION SHEET 」 に 記 載 し て く だ さ い 。 （ 第 ６ 欄

「MISCELLANEOUS INDICATIONS」に「その他の表示」を記載する場合は、名義人１

名ごとに必要事項を記載してください。なお、第８欄において、代理人が署名／押印

した場合は、当該欄を名義人１名ごとに記載する必要はありません。）

「CONTINUATION SHEET」を使用する場合には、「see CONTINUATION SHEET」の

ような記載をして、連続用紙があることを示してください。 

 

（５）     ：｢APPOINTMENT OF A (NEW) REPRESENTATIVE : 代理人の選任｣ 

      ［規則３］ 

 

① この欄に代理人の氏名（名称）及び住所（居所）等を記載し、名義人が押印又は署名

することにより、国際事務局に対する事後の手続に関する、名義人の新たな代理人

として選任することができます。                         ［規則３（２）（ａ）］ 

押印又は署名は、日本国特許庁を通じて事後指定を行う場合であって、本件国際登

録出願について日本国特許庁へ先に提出した書類に名義人が押印又は署名したと

きは、当該（直近の）書類で使用したものと同一のものとしてください。印鑑を変更した

場合又は署名者である法人の代表者が変更になった場合は、MM4とともに、印鑑変

更届又は代表者変更届を提出してください（本節８．の記載見本を御参照ください）。 

 

②新たな代理人はこの欄に記載することにより選任することができ、代理権を証明する

書面（委任状等）を提出する必要はありません。 

 

③既に国際登録出願時又は本件手続前に代理人を選任している場合、その者と同じ代

理人であれば、この欄には記載しないでください。 

 

④代理人は１名のみ選任することができます。 

２名以上の代理人を記載した場合でも、筆頭の１名のみが代理人とみなされ、その

旨記録されます。                                             ［規則３（１）(c）］ 

 

⑤代理人の氏名を、「姓→名」の順にローマ字で記載してください。 

また、代理人が法人の場合は、その名称をローマ字に置き換えて、音訳又は英語へ

2 

3 
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翻訳して記載してください。 

 

⑥代理人について記載するときは、その氏名の前に「弁護士」、「弁理士」及び「法定代

理人」等の記載はできません。 

 

（６）     ：｢CONTRACTING PARTIES DESIGNATED SUBSEQUENTLY : 事後に指定さ

れる締約国｣ 

 

①この欄の締約国の前の□内にチェックを入れることにより、事後指定ができます。 

 

②新規締約国で、国コード・国名が記載されていない場合には、｢Others ： ｣の欄に国

コード・締約国名を記載してください。 

 

③欧州連合を指定締約国とする場合、欧州連合の公用語（仏語、独語、イタリア語、

スペイン語）から第二言語を一つ選択しなければなりません。出願言語が英語に

よる国際登録は、英語は選択することはできません。 

 

④米国を事後指定した場合は、「標章の使用意思の宣言書」（ＭＭ１８）の添付が必

要です。 

 

⑤エストニア、ナミビア、トルコ、フィリピン、インドは議定書第１４条（５）の宣言を行っ

ていますので、当該国において議定書の効力が発生する日（エストニア：1998年

11月18日、ナミビア：2004年6月30日、トルコ：1999年1月1日、フィリピン：2012年7

月25日、インド：2013年7月8日）前の国際登録日をもつ国際登録を基に事後指定

をすることはできません。 

 

（７）      ：｢GOODS AND SERVICES CONCERNED BY THE SUBSEQUENT DESIGNATION 

( Check only one box ) : 事後指定に関連する商品及び役務（一つのみ選択）｣ 

 

①第４欄において指定した全ての締約国について、国際登録に係る全ての商品（役務）

を指定するときは、（ａ）の□内にチェックを入れてください。 

 

② 第４欄において指定した全ての締約国について、国際登録に係る商品（役務）の一

部を指定するときは、（ｂ）の□内にチェックを入れてください。この場合、商品（役務）

の区分及び指定商品（役務）は「CONTINUATION SHEET」に記載してください。 

 

③第４欄で指定した締約国で、 

 (i)国際登録に係る全ての商品（役務）を指定する国と、 

 (ii)国際登録に係るうちの一部の商品（役務）を指定する国とが混在している場合に

は、（ｃ）の□内にチェックを入れてください。 

この場合、（ii）の詳細（締約国ごとの商品（役務）の区分及び指定商品（役務））を

「CONTINUATION SHEET」にそれぞれ記載してください。 

4 
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（８）     ：｢MISCELLANEOUS INDICATIONS : その他の表示｣ 

 

国際登録簿に記録されていない項目のみを記載してください。既に国際登録簿に記録されている

場合、新たな表示を記載したとしても、既に記録されている表示が変更されることはありません。 

①（ａ）欄の「Indication concerning the holder (as may be required by certain designated 

Contracting Parties）」は、米国及びシンガポールを事後指定する場合、名義人が自

然人であるときは、国籍を有する国名を記載してください。名義人が法人である場合

は、法人資格を得た国名とともに、法人の種類（法的性質）を例えば「Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ」

のように記載してください。 

 

②（ｂ）欄の「Indication, for each color, of the principal parts of the mark that are in that 

color( as may be required by certain designated Contracting Parties） 」は、特定の指定

締約国が求める場合、色彩の主張に係る標章の主要部分の説明を記載することがで

きます。 

 

③(ｃ)欄の「Translation of the mark(as may be required by certain designated Contracting 

Parties )」には、特定の指定締約国が求める場合であって、標章が翻訳できる言語で

構成されている、又は翻訳できる言語を含んでいるときは、英語、仏語又はスペイン

語若しくは３つの言語への翻訳を記載することができます｡     ［規則２４（３）（ｃ）］ 

シンガポール、米国を指定して、標章が英語本来の意味合いを持たない場合は、（d）

にチェックを入れる場合を除き、記載する方が望ましいです。 

 

④（ｄ）欄の「If the words contained in the mark have no meaning (and therefore cannot be 

translated), check this box □」は、標章に含まれている文字が意味を持たない造語で

ある旨を表明する場合には□内にチェックを入れてください。 

 

⑤（e）欄の「Voluntary description of the mark (any description of the mark by words, 

including the description contained in the basic application or registration, if you were not 

required to provide this description in item 9(e)(i) of the international application form 

MM2)」は、任意の標章の記述を記載することができます。 

 

 

 

（９）     ：「DATE OF EFFECT OF THE SUBSEQUENT DESIGNATION ： 事後指定

の効力日」に関し、 

 

①（ａ）欄は、国際登録の更新後に事後指定の効力が発効することを請求する場合に□

内にチェックを入れてください。 

 

②（ｂ）欄は、名称変更、名義変更等の変更の記録又は取消の記録後に事後指定の効

力が発効することを希望する場合に□内にチェックを入れ、かつ、当該変更の記録

6 

7 
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の申請を特定する情報を記載してください。      ［規則２４（３）（c）(ii)及び

(6)(d)］ 

 

 

（１０）     ：「SIGNATURE BY THE HOLDER AND/OR HIS REPRESENTATIVE ： 名義人及び/

又は代理人の署名」 

 

この欄には、名義人又は代理人の記名及び押印又は署名をしてください。 

記名は、国際登録簿に記録されているもの又は第３欄に記載したものと同一のものを

記載してください（法人の場合は、署名した者の氏名を記載するわけではなく、国際登録

簿に記録されている法人の名称を記載してください）。 

押印又は署名は、日本国特許庁を通じて事後指定を行う場合であって、本件国際登録

出願について日本国特許庁へ先に提出した書類に押印又は署名した者が、MM４の本欄

に押印又は署名をするときは、当該（直近の）書類で使用したものと同一のものとしてくだ

さい。印鑑を変更した場合又は署名者である法人の代表者が変更になった場合は、MM4

とともに、印鑑変更届又は代表者変更届を提出してください（本節８．の記載見本を御参

照ください）。 

 

（１１）     ：「DATE OF RECEIPT AND DECLARATION BY THE OFFICE OF THE 

CONTRACTING PARTY OF THE HOLDER PRESENTING SUBSEQUENT 

DESIGNATION（Where the subsequent designation is presented through an Office） ： 事

後指定書を提出する名義人の締約国官庁による事後指定書の受理日及び官庁による

宣言(事後指定書が官庁を通じて提出される場合)｣ 

 

この欄は、事後指定が名義人の締約国官庁（日本国特許庁）を通じて提出された場合、

日本国特許庁が受理日を記載します。 

 

  

8 
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（１２）     ：「DATE OF RECEIPT AND DECLARATION BY THE OFFICE OF THE CONTR

ACTING PARTY OF THE HOLDER PRESENTING THE SUBSEQUENT DESIGNATION (w

here the subsequent designation is presented through an Office) ： 事後指定書を受理した締約国

官庁の宣言」 

 

この欄は、事後指定が日本国特許庁（本国官庁）を通じて提出された場合、日本国特

許庁が官庁名を記載するとともに押印又は署名をします。 

 

（１３）｢FEE CALCULATION SHEET ： 手数料計算シート」 

 

事後指定に関連して、国際事務局に支払わなければならない手数料の支払方法及び

支払額を記載する手数料計算シートです。 

 

（ａ）｢INSTRUCTION TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT ： 当座口座引き落と

しの指示」には、 

名義人が国際事務局に口座を開設し、その口座から手数料の必要な額を引き落と

す場合は、□内にチェックを入れ、かつ、｢Holder of the account ： 口座の名義人」、

｢Account number ： 口座番号」及び｢Identity of the party giving the instructions ： 口

座引き落とし指示者」をそれぞれ記載してください。 

 

（注）なお、この（ａ）欄にチェックを入れた場合、以下の（ｂ）及び( c)欄の記載は不要

です。 

 

（ｂ）｢AMOUNT OF FEES ： 料金の額」 

                                                                

①｢Basic Fee（Swiss francs） : 基本手数料」には、３００（ｽｲｽﾌﾗﾝ）を記載してくださ

い｡ 

 

②｢Complementary Fees ： 付加手数料」には、付加手数料が適用される「指定国の

数」に「付加手数料の１００（ｽｲｽﾌﾗﾝ）」を乗じた額を記載してください。 

 

③｢Individual Fees ： 個別手数料｣には、｢個別手数料｣を徴収することを宣言してい

る締約国を指定する場合には、締約国の名称及び個別手数料の額(ｽｲｽﾌﾗﾝ）を

記載してください。 

 

④「Total individual fees」の欄に個別手数料の合計を、「GRAND TOTAL」の欄に総

合計額をそれぞれ記載してください。 

 

⑤個別手数料に関する情報は、国際事務局が発行する公報で公表するとともに

WIPOのホームページ「http://www.wipo.int/madrid/en｣に掲載されていますので

御確認ください。Fee Calculatorも御利用いただけます。 

 

10 
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（ｃ）｢METHOD OF PAYMENT ： 支払方法」 

 

「Identity of the party effecting the payment : 」では、上記手数料の、 

（ｉ）手数料を支払う者（名義人、代理人）の氏名（名称）を記載してください。 

（ｉｉ）次に、支払方法の区分に従い該当箇所の □内にチェックを入れ、かつ、

右欄に必要な事項を記載してください。 

「Payment received and acknowledged by WIPO ： WIPOにより受領・確認さ

れた支払」欄 

支払いに対して既にWIPOにより受領書を受け取っている場合には、受領書

の番号を記載してください。 

 

（注） 外国送金依頼書等で国際事務局へ手数料を支払うときは常に、支払に係る

国際登録番号や支払の目的を明示しなければなりません。なお、事後指定書

には、受取人への連絡事項欄に、事後指定書である旨（申請の種類を特定する

コード「EX」で特定可 http://www.wipo.int/madrid/en/fees/abbreviation.html）、

名義人及び国際登録番号を記載してください。 

 

手数料計算シートに記載した手数料の満額が国際事務局の口座に入金され

るよう、振込みを行ってください。また、国際事務局に支払う手数料の外国送金

に際しては、振込先（国際事務局）銀行分の手数料の支払いは不要ですが、手

続銀行における外国送金手数料の他、国際事務局の口座に振り込まれるまで

の中継銀行における手数料は振込者（名義人あるいは代理人）の負担となりま

す。詳細は、御利用になる金融機関にお問い合わせください。 

 

なお、「Payment made to WIPO postal account ： WIPO郵便口座への支払」

は、欧州圏内のみ利用可能であり、日本からの振込みには利用できませんの

で御注意ください。 
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７．事後指定時に行う日本国特許庁への手数料納付方法 

 

特許印紙を貼るときは別のＡ４の用紙に貼り、その下にその額を括弧して記載するととも

に、名義人の氏名（名称）、国際登録番号、書類記号及び提出日を記載してください。 

 

 

（記載見本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

（注）用紙はＡ４判で作成してください。 

 

 

dd/mm/yyyy 

 

Holder's name: 

International registration number: 

Holder's reference: 

 

 

 

 

 

 

（４，２００Yen） 

特許印紙 特許印紙 特許印紙 
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８．事後指定書と同時に提出する印鑑変更届及び代表者変更届 

 

事後指定書【ＭＭ４】を日本国特許庁を通じて提出する場合であって、印鑑変更届及び代表者変

更届を提出する必要がある（本節６．（１０）参照）ときは、次の見本を参考に作成してください。 

 

（印鑑変更届 記載見本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）用紙はＡ４判で作成してください。 

（注２）「２．印鑑を変更する者」の「住所又は居所」及び「氏名又は名称」は、国際登録簿 

に記録されたとおりに記載してください。 

 
 

  

 

印鑑変更届 

 

平成  年  月  日 

 

特許庁長官 殿 

 

１．事件の表示 

国際登録番号 

手続者が付した書類記号・番号 

基礎出願番号 

基礎登録番号 

 

２．印鑑を変更する者  

    住所（居所） 4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8951  

Japan 

    氏名（名称） HATSUMEI Corporation 

   （代表者） TOKKYO Jiro 

新印鑑 ○印  
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（代表者変更届 記載見本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）用紙はＡ４判で作成してください。 

（注２）「２．手続をした者」の「名称」及び「住所又は居所」は、国際登録簿に記録されたと 

おりに記載してください。 

（注３）代理人がいない場合には、「届出の内容」を項番３に繰り上げてください。 
 

 

 

 

 

 

 
代表者変更届 

 
平成  年  月  日 

 
特許庁長官 殿 
 
１．事件の表示 

国際登録番号 
手続者が付した書類記号・番号 
基礎出願番号 
基礎登録番号 

 
２．手続をした者 

住所（居所） 4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 

100-8951 Japan 

名称     HATSUMEI Corporation 
新代表者 NIHON Hanako       （印 又は 署名） 

 
３．代理人 

住所（居所） c/o Madpro Patent and Trademark Office, 7-1, 

            Nagata-cho 5-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8951 

Japan 

氏名（名称） KOKUSAI Taro       （印 又は 署名） 

 
４．届出の内容 

代表者（出願人）TOKKYO Jiroを NIHON Hanako に変更します。 
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第５節 事後指定時の「標章を使用する意思の宣言書」【ＭＭ１８】の作成 

 

１．「標章を使用する意思の宣言書」の記載要領 

 

第３章第２節「２．「標章を使用する意思の宣言書」の記載要領」参照 

 

２．「国際事務局により要求される情報」欄 
 

この欄は、事後指定書【ＭＭ４】と一緒に提出する時は記載する必要がありません。 

ただし、事後指定書とは別に国際事務局へ直接送付する場合には、この欄に必要事

項を記載しなければなりませんので御注意ください。 

 

３．「宣言書」に関する国際事務局の取扱いについて 

 

