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主要国・地域における色彩のみからなる商標の登録・拒絶例 

 

１．米国 

①彩色した商標、②商標の特徴が色彩にあること、③商標の説明の欄に色彩名及びその色

彩が商標上に表示される位置を述べる色彩の構成の説明（文字的又はデザイン的要素など）

が必要。 

色彩は一般的な用語を用いて特定しなければならず、グラデーションを含む際はその旨の

説明が必要。 

 

登録例 

登録番号：3819180  

説明文：The color(s) red, white, and black is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists 

of "three bars", where the top bar is red, followed by a white bar/space, followed by a black bar, 

followed by a white bar/space, and ending with a red bar. （仮訳：標章を構成する赤、白、黒の色彩を 

商標          使用例        権利主張。標章は３本のバーからなり、最上部が赤、その下が白（空白）、その下が黒、その下が白（空白）、 

最下部が赤からなる。）  

主登録     指定役務：第 35 類（オンラインサービスの提供）   第 42 類（ウェブサイトのホスティング）（略）  権利者：Softlayer Technologies, Inc  

 

登録番号：2901090  

説明文：The mark consists of the color chocolate brown, which is the approximate equivalent of Pantone Matching 

System 462C, as  applied to the entire surface of vehicles and uniforms. The mark consists of the color brown 

alone. The broken lines indicate the position of the mark and do not form part of the mark. The drawing is lined  

商標        使用例     for the color brown.  （仮訳：パントン 462C にほぼ等しいチョコレートブラウンからなる商標（略）） 

主登録     指定役務：第 39 類（輸送サービス、飛行機・自動車による個人所有物の配送）   権利者：United Parcel Service of America, Inc  

 

登録番号： 3361597 

説明文：The color(s) red is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a lacquered red sole 

on footwear. The dotted lines are not part of the mark but are intended only to show placement of the mark. 

（仮訳：標章を構成する赤色を権利主張している。標章は靴底を赤く塗った構成よりなる。点線は標章の一部ではな 

く、標章の位置を表すためのものである。） 

商標          使用例    指定商品：第 25 類（女性用ファッションデザイン履物）   権利者：Christian Louboutin 

 

登録番号： 86041829 

商標             説明文：The color(s) yellow is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of the yellow color 

depicted in the drawing used as a color mark as applied to the exterior of span cable and used in connection with the goods. The dotted lines outlining 

the cable indicate that the cable is not being claimed as part of the mark and that the dotted lines are used merely to show placement of the mark. （仮

訳：黄色の色彩は、標章の特徴として主張している。黄色からなる標章はスパンケーブルの外観の色彩として及び商品に関連して使用される色彩として図面で描かれ
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ている。ケーブルの輪郭を示す点線は標章の一部として主張していないそして点線はただ標章の配置を示すためのものである。） 

指定商品：第９類（農業センター回転散水システムに使用するスパンケーブルの電気ケーブル）   権利者：Southwire Company, LLC 

LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE 

 

     

      使用例 

 

 

２．欧州 

①商標の色彩の複製、②色彩の言葉による説明、③色彩を権利主張する旨の記述が必要とさ

れ、任意でカラーコード （Pantone 等）も追加できる。 

 

登録例 

 商標番号：8375041    Trade mark status ：Registered 商標の種類: 色彩の商標  指定商品 第 9 類 （電子機器冷却用ファン） 第

11 類 （個人用冷却用ファン） 

説明文： 記載なし   色彩の表示：  Brown (Pantone 498C), beige (Pantone 489C).  権利者：RASCOM Computerdistribution GesmbH  

商標 

 

     商標番号：3421518 

     Trade mark status Registered 

     商標の種類: 色彩の商標 

説明文：The trademark consists of a chromatic composition of the graduated colours brown and yellow. （仮訳 : 商標は茶 

色と黄色のグラデーションからなる。） 

色彩の表示：Colour Brown and yellow 

指定商品：第 30 類（ペストリー、クッキー） 

権利者：VICENZI BISCOTTI S.p.A 

      商標 

 

商標番号 ：4636461 

Trade mark status：Registered 

商標の種類: 色彩の商標 

説明文：記載なし 

色彩の表示：White, black, medium grey, dark intense magenta, medium violet, intense violet, intense violet-blue,  

商標           medium blue, dark blue-green, intense turquoise, olive, orchid violet, dark navy blue, royal blue, light blue, 

          dark blue, medium violet-blue, intense blue-green, medium blue-green, light violet-blue, plum, light turquoise 

blue, light pink, apple green, brownish orange, intense emerald green, orange, blue, reddish orange, dark green, light brownish orange, purpleish blue, 

green, light grey, dark grey, brown, weak orange, intense dark violet, yellow, reddish brown, intense violet-blue, magenta, light green-yellow, blueish 
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green, orange-yellow, cyan, weak orange, orange brown, light brown, light green, intense lavender, medium green-yellow, medium grey, intense chestnut 

brown, intense red, reddish magenta, medium red, intense yellow-red, greenish yellow, lemon yellow, intense green-yellow, intense pink, intense plum, 

scarlet, intense red, light yellow-orange, light golden yellow. 

指定商品：第 9 類（科学用・航海用・測量用・写真用・映画用・光学用・計量用・測定用・信号用・検査（監視）用及び救命用の機器並びに教育用映像周波機械器具、

教育用音声周波機械器具、教育用電子応用機械器具）（略）、第 16 類（紙，厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの）（略）、第 42 類（科

学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計）（略） 

権利者：X-Rite Europe GmbH 

 

商標番号 ：19911 

Trade mark status：Registered 

商標の種類: 色彩の商標 

説明文：The mark consists of the colour green Pantone 348C as applied to the exterior surface of the premises 

used for the sale of the goods and services. （仮訳 : 標章は、商品やサービスの販売のために使用される建物の 

商標           外観に使用されているように緑色のパントーン 348C で構成されている。） 

色彩の表示：Green being Pantone 348C. 

