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「中国商標網」の商標検索マニュアル 

 
 

2017年 6月 

（2020年 3月更新） 

JETRO北京事務所 

 

 

中国における商標出願・登録状況の調査手段として、中国商標局が提供する

データベース「中国商標網」があります。 

本マニュアルでは、「中国商標網」での商標の検索方法、閲覧方法をご紹介し

ます。 
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◆本マニュアルに関するお問い合わせ先◆ 

日本貿易振興機構（JETRO）北京事務所 知的財産権部 

TEL +86-10-6528-2781 FAX +86-10-6528-2782 

E-Mail PCB-IP@jetro.go.jp 
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２．「中国商標網」の検索メニュー 

 

 「中国商標網」では、次の６つについて利用できます。 

 

アイコン 説明 

 

＜商標類似検索＞ 

図形、文字などの商標構成要素に基づき、それぞれ同一

又は類似商標検索をすることができます。 

（→４ページへ） 

 

＜商標総合検索＞ 

商標番号、商標、出願人名称などによって商標の関連情

報を検索することができます。 

（→１６ページへ） 

 

＜商標状態検索＞ 

商標の出願・登録番号を通じて、商標の手続きの状態を

確認することができます。 

（→１９ページへ） 

 

＜商標公告検索＞ 

商標公告を確認することができます。 

（→２１ページへ） 

 

＜エラー情報フィードバック＞ 

商標局にエラー情報をフィードバックすることができま

す。 

 

＜商品・役務表示検索＞ 

商品及び役務表示を検索することができます。 

（→２５ページへ） 
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（第 1～45 類）を半角数字で入力します。なお、複数区分を一度に検索すること

はできません。 

 
 

②「検索方式」（查询方式）を選択した上で、「商標名称」（商标名称）欄に調査し

たい商標の情報を検索方式に応じて入力します。 

なお、検索方式と入力の方法は以下のとおりです。 

 
 

検索方式 入力方法 

漢字 

（汉字） 

簡体字による検索です。複数の漢字の場合、漢字の間にス

ペースは設けません。1～20文字まで入力できます。 

例：商标调查 

ピンイン 

（拼音） 

中国語のピンインでの検索です。半角で入力します。各ピ

ンインの間にはスペースが必要です。1～20 文字まで入力

できます。 

例：① shang biao diao cha（「商标调查」のピンイン） 

② SHANG BIAO DIAO CHA（「商标调查」のピンイン） 

英文 

3 つ又は 3～26 文字のアルファベットでの検索です。半角

で入力します。調査対象商標の構成により「＆」や「.」な

ども入力可能です。 

例：① ABCD 

② AB&CD 

数字 

アラビア数字での検索です。半角で入力します。「0.5」や

「3/5」、「-9」などは検索することができません。1～20文

字まで入力できます。 

例： 1988 

イニシャル 

（字头） 

1 つ又は 2 つのアルファベットでの検索です。半角で入力

します。なお、3 つ以上のアルファベットでの検索は「英

文」検索を選択してください。 

例：① A 

② AB 

図形（图形） 図形の検索です。具体的な検索方法は以下に詳述します。 

 

③図形による検索は、図形の構成要素に対応する図形コードを半角で入力します。

図形コードは 5つまで入力することができ、半角の“;”でそれぞれの図形コード

間を区切ります。 

なお、図形コードは、「 」をクリックして、別ウィンドウの図形コード表から

検索の対象となる図形の条件に合致する一つ又は複数の図形コードを選択し、加
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包含全部编码检索

（交集） 

複数のコードが対象になる場合、全てのコードが

含まれる検索 

 

 

３-３．検索結果の閲覧 

３-３-１．検索結果一覧 

自動検索において英文字商標「ABCDE」を検索した場合の結果を例として、その

検索結果一覧の閲覧について以下に説明します。なお、検索結果の閲覧方法は検

索方式が異なっていても変わりません。 

 