（１）国際事務局が、米国を指定する事後指定書を受理した時に、標章を使用する意思の宣

言書が添付されていない場合、又は必要条件を満たしていない場合、国際事務局は名

義人に（事後指定書が本国官庁によって提出された場合は、本国官庁にも）欠陥がある

旨を通知します。 

なお、欠陥通報の日付より３ヶ月の間、欠落、又は訂正された宣言書の国際事務局

への提出が認められています。 

 

（２）欠陥がこの３ヶ月の間に訂正された場合、その事後指定書の日付は、指定した全ての事

後指定国に関し、欠落、又は訂正された宣言書を国際事務局が受理した日となります。た

だし、事後指定書が本国官庁によって提出され、本国官庁が事後指定書を受理した日か

ら２ヶ月以内に、国際事務局が、欠落、又は訂正された宣言書を受理した場合、その事後

指定書は本国官庁に受理された日付を保つことができます。 

 

（３）欠陥がこの３ヶ月の間に訂正されない場合、事後指定書全て（米国を含む事後指定され

た全ての国）が放棄されたものとみなされます。 

この場合、国際事務局は基本手数料の半額（１５０スイスフラン）を差し引いた後の支払

われた全ての料金を払い戻します。 
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第６節 事後指定時の「優先順位の主張」【ＭＭ１７】の作成 

 

１．「優先順位の主張」の申請 

 

出願時と同様に、事後指定で欧州連合を指定締約国とする場合で、欧州連合の加盟国内

において既に登録されている商品（役務）と、同一若しくはそれらを含む商品（役務）につい

て、同一の標章を欧州連合を指定して出願する時に、先の国内商標登録の優先順位を主張

する場合には【ＭＭ４】と同時に申請を行います。

 

（１）国際事務局へ支払う手数料 ：                   免除 

 

（２）その他効果等については、願書提出時の優先順位の主張と同様ですので詳細は、テキ

スト第３章第３節を御覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 71 －



ＭＭ１１                                             第４章 国際登録出願の後に行う手続 

72 

第７節 国際登録の存続期間の更新申請 【ＭＭ１１】 

 

１．国際登録の更新                    ［議７条、並びに、規則第２９、３０及び３１］ 
 

（１）国際登録は、所定の手数料を支払うことにより当該存続期間の満了から、さらに１０年の

期間にわたって更新することができます。 

 

（２）更新は、更新手数料を支払うことによって単に国際登録の保護期間を延長するための

手続として扱われるため、更新手続に国際登録に関する変更を含めることはできません。 

したがって、名義人の氏名（名称）又は住所（居所）若しくは商品（役務）等に関する変

更は別途手続をする必要があります。 

 

（３）国際事務局は、存続期間の満了の６ヶ月前に、国際登録の名義人及び代理人（存在す

る場合）に非公式の通知を送付して、正確な満了日について注意を喚起します。（ただし、

非公式の通知書が名義人（又は代理人）の手に渡らなかったために、期日までに手数料

を支払うことができなかったという理由は一切認められません。）   「議７条（３）、規則２９」 

 

（４）規則で定める割増手数料を支払うことを条件として、存続期間の満了から６ヶ月の猶予

期間が国際登録の更新について認められます。 

 

※割増手数料＝更新基本手数料の５０％の追加手数料            ［規則３０（１）（ａ）］ 

 

２． 更新の対象・範囲 

 

（１）更新できる対象・範囲 

①原則として、規則１８の３に規定する指定国による最終処分において、保護の拒

絶が国際登録簿に記録されていない商品・役務（例えば、指定国による最終処

分において保護が認容されている商品・役務）が更新されます。なお、規則１

７（５）（e）に規定する宣言をした締約国（中国、マダガスカル、及びガンビア）

の官庁により送付された職権による暫定的拒絶通報は、規則１８の３に規定す

る最終処分に相当する声明を含むものとみなされます。 

②ただし、規則１８の３に規定する指定国による最終処分において一部又は全部の

指定商品・役務について保護の拒絶が国際登録簿に記録されている場合であっ

ても、これらの拒絶する旨の決定に対する司法・行政上の抗告手続が指定国に

おいて継続中である等により、保護が拒絶された商品・役務についても更新す

ることを希望する場合は、保護が拒絶された部分を含む全ての商品・役務につ

いて国際登録を更新することができます。 

 

（２）更新できない対象・範囲及び指定締約国 

①国際登録簿に全部無効（Total  Invalidation）の記録がなされている指定締約国 

②保護の放棄(Renunciation)が国際登録簿に記録されている指定締約国 

③一部取消し（Partial Cancellation）が記録されている場合には、いずれの指定締約国
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についても当該取り消された商品・役務の更新を請求することはできません。 

④一部無効（Partial Invalidation）が国際登録簿に記録されている指定締約国について

は、無効が記録されている商品・役務については更新することができません。 

⑤指定商品・役務リストの限定（Limitation）が、国際登録（Registration）、事後指定 

（Subsequent Designation）又は限定（Limitation）の請求を通して国際登録簿に記録さ

れている指定締約国に関しては、限定されたリストに含まれない商品・役務につい

ては更新することができません。 

 

３．更新手数料(適正額)の計算における注意点 

 

国際事務局に対して支払う更新手数料は、基本手数料、付加手数料、並びに、追加手

数料又は個別手数料があります（本テキスト第５章第２節３．を御参照ください）。 

 

個別手数料及び追加手数料の計算に際しては、以下の点に御注意ください（Madrid 

Highlight (No.4/2014) 参照）。 

 

（１）個別手数料の徴収を宣言していない指定締約国 

更新期日の時点で国際登録簿に記録されているメイン・リストの区分数で追加手数

料の適正額を計算する必要があります。すなわち、指定締約国に係る無効、限定又は

最終決定は、追加手数料 (Supplementary Fees)の計算に影響しませんが、他方、一部

取消し（Partial Cancellation）の記録により取り消された区分については、国際登録簿か

ら取り除かれていますので、追加手数料の計算には含めません。 

なお、個別手数料の徴収を宣言していない指定締約国については、別途、付加手

数料（Complementary Fee）が国の数に応じてかかります。 

 

(２)個別手数料を徴収する指定締約国 

個別手数料を徴収する指定締約国別に、更新される商品・役務の区分数により個別

手数料の適正額を計算します。すなわち、指定国による最終処分（規則１８の３）におい

て保護が認容された商品・役務のみ更新する場合には、認容された区分数で個別手数

料を計算します。指定国による最終処分において保護が拒絶された商品・役務を含む

全ての商品・役務を更新する場合には、全ての区分数で個別手数料を計算します（上

記２（１）参照）。 

ただし、一部取消し（Partial Cancellation）、当該締約国に係る一部無効（Partial 

Invalidation）、限定（Limitation）が記録されている場合は、更新されない商品・役務の区

分については個別手数料の計算において考慮されません（上記２（２）参照。）。  

 

（３）更新にかかる個別手数料は頻繁に変更されます。また、更新手数料をいつ国際事務局

に支払うかにより、適用される個別手数料の額が決定されます。従いまして、手数料を計

算する際には、どの手数料額が適用されるかに十分注意してください（Fee Calculators

で計算する場合は、“For date”において適切な日付を選択してください）。(更新手数料

をいつ国際事務局に支払うか、については下記「５．更新申請の時期」を参照してくださ

い) 
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４．更新申請の手続 

 

（１）国際登録の名義人は、国際登録の存続期間の更新の申請を、直接国際事務局へ提出

することができます。更新は、ＭＭ１１又は書簡による申請が可能です。 

国際事務局へ納付する所定の手数料は、国際事務局へ直接支払わなければなりませ

ん。  

また、国際登録の名義人は、国際事務局のホームページから、オンラインによる更新

手続（Madrid E-Renewal Service： https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/）が可能と

なっており、国際事務局はMadrid E-Renewal Serviceの利用を推奨しています

（INFORMATION NOTICE NO. 10/2015）。手数料の支払は、クレジットカード、又は現

在WIPOに開設されている口座からの引き落としで行うことができます。以下の３社のカ

ードが利用可能です。利用手数料は国際事務局が負担します。 

 

・ＶＩＳＡ 

・マスター 

・アメリカン・エキスプレス（ＡＭＥＸ） 

 

ただし、Madrid E-Renewal Serviceは、最終処分において一部商品・役務について保

護が拒絶されている指定締約国に関して、保護が拒絶された商品・役務を含む全ての商

品・役務について国際登録を更新する場合には、利用することができません。このような

場合は書面での更新請求（ＭＭ１１等）及び手数料納付を行ってください。 

 

（２）国際登録の名義人は、様式【ＭＭ１１】により、議定書７条（１）に規定する国際登録の存

続期間の更新（以下「国際登録の存続期間の更新」という。）の申請を特許庁長官にするこ

とができます。ただし、日本国特許庁を経由する場合でも、存続期間満了までに申請書

が国際事務局に到達する必要があります。国際登録の存続期間の満了日までの期間が

１ヶ月未満である場合は、国際事務局に直接提出していただくようお願いします。  

    ［法第６８条の５、法施規第１０条の２］ 

（注）国際事務局へ納付する所定の手数料は、あらかじめ国際事務局へ直接支払わな

ければなりません。また、特許庁におけるＭＭ１１の受領日には何ら法的な効果は

ありませんので御注意ください。特許庁へのＭＭ１１の提出をもって更新の手続が

完了したことにはなりません。 
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５．更新申請の時期 

 

（１）「国際登録は、遅くとも国際登録の更新がなされるべき日に、所定の更新手数料の支払

により、更新されるものとする」と規則３０に規定されており、更新申請のできる開始時期に

関する規定は特に定められていません。更新手数料は各国通貨とスイスフランとの為替

変動等で変更する場合がありますので、支払う時点での手数料を確認する必要がありま

す（手数料は、原則、国際事務局が所定の更新手数料を受領した日に、支払われたもの

とみなされます）。                          [規則３０、３４（６）及び（７）(d)] 

 

（２）しかしながら、存続期間の満了日の３ヶ月以上前に手数料が支払われた場合には、存

続期間の満了日の３ヶ月前に支払われたものとして扱われます。例えば、手数料を存続

期間の満了日の６ヶ月前に支払ったが、その後手数料の改定により既に支払った手数料

が存続期間満了日の３ヶ月前の時点で有効な手数料額より不足する場合は、手数料の追

納が必要となります。                                        ［規則３０（１）（ｂ）］ 

 

（注）オンラインで更新手続をする場合、国際事務局へ口座を開設している場合は６ヶ月前から

更新手続ができます。カードによる支払の場合は、３ヶ月前から更新手続ができます。 

 

（注）特許庁HP「ホーム > 制度・手続 > 国際出願 > 【商標の国際出願】マドリッド協定議定書

による国際出願に関して > マドリッド協定議定書に関するQ&A」に、更新時の支払に関連

して、よくある質問を掲載しています。 

 

６．更新申請の言語 

 

（１） 更新申請は、日本国特許庁（本国官庁）を通じて行う場合には英語を使用しなければな

りません。                                               ［法施規様式備考４］ 

 

（２） 更新申請を名義人が直接国際事務局へ提出する場合には、名義人の選択により英語、

仏語又はスペイン語を使用できます。                            ［規則６（２）（ｉ）］ 

 

国際登録日
(a)3月前

の日
国際登録の

満了日

割増手数料（＊）を支払

うことにより、更新可能。

＊更新基本手数料の

50％の追加手数料

(a)の日付より前に更新手数料を

支払った場合、(a)の時点で支払

われたものと扱われます。

更新手数料支払後(a)までの間に、

手数料改定が行われ、既に支

払った手数料額が(a)の時点で有

効な手数料額より不足する場合

は、追納が必要となります。

支払日に

有効な

手数料の額

3月以内 6月以内
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７．様式 

 

（１） 更新申請は、日本国特許庁（本国官庁）を通じて行う場合には、特許庁ホームページ又

はWIPOホームページに掲載する様式【ＭＭ１１】により作成しなければなりません。 

                        ［法施規第１０条の２］ 

 

（２）更新申請を名義人が直接国際事務局へ行う場合、公式様式は定められていませんが、

非公式の様式【ＭＭ１１】:「RENEWAL OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION」を使

用することができます。 

 

８．作成要領 

 

更新申請書の作成要領は、本テキスト第２章第３節「国際登録出願書類等の作成上の一

般原則」及び第３章第１節「２．作成要領」を参照し、これに準じて作成してください。 

 

９．更新申請書【ＭＭ１１】の各欄の記載要領 

 

（１）「For use by the holder : 名義人による使用欄」 

 

①「This renewal contains the following number of continuation sheets : この更新申請は、

以下の数の連続用紙を含んでいる。」 この欄には、「CONTINUATION SHEET」の

枚数を記載してください。 

 

②｢Holder's reference : 名義人の整理番号」 

この欄には、名義人又は代理人の書類の整理番号として、ローマ字、アラビア数字

若しくは「－」による「書類記号」を記載することができます。この整理番号は、書類一

通につき一つの書類番号を使用します。 

ＭＭ２等、他の書類に記載した整理番号と異なる番号を使用してください。 

 

（２）｢For use by the Office : 官庁による使用欄」 

 

｢Office’s reference : 官庁の整理番号」 

この欄は、本国官庁（日本国特許庁）が「特許庁整理番号」を記載するため、名義人

又は代理人は使用できません。 

 

【願書の記載に準じますので、詳細は本テキスト第３章第１節４．を御覧ください。】 

 

（３）    ：「INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER : 国際登録番号」 

 

更新する国際登録番号を記載してください。 

 

（４）    ：「NAME OF THE HOLDER (as recorded in the International Register) ： 名義人2 

1 
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の氏名（名称）（国際登録簿に登録されているとおり）」 

  

①国際登録簿に登録されている名義人の氏名（名称）を記載してください。 

 

②国際登録名義人が２名以上いる場合は、１名について第２欄及び第５欄

「SIGNATURE」に記載し、その他の名義人については、名義人１名ごとに第２欄及び

第５欄の全ての項目及び必要な事項を「CONTINUATION SHEET」に記載してくださ

い。（第５欄において、代理人が署名／押印した場合は、第２欄のみで結構です。）

「CONTINUATION SHEET」を使用する場合には、「see CONTINUATION SHEET」の

ような記載をして、連続用紙があることを示してください。 

 

（５）   ： ：｢CONTRACTING PARTIES FOR WHICH RENEWAL IS REQUESTED : 更新請求締

約国｣ 

 

本テキストの様式集（MM様式） ３．国際登録の更新の申請書【ＭＭ１１】において、

記載見本、参考訳及び注意事項を記載しましたので、御覧ください。 

 

（６）    ： 「 RENEWAL FOR ALL GOODS AND SERVICES IN RESPECT OF 

CONTRACTING PARTIES WHERE PROTECTION HAS BEEN PARTIALLY REFUSED, 

FOLLOWING THE RECORDING OF A STATEMENT SENT UNDER RULE 18TER OF 

THE COMMON REGULATIONS ：共通規則第１８規則の３に基づく保護の一部拒絶声

明が国際登録簿に記録された締約国についての全ての商品・役務の更新」 

 

本テキストの様式集（MM様式） ３．国際登録の更新の申請書【ＭＭ１１】において、

記載見本、参考訳及び注意事項を記載しましたので、御覧ください。 

 

 （７）      ：「SIGNATURE : 署名」には、 

 

①更新申請は、日本国特許庁（本国官庁）を通じて行う場合には、日本国特許庁が押印

又は署名しますので、第５欄は空欄にしてください。 

 

②更新申請を名義人が直接国際事務局へ提出する場合には、名義人、（存在すればそ

の代理人）が押印又は署名します。 

 

（８） ｢FEE CALCULATION SHEET ： 手数料計算シート」 

 

更新申請に関連して、国際事務局に支払わなければならない手数料の支払方法及び

支払額を記載する手数料計算シートです。 

 

