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案登録出願について同様に適用されます。
・法令名等は次のように略記しています。
特許法 ……………………… 特
特許法施行法 ……………… 特施法
特許法等関係手数料令 …… 手数料令
特許法施行令 ……………… 特施令
特許法施行規則 …………… 特施規
特許登録令 ………………… 特登令
特許登録施行規則 ………… 特登施規
実用新案法 ………………… 実
意匠法 ……………………… 意
商標法 ……………………… 商
平成 5 年改正前の特許法 ………………………………………… 旧特
平成 5 年改正前の実用新案法 …………………………………… 旧実
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 ……………… 特例法
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 ……… 例施令、特例法施行令
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 …… 例施規
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 …… 現金手続令