検索結果は下図のように一覧で表示されます。「出願/登録番号」（申请/注册号）

「出願日」（申请日期）、「商標名称」（商标名称）、「出願人/商標権者名称」（申请

人名称）の 4項目が表示されます。 

 

 

なお、「 」をクリックすることによりサムネイル表示に変更することがで

きます。

 
 

検索結果の一覧では、以下の機能があります。 

 
 

①「配列」（排序） 

検索結果の表示方式を次の 3つから選択することができます。 

 

相似度排序 類似度による配列 ※デフォルト設定 

申请日期 出願日による配列 











15 

 

 
 

 

 項目 内容 

① 商標表示部 商標をクリックすると別ウィンドウで拡大表示されます。 

② 商品/服务 指定商品・役務が表示されます。後ろの查看详细信息をク

リックすると、当該指定商品・役務の類似群情報が表示さ

れます。 

③ 类似群 類似群コードが表示されます。 

④ 申请/注册号 商標の出願／登録番号が表示されます。 

⑤ 申请日期 出願日が表示されます。 

⑥ 国际分类 指定商品・役務が属する国際分類の番号が表示されます。 

⑦ 申请人名称 

（中文）（英文） 

出願人／商標権者の名称が中国語/英語で表示されます。 

① 

② 

③ 

④ ⑤ ⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ ⑩ 
⑪ 

⑫ 

⑬ ⑭ 

⑮ ⑯ ⑰ 

⑱ 

⑲ 

⑳ 
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⑧ 申请人地址 

（中文）（英文） 

出願人/商標権者の住所が中国語/英語で表示されます。 

 

⑨ 初审公告期号／ 

初审公告日期 

初审公告期号／初审公告日期：初歩査定公告された場合の

公告発行番号と当該初歩査定公告日が表示されます。 

⑩ 注册公告期号／ 

注册公告日期 

登録公告の公告発行番号と当該公告日が表示されます。 

⑪ 是否共有商标 共同出願であるか否かを表示します。共同出願に該当する

場合は「是」と表示されます。 

⑫ 商标类型 商標の類型として、「证明」は証明商標を、「集体」は団体

商標を、「一般」は証明商標及び団体商標以外の普通商標を

指します。 

⑬ 专用权期限 権利期間が表示されます。 

⑭ 商标形式 商標のタイプを表示します。颜色商标は色彩のみからなる

商標、立体商标は立体商標、声音商标は音声商標を表しま

す。 

⑮ 国际注册日期 マドリッド協定議定書等の国際登録出願による商標の国

際登録出願日が表示されます。 

后期指定日期は、マドリッド協定議定書に基づき、「事後

指定の日」が表示されます。 

优先权日期は、優先権を有する場合の優先日が表示されま

す。優先権がない場合「无」と表示されます。 

⑯ 后期指定日期 事後指定日 

⑰ 优先权日期 優先権日 

⑱ 代理人名称 代理組織の名称が表示されます。当該代理組織が消滅され

る場合、名称の後に注销が表示されます。 

⑲ 商标流程 商標が無効になった場合、商标流程の後ろに商标状态とい

う欄もあり、无效（仅供参考）と表示されます。 

⑳ 商标状态图标 商標の状態を表すアイコンとともに英文字情報及び中国情

報が表示されます。アイコンについては【別紙 1】（「商標

の状態を表すアイコンについて」）のとおりです。 
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ここでは、当該商標の状態を確認することができます。登録出願の申請、受理