（ａ）｢INSTRUCTION TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT ： 当座口座引き落と

しの指示」 

 

3 

4 

5 
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名義人が国際事務局に開設した口座から手数料の必要な額を引き落とす場合は、 

□の内にチェックを入れ、かつ、 

｢Holder of the account ： 口座の名義人」、｢Account number ： 口座番号｣及び 

｢Identity of the party giving the instructions : 口座引き落とし指示者」をそれぞれ記

載してください。 

 

（注）なお、この（ａ）欄にチェックを入れた場合、以下の（ｂ）（c）欄の記載は不要で

す。 

 

（ｂ）｢AMOUNT OF FEES ： 料金の総額」 

 

ＷＩＰＯのオンラインツールFee Calculatorにおいて、ピックリスト「Type」から

「Renewal」を選択することにより、手数料の額を計算することができます。 

 

①｢Basic Fee（653 Swiss francs） ： 基本手数料(653 ｽｲｽﾌﾗﾝ)」には、「６５３」（ｽｲｽﾌ

ﾗﾝ）を記載してください。 

 

②「Where applicable、surcharge for the grace period (326.50 Swiss francs) : 該当す

る場合、猶予期間の追加手数料(326.50ｽｲｽﾌﾗﾝ)」には、「３２６．５０」（ｽｲｽﾌﾗﾝ）

を記載してください（存続期間中に手続をする場合は、記載は不要です）。 

 

（注）６ヶ月の猶予期間に更新申請を行う場合には、基本料金とは別に、 

３２６．５０スイスフランの追加手数料が必要となります。 

 

③｢Complementary Fees ： 付加手数料｣には、付加手数料が適用される「指定国

の数」に「付加手数料の１００（ｽｲｽﾌﾗﾝ）」を乗じた額を記載してください。 

 

④「Supplementary Fees : 追加手数料｣には、「３を超える商品及び役務の区分の数」

に「追加手数料の１００（ｽｲｽﾌﾗﾝ）」を乗じた額を記載してください。本節 ３．更

新手数料(適正額)の計算における注意点 を御確認ください。 

 

⑤付加手数料及び追加手数料に代えて、｢Individual Fees ： 個別手数料｣の受領

を宣言している締約国を指定する場合には、指定締約国名及び締約国ごとに定

められている個別手数料の額（ｽｲｽﾌﾗﾝ）を記載してください。本節 ３．更新手

数料(適正額)の計算における注意点 を御確認ください。 

 

⑥「Total individual fees」の欄に個別手数料の合計を、「GRAND TOTAL」の欄に総

合計額をそれぞれ記載してください。 

 

⑦個別手数料に関する情報は、国際事務局が発行する公報で公表するとともに

WIPOのホームページ(*)に掲載されていますので御確認ください。 

（*http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html） 
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また、WIPOホームページに手数料計算を行うためのツール（Fee Calculator）が掲載されて

いますので、手数料計算を行う際には併せて御利用ください。 

（Fee Calculator  http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp） 

 

（ｃ）｢METHOD OF PAYMENT ： 支払方法」 

 

①「Identity of the party effecting the payment : 支払を行う当事者の身元」では、上

記手数料を支払う者（名義人、代理人）の氏名（名称）を記載してください。 

（注）国際事務局は手数料が不足していると判断した場合、又は更新申請が放

棄され、あるいは取り下げられ、全額又は一部を返却すると判断した場合、国際

事務局が通知を行うのは、この支払を行う当事者になります。したがって、誰が

手数料を支払うのか識別できることが必要です。 

 

②手数料の支払方法として該当する□内に×点を付し、必要な事項を記載してく

ださい。 

（注）外国送金依頼書等で国際事務局へ手数料を支払うときは常に、支払に係

る国際登録番号や支払の目的を明示しなければなりません。なお、更新申請に

は、受取人への連絡事項欄に、更新申請である旨（申請の種類を特定するコー

ド「RE」で特定可 http://www.wipo.int/madrid/en/fees/abbreviation.html）、名義

人及び国際登録番号を記載してください。 

 

（注）日本国特許庁を経由する場合でも、存続期間満了までに申請書が国際事務

局に到達する必要があります。国際登録の存続期間の満了日までの期間が１ヶ

月未満である場合は、国際事務局に直接提出していただくようお願いします。 

 

手数料計算シートに記載した手数料の満額が国際事務局の口座に入金され

るよう、振込みを行ってください。また、国際事務局に支払う手数料の外国送金

に際しては、振込先（国際事務局）銀行分の手数料の支払いは不要ですが、手

続銀行における外国送金手数料の他、国際事務局の口座に振り込まれるまで

の中継銀行における手数料は振込者（名義人あるいは代理人）の負担となりま

す。詳細は、御利用になる金融機関にお問い合わせください。 

 

なお、「Payment made to WIPO postal account ： WIPO郵便口座への支払」

は、欧州圏内のみ利用可能となり、日本からの振込みには利用できませんので

御注意ください。 
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１０．更新申請時に行う日本国特許庁への手数料納付方法 

 

特許印紙を貼るときは別のＡ４の用紙に貼り、その下にその額を括弧して記載するととも

に、名義人の氏名（名称）、国際登録番号、書類記号及び提出日を記載してください。 

 

 

（記載見本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）用紙はＡ４判で作成してください。 

dd/mm/yyyy 

 

Holder's name: 

International registration number: 

Holder's reference: 

 

 

 

（４，２００Yen） 

特許印紙 特許印紙 特許印紙 
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第８節 国際登録の名義人の変更の記録の請求 【ＭＭ５】 

 

１．名義人の変更の記録の請求                                              ［議９条］ 

 

（１）議定書第９条に規定する国際登録の名義人の変更の記録の請求は、国際登録の名義

人である者又は関係する官庁の職権若しくは利害関係人により、国際事務局に請求し国

際登録簿に記録します。 

 

（２）国際事務局は、その国際登録が効力を有する領域における締約国の全部又は一部に

ついて及び当該国際登録に指定されている商品及び役務の全部又は一部について、当

該国際登録の所有権の変更を国際登録簿に記録します。 

 

（３）新名義人（譲受人）は議定書第２条（１）の規定に基づき、国際登録出願をする資格を有

する者（議定書締約国国民又は締約国内に住所・居所を有する者）である場合に限りま

す。 

 

（４）名義人の変更の記録の請求は、国際事務局へ直接又は本国官庁（日本国特許庁）経由

で国際事務局へ提出します。 

日本国特許庁経由で国際事務局へ名義人の変更の手続を行える者は、名義人（譲渡

人）又は譲受人が日本国民又は日本国内に住所若しくは居所）（法人にあっては営業所）

を有する者です。 

 

２．名義人の変更の記録の請求手続 

 

（１）国際登録の名義人又はその譲受人は、特許庁ホームページ又はWIPOホームページ

に掲載する様式【ＭＭ５】により、名義人の変更の記録の請求を特許庁長官にすることが

できます。   

［法第６８条の６、法施規第９条の２］ 

 

（注）国際事務局へ納付する所定の手数料は、あらかじめ国際事務局へ直接支払わなけ

ればなりません。                                               ［議８条（２）］ 

 

（２）国際登録の名義人の変更の記録の請求は、国際登録の名義人又は日本国特許庁によ

り国際事務局へ提出することができます。                         ［規則２５（１）（ｂ）］ 

 

３．名義人の変更の記録の請求の言語 

 

（１） 名義人の変更の記録の請求は、日本国特許庁を通じて行う場合には、英語を使用しな

ければなりません。                                        ［法施規様式備考４］ 

 

（２） 名義人の変更の記録の請求を直接国際事務局へ提出する場合には、名義人の選択に

より、英語、仏語又はスペイン語を使用できます。                   ［規則６（２）（ｉ）］ 
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４．様式 

 

（１）名義人の変更の記録の請求は、本国官庁（日本国特許庁）を通じて行う場合には、特許

庁ホームページ又はWIPOホームページに掲載する様式【ＭＭ５】により作成しなければ

なりません。                          ［法第６８条の６、法施規第９条の２］ 

 

（２）国際登録の名義人が直接国際事務局へ手続を行う場合には、国際事務局の公式様式

【ＭＭ５】：「REQUEST FOR THE RECORDAL OF A CHANGE IN OWNERSHIP」により作

成しなければなりません。                            ［規則２５（１）（ａ）］ 

 

５．作成要領 

 

名義人の変更の記録の請求の作成要領は、本テキスト第２章第３節「国際登録出願書類等

の作成上の一般原則」及び第３章第１節「２．作成要領」を参照し、これに準じてください。 

 

６．名義人の変更の記録の請求【ＭＭ５】の記載要領 

 

（１）「For use by the holder : 名義人による使用欄」 

 

①「This request contains, the following number of continuation sheets : この申請は、

以下の数の連続用紙を含んでいる。」には、「CONTINUATION SHEET」の枚数を

記載してください。 

 

②｢Holder/new owner’s reference ： 名義人/新名義人の整理番号｣ 

この欄には、名義人又は代理人の書類の整理番号として、ローマ字、アラビア数字

若しくは「－」又はその組み合わせによる「書類記号」を記載することができます。この

整理番号は、書類一通につき一つの書類番号を使用します。記載する場合には、Ｍ

Ｍ２等、他の書類に記載した整理番号と異なる番号を使用してください。 

 

（２）｢For use by the Office ：官庁による使用欄」 

  

｢Office’s reference : 官庁の整理番号｣ 

この欄は、日本国特許庁（本国官庁）が｢特許庁整理番号」を記載するため、名義人

又は代理人は使用できません。 

 

（ ３ ）    ： 「 INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER (S) (several international 

registrations may be indicated below, provided that all registrations concerned are the 

subject of a total change in ownership, as provided for in item 6 ( a ) ）」 

 

①この欄には、名義人を変更する国際登録番号を記載します。 
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②各国際登録について譲渡人、譲受人が同一であり、かつ、名義人の変更が、全ての

商品及び役務に関するものであって、全ての指定締約国に適用する場合には、この

欄に国際登録番号を複数記載することにより、一つの手続で請求することができます。

第６欄（ｂ）に該当する（本請求書が所有権の一部変更に係るものである）場合には、

複数の国際登録番号を記載することはできません。 

 

（４）    ：「NAME OF THE HOLDER (TRANSFEROR) (as recorded in the International 

Register) ： 名義人（譲渡人）（国際登録簿に記録されている者）」 

 

①国際登録簿に記録されている名義人の氏名（名称）を記載してください。 

 

②国際登録簿に記録されている名義人が２名以上いる場合は、１名について第２欄及

び 第 ８ 欄 「 SIGNATURE BY THE HOLDER (TRANSFEROR) AND/OR HIS 

REPRESENTATIVE」に記載し、他の名義人については、第２欄及び第８欄の全ての

項目及び必要事項を「CONTINUATION SHEET」に記載してください。（第８欄にお

い て 、 代理人が 署名／ 押印し た 場合は 、 第２ 欄の み で 結構で す 。 ）

「CONTINUATION SHEET」を使用する場合には、「see CONTINUATION SHEET」の

ような記載をして、連続用紙があることを示してください。 

 

（５）    ：「NEW OWNER（TRANSFEREE） ： 新名義人（譲受人）」 

 

(a)｢Name ： 氏名（名称）｣には、新名義人（譲受人）の氏名（名称）を記載してください。 

 

①譲受人が自然人の場合は、氏名を「姓→名」の順にローマ字で記載してくださ

い。 

②また、譲受人が法人の場合は、名称をローマ字に置き換えて、音訳又は英語へ

翻訳して記載してください。 

③譲受人が２名以上いる場合は、１名について第３欄、第４欄「ENTITLEMENT OF THE 

NEW OWNER (TRANSFEREE) TO BE THE HOLDER OF THE INTERNATIONAL 

REGISTRATION」、及び第７欄「MISCELLANEOUS INDICATIONS」、並びに、必要が

あれば第５欄に記載し、その他の譲受人については、譲受人ごとに、第３欄、第４欄、

及び第７欄並びに、必要があれば第５欄の全ての項目及び必要事項を

「CONTINUATION SHEET」に記載してください。「CONTINUATION SHEET」を使用

する場合には、「see CONTINUATION SHEET」のような記載をして、連続用紙がある

ことを示してください。 

 

(b)｢Address : 住所（居所）｣は、迅速な郵便配達の慣習上の要件を満足するような方法

によるものとし、少なくとも関連する全ての行政区画単位から構成され、該当する場合

には部屋番号を含めます。例えば、「4-3，Kasumigaseki 3-chome，Chiyoda-ku 

TOKYO  100-8915 JAPAN 」のように詳しく記載してください。 

 

(c)｢Address for correspondence : 通信のためのあて先｣は、譲受人の住所（居所）以外へ

2 
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の通信を希望する場合は記載してください。 

 

(d)｢Telephone / Fax / E-mail address : 電話番号 /ファックス番号 / 電子メールアドレ

ス｣には、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを記載してください。 

なお通信のためのあて先を記載した場合で、国際事務局からの電話、ファクシミリ及

び電子メールアドレスも通信のためのあて先で受けようとする場合は、その電話番号、

ファクシミリ番号及び電子メールアドレスを記載してください。 

 

（６）    ：「ENTITLEMENT OF THE NEW OWNER (TRANSFEREE) TO BE THE 

HOLDER OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION : 国際登録の名義人となるため

の新名義人（譲受人）の資格」 

 

(a)対応する欄に記載してください。 

 

（i）欄は、譲受人が締約国の国民である場合は、その国名を記載してください。 

（ii）欄は、譲受人が締約機関の加盟国の国民である場合は、その加盟国の国名を

記載してください。 

（iii）欄は、譲受人が自然人であって、締約国の領域内に住所を有する場合は、その

締約国名を記載してください。 

（iv）欄は、譲受人が法人であって、その領域内において現実かつ真正の工業上又

は商業上の営業所を有する場合は、その締約国等の名称を記載してください。 

 

（b）新名義人（譲受人）が締約国又は締約機関の加盟国の国民でない場合であって、

かつ、第３欄（ｂ）における住所が本欄（ａ）（iii）又は（iv）の締約国の領域にない場合、

すなわち、新名義人（譲受人）が締約国の国民ではないが、締約国の領域内に、自

然人の場合は住所（居所）、法人の場合は工業上又は商業上の営業所の住所を有

している場合には、次の対応する欄にその住所（居所）を記載してください。 

 

（i）自然人の場合は、本欄（a）（iii）の締約国等の領域内における譲受人の住所を記

載してください。 

（ii）法人の場合は、本欄（a）（iv）の締約国等の領域内における譲受人の工業上又は

商業上の営業所の住所を記載してください。 

 

（７）     ：｢APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE BY THE NEW OWNER (TRANSFEREE) ： 新

名義人（譲受人）による代理人の選任｣ 

 

① 第５欄に、氏名（名称）及び住所（居所）（他に電話番号、ファックス番号及び電子メー

ルアドレス）を記載し、新名義人（譲受人）が押印又は署名することにより、国際事務局

に対する新名義人（譲受人）の代理人として選任することができます。 

［規則３（２）（ａ）］ 

 

（注）名義人（譲渡人）の代理人として記録されている者が、新名義人（譲受人）の代

4 
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理人として記録されることを請求する場合には、第５欄を埋めることにより選任しま

す。 

 

②新たな代理人はこの欄に記載することにより選任することができ、代理権を証明する

書面（委任状等）を提出する必要はありません。 

 

③代理人は１名のみ選任することができます。 

２名以上の代理人を記載した場合でも、筆頭の１名のみが代理人とみなされ、その

旨記録されます。                                             ［規則３（１）(c）］ 

 