指定商品：第 4 類（油及びグリース等）、第 37 類（乗物の注油、保守、清掃及び修理等） 

権利者：BP p.l.c. 

 

拒絶例 

商標番号：3550332 

Trade mark status：Application refused 

商標の種類: 色彩の商標 

説明文：The colour green applied to the hood of an agricultural tractor or model agricultural tractor, to  

the rear wheel mudguards and to the cabin pillars, a silver strip applied to the hood, the colour white applied 

to the operator's cab roof, and the colour red applied to the wheel centers.（仮訳：緑色は農業用トラクタ     

商標             ーのボンネットに使用、後輪の泥よけとキャビンの柱には、銀色を使用、白は運転室の屋根に、赤は車輪の中心に 

使用） 

色彩の表示 ： A combination of green, red, silver and white. 

            出願人：AGCO GmbH & Co 

欧州共同体理事会規則の実施規則 

第３条（ＣＴＭＩＲ Ｒｕｌｅ３）：色彩のみからなる商標の出願においては、商標見本は、商標の色彩の複製とする。 商標の色彩は、文字で記載されなければな

らず、その際色彩のカラーコードを参考として記載できる。商標見本に、色彩の複製の記載がなければ、出願日は認定されない。また、文字による色彩の表示がない

場合には、方式事項の欠陥であるため、記載が求められる。 
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３．豪州 
商標見本及び商標の説明を求めている。また、商標の説明には国際的に認められたカラー

コードの記載を認めている。使用態様についての説明が必要。 
 
登録例 

商標番号: 749403 Status: Registered/Protected 商標の種類：色彩の商標  指定役務：第 35 類（コンビニにおける小売） 説明文：The trade 

mark consists of three horizontal stripes in the colours ORANGE, GREEN and RED on a white or neutral background, as shown in the 

representation of the trade mark attached to the application form, as applied to the fascia of buildings, shop fronts, shop interiors, 

and promotional material. （仮訳：白を背景にオレンジ色、緑色、赤色の三本の平行線からなり、店頭の看板等に使用されるもの（略）） 

商標     * 商標法第４１条５の拒絶理由が発せられ、事実上の識別力の証明がなされた。 権利者：7-Eleven, Inc. 

 

商標番号: 780092  Status: Registered/Protected 商標の種類：色彩の商標 指定商品・役務：第 6 類（金属製容器等）、第 9 類（磁気エン

コーダー等）、第 20 類（木製パレット等）、第 39 類（輸送サービス等） 

説明文：The trade mark consists of the colour BLUE, as shown in the representation attached to the application form, applied to 

the goods themselves and/or to vehicles used for the supply of the services covered by the registration as well as to printed matter, 

    商標      stationery, signage, promotional advertising and identification material in all media.（仮訳：青色からなり、輸送サービスの提供 

用の自動車等に使用されるもの） *商標法第４１条６の拒絶理由が発せられ、使用による識別力の獲得の証明がなされた。 

     権利者：CHEP Technology Pty Limited  

 

商標番号: 710334  Status: Registered/Protected 商標の種類：色彩の商標 指定商品・役務：第８類（手動工具、特にタイルカッター、 

タイルニッパー等） 

説明文：Registration of the trade mark is limited to the colours red, yellow and orange as shown in the representation attached  

to the application form（仮訳：商標の登録は、申請書の添付ように赤、黄、オレンジに限定されている） 

商標       権利者：DTA Australia Pty Ltd  

 

商標番号: ６335454  Status: Registered/Protected 商標の種類：色彩の商標 指定商品・役務：第９類（電気はんだ装置、はんだごて 

 等） 

説明文：The mark consists of sky blue colour applied to the goods, as shown in the representation attached to the application  

form.（仮訳：商標は、申請書の添付ように商品に使用されたスカイブルーからなる） 

  権利者：Cooper Brands, Inc 

    商標 

 

豪州商標法第４１条５ 

 登録官が，商標は指定商品又はサービスを他人の商品又はサービスから識別するのにある程度は本質的に適していると認定したが，それのみを根拠として，商標が指

定商品又はサービスについて，そのような識別力を有していると決定することができない場合は，登録官は，次の事項，すなわち， (i) 商標が指定商品又はサービ

スを識別するのに本質的に適している程度， (ii) 出願人による商標の現実の使用又は使用の意図， (iii) その他のあらゆる状況，を基にする総合的効果を理由と

して，商標が指定商品又はサービスを出願人の商品又はサービスとして識別する，又は識別することになるか否かを考慮しなければならず（略） 
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豪州商標法第４１条６ 

 登録官が，商標は指定商品又はサービスを他人の商品又はサービスから識別するのに程度を問わず本質的に適していないと認めた場合は，次の規定を適用する。 

(a) 出願人が当該出願の出願日前に当該商標を使用した程度を理由として，出願人が，当該商標は指定商品又はサービスを出願人の商品又はサービスとして識別して

いる旨を証明した場合－当該商標は，指定商品又はサービスを他人の商品又はサービスから識別することができるものとみなす。 

(b) それ以外の場合－商標は，指定商品又はサービスを他人の商品又はサービスから識別することができないものとみなす。 