通知書の発行、拒絶通知の発行、初歩査定公告、異議申立、三年不使用取消審判

請求、無効審判請求などの進展について関連情報が表示されます。 

左側の をクリックすると、当該ページを印刷することができます。 

一部よく出てくる状態の情報については【別紙 2】（「商標状態を表す用語につ

いて」）のとおりです。 
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録される商標です。 

商标注册公告（二） 

商標登録公告（二） 

異議申立又は登録不許可不服審判を経

て、登録出願が許可される商標です。

その専用期限は、商標初歩査定公告の

3ヶ月満了した日より起算します。 

集体商标注册公告 団体商標の登録公告 

证明商标注册公告 証明商標の登録公告 

商标注册人/申请人名义及地址变更

公告 

商標権者／出願人の名義及び住所の変

更公告 

商品/服务项目删减公告 商品・役務削除公告 

变更商标代理机构公告 商標代理機関変更公告 

商标更正公告 商標訂正公告 

注册商标续展公告 登録商標の更新公告 

商标使用许可备案公告 商標使用許諾契約届出の公告 

商标使用许可变更公告 商標使用許諾変更の公告 

商标使用许可终止公告 商標使用許諾終止の公告 

商标质权登记公告 商標権の抵当公告 

注册商标注销公告 登録商標の抹消公告 

注册商标未续展注销公告 登録商標の未更新による抹消公告 

注册商标撤销公告 商標登録の取消公告 

注册商标无效宣告公告 登録商標の無効宣告公告 

注册商标申请撤回公告 登録商標の取下げ請求に関する公告 

无效公告 

無効公告 

過去に公告に掲載された情報が無効に

なることを指します。 

商标注册证遗失声明公告 商標登録証の紛失声明公告 

送达公告 

送達公告 

郵送した書類が目的地に到着せずに返

送されたため、このような方式で送達

すると見なされます。 

商标异议公告 商標異議公告 

商标异议裁定公告 商標異議査定公告 

商标异议复审裁定公告 商標異議審判の審決公告 

共有人注册商标 共有者の商標出願 

驰名商标公告 馳名商標公告 
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商标注册证无效公告 商標登録証無効公告 

变更集体/证明商标申请人名义地址/

管理规则成员名单公告’ 

団体/証明商標出願人名義住所/管理規

則メンバーリストの更新公告 

集体/证明商标申请人名义地址/成员

名单管理规则转让/移转公告 

団体/証明商標出願人名義住所/メンバ

ーリスト管理規則の譲渡と移転公告 

商标其他注册事项变更公告 商標その他登録事項変更公告 

商标其他事项公告 商標その他事項公告 

商标使用许可合同备案撤销公告 商標使用許諾契約届出の取消公告 

关于商标的处理决定撤销公告 商標処理決定の取消公告 

商标申请补正通知书送达公告 商標出願補正通知書送達公告 

准予撤回商标注册申请决定书送达公

告 

商標登録願書の取消請求にする認可決

定書の送達公告 

商标注册申请审查意见书送达公告 商標出願審査意見書送達公告 

商标注册申请驳回通知书送达公告 商標出願拒絶通知書送達公告 

提供注册商标使用证明通知书送达公

告 

登録商標の使用証明提供通知書の送達

公告 

撤销注册商标决定书送达公告 登録商標の取消決定書の送達公告 

商标异议裁定书送达公告 商標異議査定送達公告 

其他商标书件送达公告 その他の商標書類送達公告 

商标评审委员会驳回转让复审决定公

告 

商標評審委員会拒絶・譲渡審判決定公

告 

商标评审委员会注册商标争议裁定公

告 
商標評審委員会 

商标评审委员会撤销注册不当商标申

请议裁定公告 

商標評審委員会の不正商標登録の取消

に関する審決公告 

商标评审委员会注册商标复审决定公

告 

商標評審委員会の登録商標に関する審

判決定公告 

商标评审委员会答辩通知书送达公告 商標評審委員会答弁通知書送達公告 

商标评审委员会裁（决）定通知书送达

公告 
商標評審委員会審決通知書送達公告 

注册人死亡/终止注销注册商标公告 登録者死亡/登録商標の終止取消公告 

商标局公告 商標局公告 

通用公告 通用公告 

③ 商标名称 商標名 

④ 类别 区分 

⑤ 注册号 登録番号 

⑥ 申请人 出願人 

⑦ 代理人 代理人 
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８．商標検索に関しての留意事項 

 