④代理人の氏名を「姓→名」の順にローマ字で記載してください。 

また、代理人が法人の場合は、その名称をローマ字に置き換えて、音訳又は英語へ

翻訳して記載してください。 

 

⑤代理人について記載するときは、その氏名の前に「弁護士」、「弁理士」及び「法定代

理人」等の記載はできません。 

 

（８）    ：「SCOPE OF THE CHANGE IN OWNERSHIP ： 所有権変更の範囲」 

 

（ａ）第１欄において記載した国際登録において指定されている全ての締約国について、

その国際登録にかかる全ての商品及び役務について請求するときは、「TOTAL 

CHANGE IN OWNERSHIP」 の □内にチェックを入れてください。 

 

（ｂ）また、第１欄において記載した国際登録において指定されている締約国の一部、又

は国際登録にかかる商品及び役務の一部について請求するときは、「PARTIAL 

CHANGE IN OWNERSHIP」の □内にチェックを入れるとともに、 

 

（ｉ）に所有権の変更を請求する締約国名を記載してください。 

（ｉｉ）に所有権の変更を請求する商品又は役務を記載してください。 

 

（注）第６欄（ｂ）に該当する（本請求書が所有権の一部変更に係るものである）場合

は、複数の国際登録に係る所有権の変更の記録を一通の【ＭＭ５】で請求するこ

とはできません。一部変更の場合には、国際登録一件毎に【ＭＭ５】を作成してく

ださい。 

 

 

（９）    ：「MISCELLANEOUS INDICATIONS : その他の表示」  

 

（ａ）新名義人（譲受人）に関する表示（特定の指定締約国が求める場合）として、 

 

①譲受人が自然人である場合には、 

「（ｉ） if the transferee is a natural person， nationality of the transferee ; 」の欄に、譲

7 
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受人の国籍を有する国名を記載してください。 

 

②譲受人が法人である場合には、 

イ）（ｉｉ）の「-legal nature of the legal entity ;｣の欄に、法人の種類（法的性質）を例え

ば「Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ」のように記載し、 

ロ）（ｉｉ）の「-State and, where applicable, territorial unit within that state, under the law 

of which the legal entity is organized ;｣の欄に、法人資格を得た国名を記載してく

ださい。 

 

（ｂ）譲受人の使用する通信言語を選択できます。（英語、仏語若しくはスペイン語） 

 

（１０）    ：「SIGNATURE BY THE HOLDER（TRANSFEROR） AND/OR HIS  

REPRESENTATIVE : 名義人（譲渡人）又は代理人の署名」 

 

この欄は、名義人（譲渡人）が所有権を譲渡したことの意思を確認する欄ですので、

名義人（譲渡人）又はその代理人が記名するとともに押印又は署名してください。記名は

国際登録簿に記録されたもの、又は第２欄に記載したものと同一のものを記載してく

ださい。 

押印又は署名は、日本国特許庁を通じて名義人の変更の記録の申請を行う場合

であって、本件国際登録出願について日本国特許庁へ先に提出した書類に押印又

は署名した者が、MM５の本欄に押印又は署名をするときは、当該（直近の）書類で使

用したものと同一のものとしてください。 印鑑を変更した場合又は署名者である法人

の代表者が変更になった場合は、MM５とともに、印鑑変更届又は代表者変更届を提

出してください（本テキスト第４章第４節８．の記載見本を御参照ください）。 

 

（注）ＭＭ５では、第５欄で新しく選任された代理人の署名又は押印は不要です。 

 

（１１）   ：「OFFICE OF THE CONTRACTING PARTY (OF THE RECORDED 

HOLDER (TRANSFEROR) OR THAT OF THE NEW OWNER (TRANSFEREE)) 

PRESENTING THE REQUEST (where the request is presented through an Office) ：

当該請求書を提出する、国際登録簿に記録された名義人（譲渡人）又は新名義人

（譲受人）の締約国官庁（官庁を通じて請求書を提出する場合」） 

 

この欄は、本件手続が特許庁（締約国官庁）を通じて国際事務局へ提出される場合に、

特許庁が使用する欄ですので、空欄にしてください。 

 

（１２）｢FEE CALCULATION SHEET ： 手数料計算シート」 

 

名義人の変更の記録に関連して、国際事務局に支払わなければならない手数料の支

払方法及び支払額を記載する手数料計算シートです。 
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（ａ）｢INSTRUCTION TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT ： 当座口座引落しの

指示」欄は、国際事務局に口座を開設し、その口座から手数料として必要な額を引

き落とす場合は、□内にチェックを入れ、かつ、 ｢Holder of the account ： 口座の

名義人」、｢Account number ： 口座番号｣及び｢Identity of  the party giving the 

instructions : 口座引落し指示者」をそれぞれ記載してください。 

 

（注）なお、この（ａ）欄にチェックを入れた場合、以下の（ｂ）（c）欄の記載は不要で

す。 

 

（ｂ）「AMOUNT OF FEES ：手数料の額」 

 

手数料（１７７スイスフラン）に、第１欄に記載した国際登録の数を乗じた総額を記載し

てください。 

 

（c）「METHOD OF PAYMENT ：支払方法」 

 

①｢Identity of the party effecting the payment ： 支払を行う当事者の身元」欄では、上

記手数料を支払う当事者（名義人、代理人）の氏名（名称）を記載してください。 

（注）国際事務局が手数料不足と判断した場合、又は名義人の変更の記録の請求

が放棄され、あるいは取り下げられ、全額又は一部を返却すると判断した場合、

国際事務局が通知を行うのは、この支払を行う当事者になります。したがって、

誰が手数料を支払うのか識別できることが必要です。 

 

②次に手数料の支払方法として、該当する□内にチェックを入れ、必要な事項を記

載してください。 

（注）外国送金依頼書等で国際事務局へ手数料を支払うときは常に、支払に係る出

願又は、登録を明らかにした表示を付し、支払の目的を明示しなければなりま

せん。（申請の種類を特定するコード「TR」で特定可）名義人の変更の記録の

請求は、名義人と国際登録番号を記載してください。 

 

手数料計算シートに記載した手数料の満額が国際事務局の口座に入金され

るよう、振込みを行ってください。また、国際事務局に支払う手数料の外国送金

に際しては、振込先（国際事務局）銀行分の手数料の支払いは不要ですが、手

続銀行における外国送金手数料の他、国際事務局の口座に振り込まれるまで

の中継銀行における手数料は振込者（名義人あるいは代理人）の負担となりま

す。詳細は、御利用になる金融機関にお問い合わせください。 

 

なお、「Payment made to WIPO postal account ： WIPO郵便口座への支払」

は、欧州圏内のみ利用可能となり、日本からの振込みには利用できませんので

御注意ください。 

 

 

－ 87 －



ＭＭ５                                              第４章 国際登録出願の後に行う手続 

88 

７．名義人の変更の記録の請求と同時に行う日本国特許庁への手数料の納付方法 

 

特許印紙を貼るときは別のＡ４の用紙に貼り、その下にその額を括弧して記載するととも

に、名義人の氏名（名称）、国際登録番号、書類記号及び提出日を記載してください。 

 

（記載見本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）用紙はＡ４判で作成してください。 

 

dd/mm/yyyy 

 

Holder's name: 

International registration number: 

Holder's reference: 

 

 

 

 

 

（４，２００Yen） 

特許印紙 特許印紙 特許印紙 
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第５章  手数料 

 

第１節 日本国特許庁（本国官庁）へ納付する手数料    ［議８条（１）、法７６条、手数料令４条］ 

 

１．国際登録出願                  一件につき９，０００円 

 

２．特許庁に手続をした場合に必要な手数料 

 

（１）事後指定                   一件につき４，２００円 

 

（２）国際登録の存続期間の更新の申請         一件につき４，２００円 

 

（３）国際登録の名義人の変更の記録の請求       一件につき４，２００円 

 

３．納付方法 

 

（１）特許庁に納付する手数料は、特許印紙のほか、現金納付制度（電子現金納付を含む)を

利用することができます。 

 

特許印紙を貼るときは別の用紙に貼り、印紙の下にその額を括弧書きにて記載するとと

もに、 

 

①国際登録出願をするときには、出願人の氏名（名称）、その基礎とした商標登録出願

の番号又は基礎とした商標登録の番号、書類記号及び提出日を記載してください。 

 

②上記２．（１）～（３）の手続をするときには、名義人の氏名（名称）、国際登録番号、書

類記号及び提出日を記載してください。 

 

（注）予納による納付及び口座振替納付は本件手続には適用されません。 

 

 

第２節 国際事務局へ納付する国際手数料 

 

国際登録出願に必要な国際手数料は、あらかじめ国際事務局へ納付しなければなりません。

国際事務局へ納付する全ての支払は、スイス通貨により行います。 

                                                          ［議８条（２）、規則３５（１）］ 

 

１．国際登録出願 

 

（１）基本手数料 
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①標章が色彩付きでない場合               ６５３ｽｲｽﾌﾗﾝ 

②標章が色彩付きである場合               ９０３ｽｲｽﾌﾗﾝ 

（注）標章の複製が白黒（グレーを含む）である場合、【MM２】第８欄「COLOR(S) 

CLAIMED: 色彩に係る主張」 の有無にかかわらず、基本手数料６５３ｽｲｽﾌﾗﾝが適

用されます。 

 

（２）付加手数料（個別手数料の受領を宣言している締約国以外の国等を指定した場合） 

 

一指定国ごとに                    １００ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（３）追加手数料（個別手数料の受領を宣言している締約国以外の国等を指定した場合） 

 

標章の国際分類の数が３を超えた一区分ごとに        １００ｽｲｽﾌﾗﾝ 

（注）追加手数料は、個別手数料とは異なり、全ての指定締約国に対して商品（役務）

の区分の数が限定されているとしても、限定された区分の数では無く、【ＭＭ２】第１０

欄（a）のメイン・リストに指定した商品（役務）の区分数に応じて計算します。 

 

（４）個別手数料（付加手数料及び追加手数料に代えて、個別手数料の受領を宣言している

締約国を指定する場合：各国ごとに定める額） 

※キューバ、日本は個別手数料の二段階納付制をとっています。これらの国を指定す

る国際登録出願に関しては、国際登録出願時に個別手数料のうち第一の部分、各指定

国官庁の審査を経て標章の保護が認められた後に個別手数料の第二の部分の支払が

必要になります。個別手数料の第二の部分の支払が指定期間内になされない場合に

は、各指定国にかかる国際登録が取り消されてしまいますので、御注意ください。 

個別手数料を受領する締約国のみを指定した場合は、上記の付加手数料、追加手数

料の支払は不要です。 

（注）個別手数料は為替変動等により変更される場合があります。 

個別手数料に関する情報は、WIPOのホームページ(*)に掲載されています。

（*http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html） 
⇒国際登録出願に関して支払うべき手数料の額は、本国官庁の受理日に有効な

手数料が適用された額となります。                   ［規則３４（７）］ 
 

例えば、国際登録出願手数料の計算例として、商標は白黒で、日本から「フランス（個別

手数料なし）」、「ドイツ（個別手数料なし）」、「米国（個別手数料設定）」を指定し、ともに分

類を４区分として国際登録出願する場合、次のとおりとなります。 

①基本手数料  ６５３CHF（白黒料金） 

＋②付加手数料  １００CHF×２国（個別手数料国を除くフランス、ドイツ分） 

＋③追加手数料  １００CHF×１区分（３区分を超える部分） 

＋④個別手数料  ３８８CHF×４区分（米国分） 

＝手数料支払総額  ２，５０５CHF 
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２．事後指定 

 

（１）基本手数料                     ３００ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（２）付加手数料（個別手数料の受領を宣言している締約国以外の国等を指定する場合） 

 

一指定国ごとに                   １００ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（３）個別手数料（付加手数料に代えて、個別手数料の受領を宣言している締約国を指定す

る場合：各国ごとに定める額） 

※キューバ、日本は個別手数料の二段階納付制をとっています。これらの国を指定す

る国際登録出願に関しては、事後指定時に個別手数料のうち第一の部分、各指定国官

庁の審査を経て標章の保護が認められた後に個別手数料の第二の部分の支払が必要

になります。個別手数料の第二の部分の支払が指定期間内になされない場合には、各

指定国にかかる国際登録が取り消されてしまいますので、御注意ください。 

 

３．国際登録の存続期間の更新の申請 

 

（１）基本手数料                       ６５３ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（注）６ヶ月間の猶予期間に手続した場合の追加手数料    ３２６．５０ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（２）付加手数料（個別手数料の受領を宣言している締約国以外の国等を指定する場合） 

 

一指定国ごとに                     １００ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（３）追加手数料（個別手数料の受領を宣言している締約国以外の国等を指定する場合） 

 

標章の国際分類の数が３を超えた一区分ごとに         １００ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（４）個別手数料（付加手数料及び追加手数料に代えて、個別手数料の受領を宣言している

締約国を指定する場合：各国ごとに定める額） 

 

 

４．国際登録の名義人の変更の記録の請求 

 

（１）国際登録の全部移転の場合                １７７ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（２）国際登録の一部（商品及び役務の一部又は指定国の一部）移転の場合 

１７７ｽｲｽﾌﾗﾝ 
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５．国際事務局への支払手数料の計算方法 

 

国際登録出願、事後指定及び存続期間の更新申請に関する国際事務局へ支払う手数料の

算出方法として、手数料自動計算システムがWIPOのホームページに掲載されており、無料

（通信回線料及びプロバイダー接続料は除く）で利用することができます。同システムは商標

権の取得を希望する指定国、指定商品数等を入力することにより必要な支払額が表示されま

す。 

「WIPOホームページ：Fee Calculator http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp｣ 

 

６．国際事務局への支払方法 

 

（１）手数料の納付方法 

国際事務局に納付する国際手数料は、スイスフランにより国際事務局に直接支払わな

ければならず、WIPOにより公表されている支払方法は次のとおりです。 

 

①WIPOに設けた支払者（出願人等）の口座からの引き落とし 

 

②銀行振込 

振込先銀行名： Credit Suisse 

銀行の所在地： CH-1211 Geneva 70 SWITZERLAND 

受取人の名称： WIPO 

受取人の住所： 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20 Switzerland 

口座の番号 ： CH51 0483 5048 7080 8100 0 

SWIFT/BIC code*1: CRESCHZZ80A 

 

③郵便口座への支払 

 

④クレジットカード 

 

（２）留意点 

上記（１）については下記の点について留意してください。 

 

①WIPOに設けた支払者（出願人等）の口座からの引き落とし 

口座を開設する方法は、以下のWIPOホームページで確認の上、詳細はWIPOにお

問い合わせください。 

「WIPOホームページ; http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/account.html 」 

WIPO: Finance Department – Income Section 

Add:  34, chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20 Switzerland 

Tel: 41-22-338 9111 

 

                                            
 
*1 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) code:銀行間通信用コード 
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②銀行振込 

出願人等がWIPOの銀行口座に送金して支払う手続ですが、銀行間における外国

送金に伴う送金方法、為替レート及び手数料等については最寄りの取引銀行に確認し

てください。 

なお、外国送金依頼書中の「受取人への連絡事項」の欄には、送金目的、基礎出願

（登録）の番号又は国際登録番号、出願人（名義人）の氏名又は名称、商標名、「送金

目的」の欄には、国際登録出願等手数料の支払の旨を必ず記載してください。 

また、詳細は、下記「７．外国送金による留意点」を参照してください。 

 

③郵便口座への支払 

欧州圏内のみ利用が可能となっていますので、日本からは利用できません。 

 

       ④クレジットカード 

オンラインによる事後指定、更新手続又は手数料不足に伴う国際事務局からの欠陥

通報に対する手数料の電子納付の際に利用可能です。 

 

７．外国送金における留意点 

 

