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DM/8(E) – January 2019

DM/8(E)

HAGUE AGREEMENT

CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS

REQUEST FOR THE RECORDING OF A

CHANGE IN NAME AND/OR ADDRESS OF THE REPRESENTATIVE

IMPORTANT

1. The use of this form is not compulsory.  It is made available for the convenience of
representatives of holders of international registrations.

2. This form is to request only the recording of a change in the name and/or address of the
recorded representative and not to appoint a new representative, in which case use form
DM/7.

3. The recording of a change in the name and/or address of the recorded representative is
exempt from the payment of a fee.

This cover page must not be sent to the International Bureau.

World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18,

1211 Geneva 20, Switzerland
Tel.:  +41 (0)22 338 91 11

Internet:  www.wipo.int
Contact Hague
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DM/8(E)

意匠の国際登録に関するハーグ協定

代理人の氏名（名称）及び／又は住所（居所）の変更の記録の請求

重要

１．この様式の使用は義務ではない。これは、国際登録の名義人の代理人の利便性を図ったも

のである。

２．当該様式は、記録されている代理人の氏名（名称）及び／又は住所（居所）の変更の記録

のみを請求するためのものであり、新たな代理人を選任するためのものではない。新規代理人

の選任には、DM/7 を使用する。

３．記録された代理人の氏名（名称）及び／又は住所（居所）の変更の記録についての手数料

は課されない。

この表紙は、国際事務局へ送付してはならない。

特許庁参考訳
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DM/8(E)
REQUEST FOR THE RECORDING OF A CHANGE

IN NAME AND/OR ADDRESS OF THE REPRESENTATIVE

For use by the holder

This request contains the following number of 

continuation sheets:   

Reference: 

For use by the International Bureau

INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)
(this form may be used for several international registrations)

NAME OF THE REPRESENTATIVE 
(as recorded in the International Register)

CHANGE IN NAME AND/OR ADDRESS OF THE REPRESENTATIVE 
(indicate the change(s) by checking the appropriate box(es))

New name:  representative is a (check the appropriate box)*: 

Natural person – Family name:  Given name:  

Legal entity – New official designation:  

New address:  

New telephone:  New e-mail address:
* Only one box should be checked.  If both boxes are checked, the name of the representative will be recorded with the name of the natural person preceding the 

name of the legal entity.

SIGNATURE AND/OR SEAL OF THE REPRESENTATIVE 

(a) Name:

(b) Signature and/or seal:

(c) Date of signature (dd/mm/yyyy):

Name of the person to contact, if necessary: 

1

2

3

1111

4

232

- 232 -



DM/8(E) – January 2019

DM/8(E)
代理人の氏名（名称）及び／又は住所（居所）の変更の記録の請求

名義人用

この請求は次の枚数の続葉を含む：

整理番号：

国際事務局用

国際登録番号

（この様式は複数の国際登録に対し使用することができる）

代理人の氏名又は名称

（国際登録簿の記載どおりに）

代理人の氏名（名称）及び／又は住所（居所）の変更

（該当するボックスにチェック）

新しい氏名又は名称： 代理人（該当するボックスをチェックする）＊

自然人－姓：          名：

法人－公式名称：

新しい住所又は居所：

新しい電話番号：

電子メールアドレス：

＊１つのボックスのみチェックする。両方のボックスにチェックがある場合は、代理人名は自然人名、法人名の順に記録される。

代理人の署名及び／又は印章の押印

(a) 氏名又は名称：

(b) 署名及び／又は印章の押印：

(c) 署名日（dd/mm/yyyy）：

必要であれば、担当者の氏名又名称：

2

3

4

1

特許庁参考訳
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