（１）こまめに検索を実施してください 

商標局のデータベースは定期的に更新されますが、案件によって、出願か

ら掲載までに要する期間に差異が生じることがあります。そのため、商標調

査の直前に類似商標が出願された場合、類似する商標として検索結果に反映

されない場合があります。 

また、調査日以降に出願される商標で外国優先権を主張する場合、その優

先権日が調査日より早い可能性も考えられますが、拒絶査定が通知されたと

きに初めて類似商標の存在を知るというおそれもありますので、注意が必要

です。 

様々な要因により、データベースの更新が遅延等する可能性もあるため、

商標のプロセスや状態を確認する場合は、何度も検索して確認することをお

勧めします。 

 

（２）複数の区分を同時に横断検索はできません 

商標局のデータベースでは、類似商標の検索を行う場合、区分（国際分類）

を 1 つに限定しなければなりません。そのため、商標が同一又は類似で指定

商品が他の区分に属する類似する商品の商標を検索しようとしても、検索結

果には抽出されません。 

したがって、他の区分に類似する商品・役務がある場合には、別途、その区

分に限定した上で、調査することが必要です。 

なお、他の区分にまたがる商品・役務の類似については『類似商品・役務区

分表』を参照するか、代理人に確認することをお勧めします。 

 

（３）商標の構成要素ごとに検索が必要です 

商標局のデータベースでは、類似商標の検索を行う場合、検索方式（漢字や

英文、数字、図形など）を 1 つに限定しなければなりません。したがって漢

字と英文字や漢字と図形など、複数の構成要素から構成される商標の類似検

索を行う場合については、その構成要素ごとに検索を行うことをお勧めしま

す。 

 

（４）日本語文字は図形扱いです 

中国では日本語の平仮名文字、カタカナ文字は図形として取り扱います。

したがって、平仮名文字、カタカナ文字を含む商標の類似検索を行う場合は、

図形での検索を行う必要があります（図形要素コード：28.3）。 

なお、図形要素のコードはかなり複雑ですので、図形商標の類似検索は代

理人に依頼することをお勧めします。 
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【別紙１】 

 

商標の状態を表すアイコン 

 

アイコン 説明 アイコン 説明 

 

実体審査中 

 

初歩査定公告 

 

登録公告 

 

登録済み 

 

異議申立中 

 

拒絶不服審判中 

 

不使用取消審判又は無

効宣告審判中 

 

出願が拒絶され、又は

受理されないため、無

効になった 

 

出願が取下げられた 

 

登録商標が商標権者よ

り取下げ、無効になっ

た 

 

登録商標が取消された

（三年不使用取消審判

又は無効審判） 
 

登録更新せず、無効に

なった 
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【別紙２】 

 

商標状態を表す用語 

 

用語（中国語） 解説（日本語） 

商标注册申请 商標登録出願 

商标续展 商標更新 

变更商标申请人/注册人名义/地址 出願人/商標権者の名義/住所変更 

商标转让 登録/出願商標の譲渡/移転 

商标使用许可备案 商標使用許諾契約の届出 

商标使用许可合同变更 商標使用許諾契約の届出の変更 

商标使用许可合同提前终止 商標使用許諾契約の届出の事前終止 

撤回商标注册申请 商標出願の取下げ申請 

商标注销申请 商標登録の取消申請 

补发注册证 商標登録証の再発行申請 

变更商标申请/注册事项 出願/登録事項の変更申請 

变更商标代理人 商標代理人の変更申請 

驳回复审 拒絶不服審判 

商标异议申请 商標異議申立 

撤销连续三年停止使用注册商标 三年不使用による登録商標の取消審 

无效宣告 無効宣告 

申请收文 申請書類を受け取る 

等待 XXX通知发文 XXX通知書の発行を待っている 

等待裁定书发文 審決の発行を待っている 

打印 XXX通知书 XXX通知書がプリントされる 

打印注册证 商標登録証がプリントされる 

核准证明打印发送 許可通知書がプリントされ、発送する 

 

 