（１）送金通貨 

スイスフラン建てで送金してください。 

 

（２）外国送金依頼書の留意点 【参考資料４】「外国送金依頼書 兼 告知書 記載見本」参照 

 

①「受取人への連絡事項」欄（銀行により若干記載表現が異なります） 

銀行により連絡できるメッセージ数に制限がありますが、可能な限りたくさんのメッセ

ージを英語で記載してください。また、メッセージは適宜省略形を使用することも可

能です。 

 

＜国際登録番号付与前＞ 

・送金目的（マドプロ出願：EN） 

(国際事務局は2文字コード「EN」により記載することを推奨しています。) 

・基礎出願（基礎登録）の番号（１つのみ） 

・出願人の氏名又は名称（１名のみ） 

・商標名（文字商標の場合） 

※メッセージ数に制限があるため上記の順に可能な限り記載してください。 

 

＜国際登録番号付与後＞ 

・送金目的（事後指定(EX)、名義変更(TR)、更新申請(RE)等） 

（２文字コード： 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/transaction_codes.html） 

・国際登録番号 

・名義人の氏名又は名称（１名のみ） 
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※本欄により国際事務局は、国際登録出願の入金の照合及び確認を行うため

必ず記載してください。 

 

②「送金目的」欄 

「国際登録出願の手数料の支払」の旨を記載してください。 

 

③「送金者の氏名、住所」欄 

後日、国際事務局から本欄の記載者あてに領収書が送付されますが、ローマ字記

載がされていない場合には送付されませんので御注意ください。 

 

（３）その他の留意点 

 

※電信で送信した場合、銀行に支払う電信料、送金手数料、外貨取扱い手数料等、1回

の送金で数千円が必要ですので御注意ください。なお、振込先（国際事務局）銀行分の

手数料の支払いは不要ですが、経由銀行等で手数料が発生する場合には送金者が負

担してください。詳細は、御利用になる金融機関にお問い合わせください。 

 

※送金者に対して、国際事務局より約10日前後で支払の受領書（Receipt）が送付されま

す。 

 

 

第３節 指定締約国が受領する手数料 

 

出願人（名義人）が本国官庁手続として、指定締約国へ直接納付することはありませんが、

付加手数料に代えて個別手数料の受領を宣言している締約国を指定した場合は、当該締約国

が宣言している額を国際事務局に支払わなければなりません。 

なお、個別手数料の支払は国際登録出願時、事後指定時及び存続期間の更新申請時に個

別手数料の支払を宣言している締約国を指定する又は更新する際に発生します。 

 

 

第４節 国際事務局による手数料の払戻し 

 

１．国際出願手数料 

 

国際事務局は、納付された基本手数料の半額並びに付加手数料、追加手数料及び個別手

数料を次の場合に限り支払者に返還します。 

 

国際出願が国際登録前に放棄されたものとみなされた場合［規則１１（５）、規則１２（８）］ 

 

２．事後指定手数料 

 

国際事務局は、納付された基本手数料の半額並びに付加手数料及び個別手数料を次の場
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合に限り支払者に返還します。 

 

事後指定が国際登録簿への記録の前に放棄されたものとみなされた場合 

［規則２４（５）（ｂ）］ 

 

３．更新申請手数料 

 

国際事務局は、納付された基本手数料、付加手数料、追加手数料及び個別手数料を次の

場合に限り支払者に返還します。 

 

更新手数料の満額が支払われず、更新を抹消した場合        ［規則３０（３）（ｃ）］ 

 

４．国際登録の名義人の変更の記録の請求料 

 

国際事務局は、納付された国際登録の名義人の変更の記録の請求料の半額を次の場合に

限り支払者に返還します。 

 

国際登録の名義人の変更の記録の請求が放棄されたものとみなされた場合 

［規則２６（２）］ 

 

５．国際登録の商品及び役務の減縮の請求料 

 

国際事務局は、納付された国際登録の商品及び役務の減縮の請求料の半額を次の場合に

限り支払者に返還します。 

 

国際登録の商品及び役務の減縮の請求が放棄されたものとみなされた場合 

［規則２６（２）］ 

 

６．国際登録の名義人の氏名（名称）変更の請求料 

 

国際事務局は、納付された国際登録の名義人の氏名（名称）変更の請求料の半額を次の場

合に限り支払者に返還します。 

 

国際登録の名義人の氏名（名称）変更の請求が放棄されたものとみなされた場合 

［規則２６（２）］ 

 

７．国際登録の名義人の住所（居所）変更の請求料 

 

国際事務局は、納付された国際登録の名義人の住所（居所）変更の請求料の半額を次の場

合に限り支払者に返還します。 

 

国際登録の名義人の住所（居所）変更の請求が放棄されたものとみなされた場合 
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［規則２６（２）］ 

 

 

第５節 過誤納による手数料の返還 

 

１．日本国特許庁 

 

（１）過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還します。       ［法第７６条第７項］ 

 

①国際登録出願手数料 

②事後指定手数料 

③更新申請手数料 

④名義人変更の記録の請求手数料 

 

（２）返還の請求は「既納手数料返還請求書」を提出して行います。 

 

（注）手数料の返還は、納付した日から１年を経過した後は請求できません。 

［法第７６条第８項］ 

 

２．国際事務局 

 

（１）原因がなく誤って支払った場合には、支払者が国際事務局に直接請求することにより返

還されます。 

 

（２）金額を誤って必要以上に支払った場合には、規定の料金を超える部分については支払

者が国際事務局に直接請求することにより返還されます。 

 

（３）返還する際に必要な手数料は、受取人が負担することになります。 

 

(４）返還の請求は、国際事務局のウェブ上にある以下フォームを利用して行うことができま

す。 

Home > Inside WIPO > Finance 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/madrid.html 
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第６章  国際事務局に対する手続 

 

第１節 手続の原則 

 

１．手続の原則 

 

（１）国際事務局に対する手続の差出書面には、国際事務局が定めた公式様式【ＭＭ２、Ｍ

Ｍ４～ＭＭ９及びＭＭ１３～ＭＭ１８】及び任意様式【ＭＭ１０～ＭＭ１２及びＭＭ１９～

ＭＭ２１】並びに様式化されていない手続があります。 

様式化されていない手続としては、代理人の選任の記録の取消し請求等があります。様

式化されていない手続を行う場合には、提出する書簡に国際登録を特定する記載とその

内容を記載しなければなりません。 

 

（注）【ＭＭ２】の願書は、必ず本国官庁へ提出しなければなりませんが、それ以外の手続様

式（【ＭＭ４】、【ＭＭ５】、【ＭＭ１１】 を含む。概要は第４章第４節～８節を参照）につい

ては全て直接国際事務局へ提出することができます。他のＭＭ様式や様式化されてい

ない請求の概要は、本章の第３節を参照してください。 

 

（２）国際登録の特定には、出願人（名義人）の氏名（名称）、住所（居所）、国際登録日及び

国際登録番号を表示することにより行います。 

 

（３）書簡はＡ４サイズの用紙を用いてください。 

 

２．書簡の言語 

 

出願人（名義人）から国際事務局にあてる書簡の言語は、国際登録出願の願書で使用した

言語により行います。 

 

３．書簡の署名 

 

書簡には出願人（名義人）が署名します。代理人が提出する場合は代理人が署名します。 

 

４．国際事務局への送付方法及び送付先 

 

国際事務局は、郵送又はWIPOホームページの「Contact Madrid

（https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/）」から電子データのアップロードによる書類の提

出を認めています。「Contact Madrid」から提出した場合は、受領した旨が送信者に通知されま

す。また、電子データで提出した書類の原本を別途郵送で送付すると重複となりますので、送

付しないでください。 

 

国際事務局への送付先 
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＜郵送による提出（担当部署）＞ 

Madrid Registry 

Brands and Designs Sector 

World Intellectual Property Organization（WIPO） 

34, chemin des Colombettes1211 Geneva 20, Switzerland 

 

＜Contact Madridから提出＞ https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/         

 

国際事務局へ書類を提出した後は、WIPO が提供するオンラインツール Madrid Monitor

の realtime search ( http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp?link=realtime_search)

により書類の受領を確認することができます。 

 

 

第２節 国際事務局への手数料の納付 

 

１．国際事務局への手数料の納付 

 

（１）手続を行う者が支払う手数料 

手続を行う者は、第５章 第２節及び下記第３節に記載した額を国際事務局にあらかじ

めスイスフランにより納付します。 

 

（２）国際事務局からの指令に基づき支払う手数料 

国際事務局からの「商品及びサービスの分類に関する欠陥通報」にある提案を受け入

れることにより、追加の手数料が発生することがあります。 

                                                  ［規則１２（７）］ 

 

２．国際事務局の銀行口座 

 

振込先銀行名： Credit Suisse 

銀行の所在地： CH-1211 Geneva 70 SWITZERLAND 

受取人の名称： WIPO 

受取人の住所： 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20 Switzerland 

口座の番号 ： CH51 0483 5048 7080 8100 0 

SWIFT/BIC code*1: CRESCHZZ80A 

 

 

                                            
 
*1 SWIFT code: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication:銀行間通信コード 
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第３節 国際事務局に対する主な手続 

 

以下の手続は国際事務局に直接行う手続であり、本国官庁（日本国特許庁）を経由して手続

を行うことはできません。 

 

１．商品及び役務の一覧表の減縮に関する記録の申請 【ＭＭ６】 

 

（１）手続 

指定締約国（一部又は全部）に対する商品及び役務の一部を減縮する場合に申請しま

す。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料                         １７７ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（３）効果 

指定締約国（一部又は全部）に対して商品及び役務を減縮することができるため、指定

締約国から発出された、「暫定的拒絶の通報」に対する応答とすることができます。 

（ただし、米国については「商品及び役務の一覧表の減縮に関する記録の申請（ＭＭ

６）」を国際事務局に提出するのではなく、米国に対して直接応答することが推奨されて

います。） 

 

（４）注意点 

一通の申請書で、複数の国際登録に関する一種類の減縮のみ記録を請求することがで

きます（ただし、それらの複数の国際登録について、名義人が同一人であること、及び、

全ての締約国又は同一の締約国に同一の減縮が適用されることを条件とします）。減縮

が一部の締約国について異なる場合は、別の申請書により減縮の記録を申請しなけれ

ばなりません。 

 

２．放棄の記録に関する申請 【ＭＭ７】 

 

（１）手続 

一部の指定締約国（全指定締約国は認められない）に対する商品及び役務の全部を

放棄する場合に申請します（指定商品及び役務の一部放棄は認められません）。 

国際事務局は、当該申請を国際登録簿に記録し、効力を及ぼす指定締約国へ通報し

ます。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ：                 免除 

 

（３）効果 

一部の指定締約国に対する商品及び役務の全部が放棄されます。なお、保護を放棄

した国を再び事後指定することも可能です。また、一部の指定締約国に対して全ての指

定商品及び役務を放棄することは可能ですが、全ての指定締約国について指定商品及

び役務を放棄することはできません。全ての指定締約国において国際登録を無効にする
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ことは下記のＭＭ８により行うことができます。 

 

（４）注意点 

一通の申請書で、名義人が同一人である複数の国際登録に関する放棄の記録を請求

することができます（ただし、全ての国際登録について、放棄する指定締約国が同一であ

ることを条件とします）。 

 

３．国際登録の取消の記録に関する申請 【ＭＭ８】 

 

（１）手続 

全ての指定締約国（一部は認められない）に対する商品及び役務の一部又は全部を

取消す場合に申請します。 

国際事務局は、当該申請を国際登録簿に記録し、全ての指定国官庁へ通報します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ：                 免除 

 

（３）効果 

全ての商品及び役務を取り消すと、国際登録は国際登録簿から抹消されます。 

なお、国際登録簿から抹消された場合は、事後指定を行うことはできません。 

また、一部取消の場合も、取消した商品及び役務を再び事後指定することは認められま

せん。 

 

（４）注意点 

全部取消（第４欄(a)）の請求である場合には、名義人が同一であることを条件として複数

の国際登録について一通の申請書により請求することができます。一方、一部取消（第４

欄(b）の請求である場合には、一通の申請書により、一件の国際登録に関する取消しの

み請求することができます。 

 

○ＭＭ６、ＭＭ７、ＭＭ８の手続の相違点 

 

使用様式 手続 指定締約国 
指定商品 

及び役務 

国際登録簿

への効果 

事後指定の

可否 

ＭＭ６ 減縮 一部又は全部 一部 残存 可 

ＭＭ７ 放棄 一部のみ 全部のみ 残存 可 

ＭＭ８ 取消 全部のみ 一部又は全部 抹消 否 
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４．名義人の氏名（名称）、住所（居所）、法人の法的性質の変更の記録に関する申請【ＭＭ９】 

 

（１）手続 

名義人の氏名（名称）又は住所（居所）、出願人が法人である場合には法人の法的性質、

法人が設立された国を変更する場合に申請します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料                      １５０ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（注）①電話番号、②Ｆａｘ番号及び③電子メールアドレスのみを変更する場合は、本様

式を使用する必要はありません。名義人又は代理人の署名付きの書簡を国際事務局に

対して郵送又は「Contact Madrid」から提出することにより変更を請求することができます

（手数料免除）。 

 

５．代理人の氏名（名称）又は住所（居所）の変更の記録に関する申請 【ＭＭ１０】 

 

（１）手続 

代理人の氏名（名称）又は住所（居所）を変更する場合に申請します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ：             免除 

 

６．代理人の選任 【ＭＭ１２】 

 

（１）手続 

新たに代理人を選任する場合は、本様式により選任の手続を行うことができます。名

義人が同じである場合、ＭＭ１２の様式１枚で複数の国際出願又は国際登録の代理人

の選任手続を行うことができます。 

なお、国際登録出願（ＭＭ２）、事後指定（ＭＭ４）及び名義人変更（ＭＭ５）の申請に

おいて代理人を選任する場合は、それぞれの様式にて代理人を選任することができま

す。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ：                免除 

 

７．ライセンスの記録の申請 【ＭＭ１３】 

 

（１）手続 

指定締約国（留保国には認められない。【参考資料２】参照）に対する商品及び役務の

一部又は全部のライセンスを登録する場合に申請します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ：                        １７７ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（３）効果 

ライセンスは、 
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①ライセンシーの氏名又は名称

②指定締約国又は指定締約国の一部域内 

③商品及び役務の全部又は一部 

④ライセンス期間 

⑤ライセンスの種類（専用又は単独） 

等を国際登録簿に記録することができます。 

 

８．ライセンスの記録の修正の請求 【ＭＭ１４】 

 

（１）手続 

国際登録簿に記録されたライセンスに関して、記録された事項を修正する場合に申請

します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ：                       １７７ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（３）効果 

国際登録簿に記録されたライセンスの内容を修正できます。 

 

９．ライセンスの記録の取消の請求 【ＭＭ１５】 

 

（１）手続 

国際登録簿に記録されたライセンスに関して、記録された事項を取消す場合に申請し

ます。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ：                   免除 

 

（３）効果 

国際登録簿に記録されたライセンスに関する内容の全部又は一部を取消すことができ

ます。 

 

１０．名義人の処分権の制限 【ＭＭ１９】 

 

（１）手続 

名義人の処分権を制限する場合に申請します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ：                   免除 

 

（３）効果 

国際登録簿に記載された名義人の処分権を制限することができます。 
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１１．処理の継続の請求【ＭＭ２０】 

 

（１）手続 

出願人又は名義人が規則１１（２）及び（３）、規則２０の２（２）、規則２４（５）（ｂ）、規則２６

（２）、規則３４（３）（ｃ）（iii）並びに規則３９（１）で規定された又は言及された期限のいずれ

かを遵守できなかった場合に申請します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ：                       ２００ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（３）効果 

国際事務局は処理を継続するとともに、国際登録簿にこの事実を記録し、その旨出願

人または名義人に通知します。 

 

１２．記録（国際登録簿）の更正請求【ＭＭ２１】 

 

（１）手続 

国際登録簿に誤りがある場合に、国際事務局に対して更正（correction）を請求すること

ができます。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ：                免除 

 

（３）注意点 

官庁に起因する誤りについては、官庁から更正を請求し、国際登録簿における記録の

公表日から９ヶ月以内に国際事務局がその請求を受理しなければ、更正することができ

なくなります。また、出願人（名義人）及び代理人に起因する誤りは更正請求の対象となり

ません。 

国際登録簿の誤りとされない場合や更正の効果等の詳細な内容については、ガイド パ

ートB 第Ⅱ章 段落７０．０１以降を御覧ください。 

 

１３．様式化されていない主な申請手続 

 

代理人の選任の記録の取消し請求                              [規則３] 

 

国際登録簿における代理人の選任の記録を取り消す請求をすることができます。請求

する書簡には、出願人、名義人又は代理人による署名又は押印が必要です。 

 

新たな代理人が選任されるとき、及び、名義人の変更が記録される場合であって新名

義人により新たな代理人が選任されないときは、国際事務局の職権により代理人の選任

の記録が取り消されます。 

 

当該請求の効果等の詳細は、規則３（６） 及び ガイド パートB 第Ⅰ章 段落１２．０１

以降を御覧ください。手続の原則については、本章第１節も併せて御覧ください。
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第４節 欧州連合知的財産庁（ＥＵＩＰＯ）に対する手続 

 

以下の手続は、欧州連合知的財産庁（ＥＵＩＰＯ）を通して国際事務局へ行う手続であり、日

本国特許庁（本国官庁）を経由して手続を行うことはできません。 

 

１．切替から生ずる事後指定 【ＭＭ１６】 

 

（１）手続 

国際登録が欧州連合において、取下げ、拒絶、失効等保護が受けられない時に、欧州

連合の加盟国を指定した事後指定(通常の事後指定とは異なります。)に転換する場合に

提出します。この書面はＥＵＩＰＯへの直接提出となります。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ： 

（基本手数料）３００ｽｲｽﾌﾗﾝ＋付加手数料＋個別手数料 

個別手数料を受領する締約国のみを指定した場合は、

上記の付加手数料の支払は不要です。 

 

（３）効果 

転換の申請が欧州連合商標規則により規定された期間内(取下げ、拒絶、失効等より３

ヵ月以内)に出願された場合、国際登録日（又は事後指定日）と同じ出願日が与えられます。

（優先権又は優先順位の主張も享受することができます） 
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指定国官庁への手続 
  （指定国官庁としての日本国特許庁に対する手続、法第６８条の９～第６８条の３９） 

 

第７章では、国際登録出願において、海外の出願人が日本国を指定した場合に、指定国

官庁としての日本国特許庁に対する手続について説明します。 

 

第７章  指定国官庁に対する手続 

 

第１節 指定国官庁としての日本国特許庁への手続概要 

 
１． 日本国を指定した領域指定は、国際登録日にされた商標登録出願とみなされます。ただ

し、事後指定は、国際登録簿に記録された事後指定の日にされた商標登録出願とみなされま

す。 

日本国特許庁では、日本国を指定した国際登録出願に関し、国際事務局からの「指定通報」

を受け実体審査を行います。この実体審査により拒絶理由を発見した場合は、出願人に「暫定

的拒絶通報」を国際事務局を経由して送付します。 

在外者である海外の出願人が「暫定的拒絶通報」に対し意見書や補正書等の手続を行う場

合は、国内代理人を選任したうえで日本国特許庁に手続を行うことになります。（なお、中途受

任となるため、委任状の提出が必要です。） 

 

２． 審査の結果、拒絶の理由が発見されなかった場合や意見書・補正書によって拒絶の理由が

解消した場合、審査官は「登録査定」、「保護認容声明」及び「支払通知」を起案します。 

日本国特許庁は、出願人（国内代理人がいる場合は国内代理人）へ直接、「登録査定」を送

付（郵送）します。 

また「保護認容声明」、「支払通知」は、国際事務局を経由して出願人（国際登録簿に記録さ

れた代理人（以下、ＩＢ代理人という）がいる場合はＩＢ代理人）に送付されます。この「支払通知」

には登録料に相当する個別手数料の第二の部分の支払期限日が記載されていますが、これ

に国際事務局の「カバーレター」が添付されます。「カバーレター」には、支払うべき個別手数

料の第二の部分の金額と国際事務局の口座が記載されています。 

出願人が商標権の設定登録を受けたい場合は、この登録料に相当する個別手数料の第二

の部分を国際事務局へ支払います。国際事務局は受領を確認後、日本国特許庁に手数料が

支払われた旨を通知し、日本国特許庁ではその通知を受け商標権の設定登録を行います。 

 

３． 国際事務局に個別手数料の第二の部分の納付がされなかった場合、国際事務局は国際登

録簿から指定国日本に関する記録を取消し、日本国特許庁に納付がなかった旨を通知します。

日本国特許庁では、その通知を受け出願の最終処分として料金未納による取下げを記録しま

す。 

なお、支払期限を失念した場合であっても、期間満了日から２月以内に国際事務局に対し

処理の継続の請求（ＭＭ２０）を申請し、所定の手数料を納付すれば、処理の継続が可能となり

ます。 
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期限を失念して支払を忘れ取り消されたが日本に対して保護を求めたいときは、日本を指

定した事後指定書（ＭＭ４）を本国官庁あるいは国際事務局に提出してください（ただし、この

場合は事後指定日にされた出願とみなされるため、日本での出願日が繰り下がります）。 

  

４． また、提出された意見書や補正書等によっても拒絶の理由が解消しない場合や、「暫定的

拒絶通報」の応答期間を過ぎて、何も応答書類が提出されない場合は、審査官は「拒絶査定」

を起案し、日本国特許庁は出願人（国内代理人がいる場合は国内代理人）へ直接「拒絶査定」

を送付（郵送）します。拒絶査定に対する不服審判の請求期間（3ヶ月）を経過し、審判請求がな

かった出願に対して、日本国特許庁は拒絶確定声明を国際事務局経由で出願人（ＩＢ代理人が

いる場合はＩＢ代理人）に送付します。 

なお、登録異議の申し立て、拒絶査定に対する不服審判、商標登録の取消審判等は日本

国特許庁に手続を行うことになります。 

 

５． 日本国特許庁は、指定通報を受けた際に、国際事務局とは別に公開国際商標公報を発行し、

また商標権の設定登録されたものに関しては、国際商標公報を発行しています。 
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第２節 国際商標登録出願 

 

１． 国際商標登録出願                                  ［法第６８条の９］ 

 

日本国を指定した領域指定は、国際登録日にされた商標登録出願とみなされます。ただし、

事後指定は、国際登録簿に記録された事後指定の日にされた商標登録出願とみなされます。 

 

２． 日本国特許庁の審査期間                          ［法第１６条，令第３条］ 

 

日本国特許庁（指定国官庁）は、国際商標登録出願について「領域指定」の通報日から１８ヶ

月以内に拒絶の理由を発見しないときは、商標登録すべき旨の査定を行います。 

上記期間内に拒絶の理由を発見したときは、「暫定的拒絶通報（拒絶理由通知に相当、応答

期間３ヶ月）」を国際事務局へ送付し、国際事務局は同通報を出願人に転送します。 

なお、暫定的拒絶通報において指定された期間は、期間の満了前、経過後にそれぞれ1回

延長することが可能です。期間満了前の請求により１ヶ月、経過後の請求により２ヶ月延長され

ます。また、応答期間満了前の請求により１ヶ月延長がなされ、当該延長後の応答期間が過ぎ

た後、経過後の延長請求により、さらに２ヶ月の追加延長（合計で３ヶ月の延長）をすることも可

能です。                       [商標法第77条において準用する特許法第5条] 

 

 

第３節 代理人の選任 

 

在外者（日本国内に住所又は居所を有しない者）である国際商標登録出願人は、商標法の規

定に基づく国内手続（意見書・手続補正書の提出等）について、日本国特許庁に直接手続をする

ことができません。 

よって日本国特許庁に手続をするためには、我が国に在住する代理人（商標管理人）を選任し

なければなりません。                ［商標法第７７条において準用する特許法第８条］ 

代理人の選任は、「代理人受任届」又は「代理人選任届」により行い、「代理権を証明する書面

（委任状）」及び同訳文を添付してください。     [商標施行規則第２２条において準用する特

許施行規則第４条の３] 

なお、「代理権を証明する書面（委任状）」の代わりに、手続書面に包括委任状番号を記載

することもできます。 

選任された代理人が住所（居所）を変更する場合は、「代理人住所（居所）変更届」を提出す

る必要があります。 

「代理人受任届」、「代理人選任届」、「代理人住所（居所）変更届」は、代理人が同一であり、届

出の内容が同一の場合に限り、一通の書面で2以上の事件に係る手続をすることが可能です。 
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第４節 国際商標登録出願の後の手続書類に関する作成上の一般原則 

 

１．書面による手続 

 

（１）国際商標登録出願の手続は、書面により行い、書面は１件ごとに作成しなければなりません。 

 

（２）書面には、提出者の氏名（名称）及び住所（居所）を記載し、かつ押印をしてください。 

なお、識別番号による住所の記載の省略、押印に代えた識別ラベルの使用はできません。 

 

（３）書面に記載する各項目にはデリミタ（【 】）を付してください。 

 

２．書面の言語 

 

（１）書面は下記（２）及び（３）を除き日本語を使用しなければなりません。 

 

（２）国際登録の名義人の記載                              ［法施規５条の３］ 

「名義人の氏名又は名称及び住所又は居所」の記載は、国際登録簿に記録された文字と同

一の文字を使用しなければなりません。 

 

（３）国際登録に係る指定商品（役務）の記載                      ［法施規５条の４］ 

「指定商品（役務）」は英語で記載しなければなりません。 

 

３．様式上の要件 

 

（１）用紙は、日本工業規格Ａ列４番（横２１㎝、縦２９．７㎝）の大きさとし、インキがにじまず、文字

が透き通らないものを縦長にして、折らずに片面のみを用い、用紙には不要な文字、記号、

枠線、罫線等を記載してはなりません。 

 

（２）各用紙の提出方法 

各用紙は、綴じ方はなるべく左綴じとし、容易に分離しやすく、綴じ直すことができるように、

例えばステープラー等を用いて綴じて提出してください。 

 

４．国際商標登録出願を特定する番号の表示 

 

国際商標登録出願の後にその出願に関して提出する手続書類には、国際登録番号を記載

してください。 

ただし、事後指定による国際商標登録出願では、「○○○○年○○月○○日に事後指定

が記録された国際登録第○○○○○○号」のように記載してください（※西暦で記載）。 
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代理人受任届（様式記載見本） 
 

 
【書類名】  代理人受任届 

 （【提出日】  平成  年  月  日） 

【あて先】  特許庁長官       殿 

 

【事件の表示】 

 【出願番号】 国際登録第１２３４５６７号 

       

 

【手続をした者】 

 【住所又は居所】    15 chemin des Coiombettes 1131 GENÈVE 10 Suisse 

 【氏名又は名称】    PASSIFLORE  Société Anonyme 

 

【受任した代理人】 

（【識別番号】）     ○○○○○○○○○ 

 【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関３－４－３ 

 【氏名又は名称】  国際 太郎     ○印  

 

【提出物件の目録】 

 【物件名】 代理権を証明する書面 １ 

 又は 

 【包括委任状番号】  ○○○○○○○ 

 

 

（注１） 本手続は書面のみに限られ、【受任した代理人】欄に（【識別番号】）を記載しても【住

所又は居所】の記載の省略はできません。また、識別ラベルは使用できません。 

（注２） 本件出願が事後指定の場合は【出願番号】の欄に「○○○○年○○月○○日に事

後指定が記録された国際登録第○○○○○○号」のように記載してください。 

（注３） 【手続をした者】欄は、国際登録簿に記録された原語で記載してください。 

（注４） 【受任した代理人】欄は、受任した代理人の住所（居所）及び氏名（名称）を記載し、

押印してください。 

（注５） 代理権を証明する書面には訳文を添付してください。 

（注６） 包括委任状による手続において、包括委任状の番号が通知されていないときには、

【包括委任状番号】の欄に代えて、【物件名】の欄を設けて、「代理権を証明する書

面」と通数を記載し、その次に【援用の表示】の欄を設けて、｢平成○○年○○月○

○日提出の包括委任状を援用する。」と記載し、「包括委任状提出書の写し」を添付

してください。 
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代理人住所(居所)変更届（様式記載見本） 

 
 

   【書類名】  代理人住所(居所)変更届 

  （【提出日】  平成  年  月  日） 

   【あて先】  特許庁長官     殿 

 

 

   【事件の表示】 

    【出願番号】 国際登録第１２３４５６７号 

          

 

   【住所（居所）を変更した代理人】 

    【旧住所又は旧居所】    東京都千代田区霞が関１－３－１ 

    【新住所又は新居所】    東京都千代田区霞が関３－４－３ 

    【氏名又は名称】     国際 太郎     ○印  

 

 

 

 

 

 

（注１） 本手続は書面のみに限られ、識別番号及び識別ラベルは使用できません。 

（注２） 本件出願が事後指定の場合は【出願番号】の欄に「○○○○年○○月○○日に事

後指定が記録された国際登録第○○○○○○号」のように記載してください。 

（注３） 代理人が同一であり、届け出の内容が同一の場合は、【事件の表示】欄に【出願番

号】の項目を繰り返し記載し、一通の書面で２以上の事件に係る手続をすることがで

きます。 

また、【事件の表示】欄に「別紙の通り」と記載し、別の用紙に「【別紙】」と記載して、

国際登録番号（事後指定の場合は「○○○○年○○月○○日に事後指定が記録さ

れた国際登録第○○○○○○号」）を、繰り返し記載した書面を別紙として添付する

こともできます。 

なお、第２番目以降に記載する国際登録番号の前には読点「、」を付してください。 

（注４） 住所（居所）を変更した代理人が複数の場合は、【住所（居所）を変更した代理人】の欄

を、繰り返し記載してください。受任した代理人の住所（居所）及び氏名（名称）を記載

し、押印してください。 
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意見書（様式記載見本） 
 

 

【書類名】  意見書 

（【提出日】  平成  年  月  日） 

【あて先】  特許庁審査官     殿 

 

【事件の表示】 

 【出願番号】 国際登録第１２３４５６７号 

        

【商標登録出願人】 

 【住所又は居所】    15 chemin des Coiombettes 1131 GENÈVE 10 Suisse 

 【氏名又は名称】    PASSIFLORE  Société Anonyme 

 

【代理人】 

 【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関３－４－３ 

 【氏名又は名称】  国際 太郎     ○印  

 

【意見の内容】 

 

（【証拠方法】） 

 

（【提出物件の目録】） 

 

（【物件名】） 

 

 

（注１） 本手続は書面のみに限られ、識別番号及び識別ラベルは使用できません。 

（注２） 本件出願が事後指定の場合は【出願番号】の欄に「○○○○年○○月○○日に

事後指定が記録された国際登録第○○○○○○号」のように記載してください。 

（注３） 本手続に必要な物件の提出方法は、手続補足書での提出ができませんので、必

ず本手続の【提出物件の目録】の欄の次に【物件名】の欄を設け、その物件名を

記載し添付してください。 
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手続補正書（様式記載見本） 
 

【書類名】  手続補正書 

 （【提出日】  平成  年  月  日） 

【あて先】  特許庁審査官       殿 

 

【事件の表示】 

 【出願番号】 国際登録第１２３４５６７号 

 

【補正をする者】 

 【住所又は居所】    15 chemin des Coiombettes 1131 GENÈVE 10 Suisse 

 【氏名又は名称】    PASSIFLORE  Société Anonyme 

 

【代理人】 

 【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関３－４－３ 

 【氏名又は名称】  国際 太郎     ○印  

 

【手続補正１】 

 【補正対象書類名】 商標登録願 

 【補正対象項目名】 第１４類 

 【補正方法】    変更 

 【補正の内容】 

  【第１４類】 

  【指定商品(指定役務)】  Watches; wristwatches; wall clocks． 

 

【手続補正２】 

 【補正対象書類名】 商標登録願 

 【補正対象項目名】 第１５類 

 【補正方法】    削除 

 

（注１） 本手続は書面のみに限られ、識別番号及び識別ラベルは使用できません。 

（注２） 商標法第６８条の２８第１項の規定により、拒絶理由通知書（暫定的拒絶通報）の

指定された期間内に限り指定商品・役務についての補正をすることができます。

なお、当該指定された期間は、期間の満了前、経過後それぞれ１回の延長請求

が認められます。 

（注３） 本件出願が事後指定の場合は【出願番号】の欄に「○○○○年○○月○○日に

事後指定が記録された国際登録第○○○○○○号」のように記載してください。 

（注４） 「指定商品(指定役務)」は英語で記載してください。 

（注５） 「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の全文を補正する以外

は、なるべく「商品及び役務の区分」の単位として記載してください。全文を補正

する場合は【補正対象項目名】の欄に「指定商品又は指定役務並びに商品及び

役務の区分」と記載し、【補正の内容】の欄には、補正をしない区分・指定商品

（役務）を含め、補正後の全ての区分・指定商品（役務）を記載してください。記載

のない区分・指定商品（役務）は削除されたことになりますので、御注意ください。 

（注６） 「指定商品（指定役務）」の補正は、国際登録の範囲内で補正してください。な

お、類を変更する補正はできません。 
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期間延長請求書［期間満了前］（様式記載見本） 
 

 
 
 
 
 
      （２，１００円） 

 

【書類名】  期間延長請求書 

（【提出日】  平成  年  月  日） 

【あて先】特許庁長官          殿 

    （特許庁審査官     殿） 

 

【事件の表示】 

 【出願番号】 国際登録第１２３４５６７号 

 

【請求人】 

 【住所又は居所】   15 chemin des Coiombettes 1131 GENÈVE 10 Suisse 

 【氏名又は名称】   PASSIFLORE  Société Anonyme 

 

【代理人】 

 【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関３－４－３ 

 【氏名又は名称】  国際 太郎     ○印  

 

【請求の内容】 

 

 

（注１） 本手続は書面のみに限られ、識別番号及び識別ラベルは使用できません。 

（注２） 本件出願が事後指定の場合は【出願番号】の欄に「○○○○年○○月○○日に

事後指定が記録された国際登録第○○○○○○号」のように記載してください。 

（注３） 商標法第７７条第１項において準用する特許法第５条１項の規定により、期間満

了前の請求によって延長できる期間は、一回の１月のみです。 

（注４） なお、本手続は暫定拒絶通報（拒絶理由通知）で指定された期間内に限り提出

することができます。 

 

 

 

  

 特 許 
 印 紙 
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期間延長請求書［期間徒過後］（様式記載見本） 

  

 
 
 
 
 
      （４，２００円） 

 

【書類名】  期間延長請求書（期間徒過） 

（【提出日】  平成  年  月  日） 

【あて先】特許庁長官          殿 

    （特許庁審査官     殿） 

 

【事件の表示】 

 【出願番号】 国際登録第１２３４５６７号 

 

【請求人】 

 【住所又は居所】   15 chemin des Coiombettes 1131 GENÈVE 10 Suisse 

 【氏名又は名称】   PASSIFLORE  Société Anonyme 

 

【代理人】 

 【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関３－４－３ 

 【氏名又は名称】  国際 太郎     ○印  

 

【請求の内容】 

 

 

（注１） 本手続は書面のみに限られ、識別番号及び識別ラベルは使用できません。 

（注２） 商標法第７７条第１項において準用する特許法第５条第３項の規定により期間の

延長を請求するときは、【書類名】を「期間延長請求書（期間徒過）」とし、４，２００

円分の特許印紙を貼付してください。 

（注３） 本件出願が事後指定の場合は【出願番号】の欄に「○○○○年○○月○○日に

事後指定が記録された国際登録第○○○○○○号」のように記載してください。 

（注４） 商標法第７７条第１項において準用する特許法第５条３項の規定により、期間経

過後の請求によって延長できる期間は、一回の２月のみです。 

（注５） なお、本手続は暫定拒絶通報（拒絶理由通知）で指定された期間経過後（期間満

了前の延長請求により 1 ヶ月延長がなされた場合はその期間経過後）2 月以内に

限り提出することができます。 

 

 特 許 
 印 紙 
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手続補正書（方式）（様式記載見本） 
 

 
   【書類名】  手続補正書（方式） 

  （【提出日】  平成  年  月  日） 

   【あて先】  特許庁長官    殿 

 

   【事件の表示】 

    【出願番号】 国際登録第１２３４５６７号 

    

   【補正をする者】 

    【住所又は居所】    15 chemin des Coiombettes 1131 GENÈVE 10 Suisse  

    【氏名又は名称】    PASSIFLORE  Société Anonyme 

 

   【代理人】 

    【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関３－４－３ 

    【氏名又は名称】  国際 太郎     ○印  

 

   【手続補正１】 

    【補正対象書類名】 代理人受任届 

    【補正対象項目名】 提出物件の目録 

    【補正方法】    追加 

    【補正の内容】 

  【提出物件の目録】    

    【物件名】 代理権を証明する書面 １ 

   又は 

    【包括委任状番号】 ○○○○○○○ 

 

 

（注１） 本手続は書面のみに限られ、識別番号及び識別ラベルは使用できません。 

（注２） 本件出願が事後指定の場合は【出願番号】の欄に「○○○○年○○月○○日に事後

指定が記録された国際登録第○○○○○○号」のように記載してください。 

（注３） 【代理人】欄は、受任した代理人の住所（居所）及び氏名（名称）を記載し、押印してく

ださい。 

（注４） 代理権を証明する書面には訳文を添付してください。 

（注５） 包括委任状による手続において、包括委任状の番号が通知されていないときには、

【包括委任状番号】の欄に代えて、【物件名】の欄を設けて、「代理権を証明する書面」

と通数を記載し、その次に【援用の表示】の欄を設けて、｢平成○○年○○月○○日

提出の包括委任状を援用する。」と記載し、「包括委任状提出書の写し」を添付してく

ださい。 
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第５節 国際商標登録出願の特例 

 

１．手続の補正の特例                                   

 

国際商標登録出願については、暫定的拒絶通報（拒絶理由通知）の指定期間内に限り、我が

国在住の代理人（商標管理人）により特許庁長官に対して手続の補正をすることができます。 

［法第６８条の２８第1項］ 

また、国際登録の名義人は、事件が日本国特許庁に係属している場合は、直接国際事務局に

対し日本についての国際登録の指定商品（役務）を限定する変更の記録の申請（ＭＭ６）をする

ことができ、出願人は、これにより、暫定的拒絶通報に対する応答とすることもできます。 

                                        ［議９条の２（iii）］ 

 

２．国際登録の名義人の変更                                  

 

（１）届出の効力 

国際商標登録により生じた権利の承継は、国際事務局に届け出なければその効力は生じ

ません。                                 ［規則２５（１）(a)、法第６８条の１６］ 

名義人の変更をする場合は、国際事務局に「名義人の変更の記録の請求（ＭＭ５）」を提出

し、所定の手数料を納付してください。 

 

（２）名義人の変更に伴う国際商標登録出願 

国際登録簿の名義人の変更に伴い、指定商品又は指定役務の全部又は一部が分割し

て移転されたときは、国際商標登録出願は変更後の名義人についてのそれぞれの商標登

録出願になったものとみなします。                        ［法第６８条の１７］ 

 

【指定商品（役務）の一部分割の例】 

 

○国際商標登録出願 

国際登録番号   ： １２３４５６７ 

国際登録名義人 ： 甲 

指定商品      ： Ｘ、Ｙ、Ｚ 

 

名義人の変更の記録の請求(MM5) 指定商品「Ｚ」を乙に移転（一部移転） 

 

○国際商標登録出願              ○国際商標登録出願  

国際登録番号   ： １２３４５６７        国際登録番号   ： １２３４５６７Ａ 

国際登録名義人 ： 甲              国際登録名義人 ： 乙 

指定商品       ： Ｘ、Ｙ           指定商品       ： Ｚ 

 

※分割により生じた国際出願は、国際登録番号に「アルファベット文字」が付与され新たな出願とし

て管理されます。  
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（３）作成要領  

「名義人の変更の記録の請求（ＭＭ５）」の作成要領は、本テキスト第４章第８節「国際登録

の名義人の変更の記録の請求」を参照し、これに準じて作成してください。 

なお、我が国在住の代理人が「名義人の変更の記録の請求（ＭＭ５）」を国際事務局に提

出することにより名義人の変更の手続を行う場合、本手続と同時に国際事務局に対する代理

人となるため、国際事務局経由で出願人に発出する各種の通報も代理人に送付されます。 

 

３．国際商標登録出願の出願時の特例                       ［法第６８条の１０］ 

 

国際商標登録出願に係る登録商標及び商標権者と国内登録に基づく登録商標及び商標権

者が同一であり、国際商標登録出願に係る指定商品（役務）と国内登録に基づく登録商標に

係る指定商品（役務）とが重複している場合、国際商標登録出願はその重複している範囲につ

いて、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなされま

す。 

 

４．出願の分割の特例                                 ［法第６８条の１２］ 

 

国際商標登録出願は、商標法第１０条第１項に規定する分割出願をすることはできません。 

 

５．出願の変更の特例                                  ［法第６８条の１３］ 

 

（１）通常の国際商標登録出願を、団体商標の国際商標登録出願に変更することはできません。 

（２）団体商標の国際商標登録出願を、通常の国際商標登録出願に変更することはできません。 

（３）国際商標登録出願を、防護標章登録出願に変更することはできません。 

 

６．補正後の商標についての新出願の特例                   ［法第６８条の１８］ 

 

国際商標登録出願は、補正却下後の新たな国際商標登録出願をすることができません。 

 

７．商標法第９条（出願時の特例）の適用を受けるための手続の特例    ［法第６８条の１１］ 

 

国際商標登録出願について、商標法第９条第１項の規定の適用を受けようとする場合には、

出願人は、その旨を記載した書面及びその事実を証明する書面を国際商標登録出願の日か

ら３０日以内に特許庁長官に提出しなければなりません。 

 

８．パリ条約の例による優先権主張の手続の特例 

 

国際商標登録出願について、パリ条約の例により優先権を主張しようとするときは、その旨並

びに第一国出願をした国の国名及び出願年月日を記載した書面を国際商標登録出願の日か

ら３０日以内に提出しなければなりません。                 ［法第６８条の１５第２項］ 

なお、優先権証明書は国際商標登録出願の日から３ヶ月以内に特許庁長官に提出しなけ

ればなりません。                                   ［法第１３条第１項］ 
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第６節 公 報 

 

１．公開国際商標公報                                    ［法第１２条の２］ 

 

（１）公開国際商標公報 

国際商標登録出願に関しても出願公開の対象となり、国際事務局から日本国特許庁へ指

定通知が通報された後、速やかに「公開国際商標公報」を発行します。この公報は国際事務

局が発行する公報とは別個に日本国特許庁が発行するものです。 

なお、掲載事項の特例により、一部読み替え規定が設けられています。  ［法６８条の１４］ 

 

（２）発行形態 

公開国際商標公報は、「公開商標公報」及び「国際商標公報」とともに「公開・国際商標公

報」としてインターネット利用による公報を発行します。 

 

（３）発行言語 

公開国際商標公報は、英語により作成されますが、出願人の氏名・名称及び住所・居所は

国際登録簿に記載された言語で作成され、指定商品（役務）については日本国特許庁によ

る参考訳文が付されます。 

※なお、この参考訳文はあくまでも参考的な性格のものであり、指定商品（役務）の範囲は

英語により記載されたものをもって判断されます。 

 

（４）公開国際商標公報番号 

公開国際商標公報の番号は、国際登録番号により管理し、新たに公開国際商標公報番号

は付与しません。 

 

（５）発行周期 

原則、週１回発行となります。 

 

２．国際商標公報                                     ［法第１８条第３項］ 

 

（１）国際商標公報 

国際商標登録出願に係る商標権の設定の登録があったときは、「国際商標公報」を発行し

ます。 

 

（２）発行形態 

国際商標公報は、「公開商標公報」及び「公開国際商標公報」とともに「公開・国際商標公

報」としてインターネット利用による公報を発行します。 

 

（３）発行言語 

国際商標公報は、英語により作成されますが、出願人の氏名・名称及び住所・居所は国際

登録簿に記載された言語で作成され、指定商品（役務）については日本国特許庁による参

考訳文が付されます。 
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※なお、この参考訳文はあくまでも参考的な性格のものであり、指定商品（役務）の範囲は

英語により記載されたものをもって判断されます。 

 

（４）国際商標公報番号 

国際商標公報の番号は、国際登録番号により管理し、新たに商標登録番号は付与しませ

ん。そのため、公開国際商標公報と誤認しやすく、注意が必要です。 

 

（５）発行周期 

原則、週１回発行となります。 

 

 

第７節 登 録 

 

１．商標権の設定の登録                                        ［法第６８条の１９］ 

 

平成１５年１月１日以降、日本国に係る個別手数料の支払が二段階納付になったことにより、

国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決後、国際登録に基づく商標

権の設定の登録を受けようとする者は、個別手数料のうち第二の部分（登録料相当分）を支払

わなければなりません。 

日本国特許庁は、個別手数料の第二の部分（登録料相当）の納付があった旨の通報が国際

事務局からあったときに商標権の設定の登録を行います。 

 

【参 考】平成１４年１２月３１日以前の国際登録に基づく商標権の設定の登録の特例 

平成１４年１２月３１日以前の国際商標登録出願は、個別手数料が一括納付（登録

料相当含む）であったことから、商標登録をすべき旨の査定又は審決があったとき

に商標権の設定の登録を行います。 

 

 

２．国際登録に基づく商標権の設定の登録に必要な個別手数料         ［法第６８条の３０］ 

 

（１）納付金額 

１件ごとに２６９スイスフラン（２８，２００円に相当する額）に区分の数を乗じて得た額。 

 

（２）納付先 

国際事務局（送金方法は、本テキスト第５章第２節「６．国際事務局への支払方法」を参照

してください。） 

 

（３）納付時期 

商標登録すべき旨の査定又は審決と同時に送付する「NOTIFICATION OF SECOND 

PART OF INDIVISUAL FEE ： 個別手数料（登録料）支払通知」の支払期限までとなります。

支払期限は発送日から３ヶ月以内です。 

日本国特許庁は同通知を国際事務局へ送付し、国際事務局は同通知を出願人又はIB代
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理人へ通報しますので、我が国に在住する代理人（商標管理人）が、同通知を受領すること

はありません。 

なお、支払期限を失念した場合であっても、期間満了日から２月以内に国際事務局に対

し処理の継続の請求【ＭＭ２０】を申請し、所定の手数料を納付すれば、処理の継続が可能

となります。 

 

３．商標登録証                                        ［法第７１条の２］ 

 

商標権の設定の登録が行われた後に、商標登録証を商標権者（又は、存在する場合は日本

国内の代理人）に交付します。 

商標登録証は日本語で作成されますが、指定商品（役務）は英語で、商標権者は国際登録

簿に記録された文字で作成されます。 

 

問い合わせ先 

登録証に関することは、以下にお問い合わせください。 

審査業務課登録室国際意匠・商標担当 内線２７０６番 

 

 

４．国際登録に基づく商標権の消滅                      ［法第６８条の２０第２項］ 

 

国際登録に基づく商標権は、基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、

その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなしま

す。消滅の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生じます。 

 

５．国際登録に基づく商標権の存続期間                      ［法第６８条の２１］ 

 

国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の日から１０年をもって終了します。 

なお、商標権の存続期間は以下の更新料の支払により更新することができます。 

 

（１）納付金額 

１件ごとに３７１スイスフラン（３８，８００円に相当する額）に区分の数を乗じて得た額。 

なお、更新手続の際には、基本手数料として６５３スイスフランが別途必要になります。（詳

細は、本テキスト第５章第２節「３．国際登録の存続期間の更新の申請」を参照してくださ

い。） 

 

（２）納付先 

国際事務局 

 

（３）納付時期 

存続期間の満了前 
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６．商標原簿への登録の特例                              ［法第６８条の２７］ 

 

商標原簿への登録の特例のうち、国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更

又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによります。 

なお、国際登録に基づく商標原簿は、日本国特許庁独自の番号は付与せず、国際登録番

号で管理します。 

 

 

第８節 登録異議の申立て 

 

１．作成要領 

 

登録異議の申立てに関する書類の作成は、商標法施行規則第１２条様式第１３に従い作成

してください。 

なお、商標登録異議申立書は、インターネット利用による国際商標公報の発行の日の翌

日から起算して２月が提出期限です。                       ［法第４３条の２］ 

 

 

第９節 審 判 

 

１．作成要領 

 

「拒絶査定に対する審判」及び「補正の却下の決定に対する審判」に関する書類の作成要領

は、このテキスト「第７章 第４節 国際商標登録出願の後の手続書類に関する作成上の一般

原則」及び商標法施行規則第１４条様式第１４の２を参照し、これに準じて作成してください。 

なお、審判請求期間は、以下のとおりです。 

拒絶査定不服審判：査定の謄本の送達のあった日から３月以内        ［法第４４条］ 

補正却下不服審判：決定の謄本の送達があった日から３月以内        ［法第４５条］ 

 

また、「商標登録の無効の審判」及び「商標登録の取消しの審判」に関する書類の作成は、

商標法施行規則第１４条様式第１５に従い作成してください。 

 

問い合わせ先 

審判の手続に関することは、以下にお問い合わせください。 

無効審判、取消審判  審判課特許侵害業務室侵害第４担当 内線５８０４番 

拒絶査定不服審判、補正却下不服審判、登録異議申立 審判課第９担当 内線３６８２番 
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審判請求書（様式記載見本） 
 

 
 
 

    （      円） 
 

【書類名】  審判請求書 

（【提出日】  平成  年  月  日） 

【あて先】  特許庁長官      殿 

 

【審判事件の表示】 

 【出願番号】 国際登録第１２３４５６７号 

 【審判の種別】 拒絶査定に対する審判事件 

【商品及び役務の区分の数】 

【審判請求人】 

 【住所又は居所】    15 chemin des Coiombettes 1131 GENÈVE 10 Suisse 

 【氏名又は名称】    PASSIFLORE  Société Anonyme 

 （【国籍】） 

 （【電話番号】） 

 （【ファクシミリ番号】） 

 

【代理人】 

 【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関３－４－３ 

 【氏名又は名称】  国際 太郎     ○印  

 （【電話番号】） 

 （【ファクシミリ番号】） 

 

【請求の趣旨】 

原査定を取り消す。本願の商標は登録すべきものとする。との審決を求める。 

【請求の理由】 

 

【証拠方法】 

 

【提出物件の目録】 

 【物件名】 

 

（注１） 本手続は書面のみに限られ、識別番号及び識別ラベルは使用できません。 

（注２） 本件出願が事後指定の場合は【出願番号】の欄に「○○○○年○○月○○日に

事後指定が記録された国際登録第○○○○○○号」のように記載してください。 

（注３） 本書と同時に手続補正書の提出はできません。 

（注４） 【商品及び役務の区分の数】には拒絶査定時の区分数を記載し、その区分数に

応じた金額を納めてください。なお、拒絶査定後審判請求までの間に国際事務

局に「商品及び役務の一覧表の減縮の請求書」（ＭＭ６）を提出し区分を削除した

場合は、審判請求書にＭＭ６の写しを添付する事により、当該欄に削除後の区分

数を記載し、削除後の区分数に応じた金額を納付することが可能です。 

 

 

 特 許 
 印 紙 
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第１０節 商標登録出願等の特例 

 

１．国際登録の取消し後の商標登録出願の特例                  ［法第６８条の３２］ 

 

（１）国際登録の取消し（セントラルアタック）後の商標登録出願の特例 

議定書第６条（４）に規定された、基礎出願又は基礎登録の効果の終了による国際登録の

取り消しにより、我が国を指定する国際登録の対象であった商標について、国際登録の指

定商品（役務）の全部又は一部が取り消されたときは、当該国際登録の名義人は取り消され

た指定商品（役務）の全部又は一部について､我が国に新たな商標登録出願をすることがで

きます。商標法第６８条の３２第１項の規定による商標登録出願をするときは、「（【手数料の

表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨及び議定書第６条(４)の規定により取

り消された国際登録の番号を記載してください。（当該国際登録が事後指定に係るものであ

るときは、事後指定の日を記載してください。） 

 

（２）特例の要件 

上記（１）の特例による商標登録出願は、次の要件に該当するときには、国際登録日（又は

事後指定の日）にされたものとみなします。 

 

①国際登録が取消された日から３ヶ月以内に商標登録出願をすること。 

②国際登録の対象であった標章と商標登録出願の標章が同一であること。 

③商標登録出願に係る指定商品（役務）が、国際登録における指定商品（役務）の範囲に

含まれていること。 

 

（３）優先権主張の効果 

国際商標登録出願について、パリ条約による優先権の主張（商標法第１３条で準用する特

許法第４３条）又はパリ条約の例による優先権の主張（商標法第９条の３又は第１３条で準用

する特許法第４３条の２）が認められていたときは、商標登録出願にも優先権が認められま

す。 

 

２．議定書廃棄後の商標登録出願の特例                      ［法第６８条の３３］ 

 

（１）議定書廃棄後の商標登録出願の特例 

議定書の廃棄の規定（議定書第１５条）により、国際登録の名義人が国際出願をする資格

を有するものでなくなったときは、国際登録されていた指定商品（役務）について新たな商

標登録出願をすることができます。商標法第６８条の３３第１項の規定による商標登録出願を

するときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨及び議定

書第１５条(５)(b)の規定による議定書の廃棄に係る国際登録の番号を記載してください。（当

該国際登録が事後指定に係るものであるときは、事後指定が国際登録簿に記録された日を

記載してください。） 
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（２）特例の要件 

上記（１）の特例を受けようとする者は、次の要件に該当するときは商標登録出願は国際

登録日（又は事後指定の日）にされたものとみなします。 

 

①議定書の規定による廃棄の効力が生じた日から２年以内に商標登録出願をすること。 

②国際登録の対象であった商標と商標登録出願の商標が同一であること。 

③商標登録出願に係る指定商品（役務）が国際登録における指定商品（役務）の範囲に含

まれていること。 

 

（３）優先権主張の効果 

国際商標登録出願について、パリ条約による優先権の主張（商標法第１３条で準用する特

許法第４３条）又はパリ条約の例による優先権の主張（商標法第９条の３又は第１３条で準用

する特許法第４３条の２）が認められていたときは、商標登録出願にも優先権が認められま

す。 

 

 

 

第１１節 商標登録出願と国際商標登録出願（指定国官庁）との相違点 

 

項    目 商標登録出願 
国際商標登録出願 

（指定国官庁） 

手続 オンライン可 オンライン不可、紙手続のみ 

書類の様式 墨付き括弧、「【」、「】」を項目に使用  ← 

申請人制度 利用できる 利用できない 

識別番号の記載 
手続書面に記載したときは住所を省

略できる 

識別番号の記載はできるが、【住所又は居

所】の住所の省略はできない 

識別ラベル 貼付できる 貼付できない 

予納制度 利用できる 利用できない 

代理人の選任 
出願人が在外者のときは、国内代理

人が必須 
 ← 

包括委任状 援用できる  ← 

代理人の住所(居

所)変更 

申請人単位で１通を申請人登録室へ

提出 
出願毎に特許庁長官に提出 

代理人の氏名(名

称)変更 

申請人単位で１通を申請人登録室へ

提出 
出願毎に特許庁長官に提出 

代理人の印鑑変

更 

申請人単位で１通を申請人登録室へ

提出 
出願毎に特許庁長官に提出 

出願人の住所(居

所)変更 

申請人単位で１通を申請人登録室へ

提出 

住所変更の記録の申請【ＭＭ９】を国際事

務局へ提出 

出願人の氏名（名

称）変更 

申請人単位で１通を申請人登録室へ

提出 

名称変更の記録の申請【ＭＭ９】を国際事

務局へ提出 

名義変更 出願毎に特許庁長官に提出 
名義人の変更の記録の申請【ＭＭ５】を国

際事務局へ提出 
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指定商品・役務の 

補正 

事件が係属しているときはいつでもで

きる。 

拒絶理由通知で指定した期間に限る 

（ただし、商品・役務の減縮の申請【ＭＭ６】

は、事件が係属している間、いつでも国際

事務局に提出できる） 

補正却下後の新

出願 
できる できない 

出願の変更 できる できない 

出願の分割 できる できない 

パリ優先権主張 願書に記載する 国際出願の願書【ＭＭ２】に記載する 

パリ優先権証明書 出願の日から３月以内に提出 提出義務なし 

パリ条約の例によ

る優先権主張 
願書に記載する 

国際出願の日から３０日以内に特許庁長官

に提出 

 上記証明書 出願の日から３月以内に提出 
国際出願の日から３月以内に特許庁長官

に提出 

博覧会等へ出展し

たときの出願時の

特例 

願書に記載する 
国際出願の日から３０日以内に特許庁長官

に提出 

 上記証明書 出願の日から３０日以内に提出 
国際出願の日から３０日以内に特許庁長官

に提出 

商標法５条４項の

物件の提出 
出願時 

暫定的拒絶通報の応答として提出する 

（日本に指定通報が送付された後であれ

ば提出可能） 

登録料の納付 特許庁長官に納付する 国際事務局へ納付する 

更新登録料の納

付 
特許庁長官に納付する 国際事務局へ納付する 

通信言語 日本語 英語 

指定商品・役務 日本語 英語 

事件の表示 出願番号 国際登録番号 

出願人の表示 日本語 国際登録簿に記録された文字 

代理人の表示 日本語 日本語 
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参考資料１

本国官庁（日本国）の手続基本フロー

出願人・権利者 本国官庁（日本国 JPO） 国際事務局(IB) 指定国官庁

基礎出願
国際出願 受 領

基礎登録 ２月以内

出願手数料(JPO)
出願手数料(IB)

方式審査 受 領

方式指令書 方式審査事項
・出願手数料(JPO分)

方式審査
方式不備通知 方式確認事項

・基礎出願／登録との同一性の確認 方式審査事項
・国際出願の欠陥の有無の確認 ・方式

手続却下 ・優先権の主張に関する確認 ・出願手数料(IB分)
・分類、商品/役務

WIPO送付通知

IRREGULARITY NOTICE IRREGULARITY NOTICE IRREGULARITY NOTICE

(欠陥通報) (欠陥通報) (欠陥通報)

意見書・是正提案書 意見書・是正提案書 意見書・是正提案書

通 知
国際登録 指定通報

登録証明書 国際公表 手数料

保護認容声明の写し 国際記録 保護認容声明

以下、個別手数料二段階納付制度採用国
（注）

個別手数料（登録料） 個別手数料（登録料) 個別手数料(登録

支払通知写し 支払通知 料)支払通知

個別手数料（登録料） 個別手数料（登録料）

納付 受領

国際記録 個別手数料受領

（注）二段階納付制度（各国での登録時に個別手数料の第２段階部分の支払いを必要とする制度）採用国
キューバ、日本
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参考資料１

本国官庁（日本国）の手続基本フロー

出願人・権利者 本国官庁（日本国 JPO） 国際事務局(IB) 指定国官庁

基礎出願
国際出願 受 領

基礎登録 ２月以内

出願手数料(JPO)
出願手数料(IB)

方式審査 受 領

方式指令書 方式審査事項
・出願手数料(JPO分)

方式審査
方式不備通知 方式確認事項

・基礎出願／登録との同一性の確認 方式審査事項
・国際出願の欠陥の有無の確認 ・方式

手続却下 ・優先権の主張に関する確認 ・出願手数料(IB分)
・分類、商品/役務

WIPO送付通知

IRREGULARITY NOTICE IRREGULARITY NOTICE IRREGULARITY NOTICE

(欠陥通報) (欠陥通報) (欠陥通報)

意見書・是正提案書 意見書・是正提案書 意見書・是正提案書

通 知
国際登録 指定通報

登録証明書 国際公表 手数料

保護認容声明の写し 国際記録 保護認容声明

以下、個別手数料二段階納付制度採用国
（注）

個別手数料（登録料） 個別手数料（登録料) 個別手数料(登録

支払通知写し 支払通知 料)支払通知

個別手数料（登録料） 個別手数料（登録料）

納付 受領

国際記録 個別手数料受領

（注）二段階納付制度（各国での登録時に個別手数料の第２段階部分の支払いを必要とする制度）採用国
キューバ、日本

372

指定国官庁（日本国）の手続基本フロー

出願人・権利者(在外者) 日本国内代理人 国際事務局(IB) 指定国官庁（日本国 JPO）

国際登録 指定通報
個別手数料(出願料) 個別手数料(出願料)

方式審査 公開国際商標広報 18
月

実体審査 以
内

登録査定謄本 登録査定
保護認容声明写し 国際記録 保護認容声明
個別手数料(登録料)支払通知写し 個別手数料(登録料)支払通知

個別手数料(登録料)納付 国際記録 個別手数料(登録料)納付済通報

暫定的拒絶通報写し 国際記録 暫定的拒絶通報

意見書・補正書 意見書・補正書 受 領
代理人受任届 代理人受任届

再審査

拒絶査定謄本(国内代理人有) 拒絶査定謄本 拒絶査定
拒絶査定謄本(国内代理人無)

登録査定謄本 登録査定謄本 登録査定
保護認容声明写 国際記録 保護認容声明

個別手数料(登録料)支払通知写し 個別手数料(登録料)支払通知

個別手数料（登録料）納付 国際記録 個別手数料(登録料)納付済通報

審判請求 審判請求 審 判

登録審決謄本 登録審決謄本 登録審決
保護認容声明 国際記録 保護認容声明

個別手数料(登録料)支払通知写し 個別手数料(登録料)支払通知

個別手数料(登録料)納付 国際記録 個別手数料(登録料)納付済通報

拒絶審決謄本 拒絶審決謄本 拒絶審決

拒絶確定声明 拒絶確定声明 設定登録

出 訴 出 訴 出訴（以下審判と同様）

商標登録証(国内代理人無)

商標登録証(国内代理人有) 商標登録証

拒絶確定声明通報写し 国際記録 国際商標公報

取消決定謄本 取消決定謄本 （異議申立）

無効審決･取消審決謄本 無効･取消審決謄本 （無効審判・取消審判）

（注）実線：特許庁又は国際事務局の通報又は手続、点線：出願人・権利者と日本国内代理人との連絡
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