
参考資料 ７ 

意匠公報＜見本＞ 
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）

（４５）【発行日】令和１年ＸＸ月ＸＸ日（２０１９．ＸＸ．ＸＸ）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）

（１１）【登録番号】意匠登録第ＸＸＸＸＸＸＸ号（ＤＸＸＸＸＸＸＸ）

（２４）【登録日】令和１年ＸＸ月ＸＸ日（２０１９．ＸＸ．ＸＸ）

（５４）【意匠に係る物品】Ｔｅｌｅｃｅｎｔｒｉｃ ｌｅｎｓ

（５４）【意匠に係る物品の訳（参考）】テレセントリックレンズ

（５２）【意匠分類】Ｊ３－００

（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１０）Ｃｌ．１６－０６

（２１）【出願番号】意願２０１８－５００ＸＸＸ（Ｄ２０１８－５００ＸＸＸ）

（１１）【国際登録番号】ＤＭ／ＸＸＸＸＸＸ

【意匠番号】３ 

（１５）（２２）【出願日（国際登録日）】平成２８年５月２７日（２０１６．５．２７） 

（４５）【国際公表日】平成２８年１１月３０日（２０１６．１１．３０）

（７２）【創作者】

【氏名】ＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸ 

【住所又は居所】ＸＸＸＸ， ２， Ｉ－４６１００ Ｍａｎｔｏｖａ， Ｉｔａｌｙ 

（７３）【意匠権者】

【氏名又は名称】ＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸ 

【住所又は居所】ＸＸＸＸ， ２， Ｉ－４６１００ ＭＡＮＴＯＶＡ，Ｉｔａｌｙ 

（７４）【代理人】

【弁理士】 

【氏名又は名称】ＸＸ ＸＸ 

【審査官】ＸＸ ＸＸ 

（５５）【意匠に係る物品の説明】Ｔｈｅ ａｒｔｉｃｌｅ ｏｆ ｔｈｅ ｐｒｏｄｕｃｔ ｏｆ ｔｈ

ｉｓ ｄｅｓｉｇｎ ｉｓ ａ“Ｔｅｌｅｃｅｎｔｒｉｃ Ｌｅｎｓ”ｗｈｉｃｈ ｉｓ ａ ｃｏｍｐｏ

ｕｎｄ ｌｅｎｓ ｔｈａｔ ｈａｓ ｉｔｓ ｅｎｔｒａｎｃｅ ｏｒ ｅｘｉｔ ｐｕｐｉｌ ａｔ 

ｉｎｆｉｎｉｔｙ．Ｔｈｉｓ ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｕｓｅ ｆｏｒ ｔａｋｉｎｇ ａ ｃｌｏｓｅ－ｕｐ 

ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓ ｏｒ ｍａｇｎｉｆｙｉｎｇ ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓ，ｅｔｃ．， 

（５５）【意匠に係る物品の説明の訳（参考）】この意匠に係る物品はテレセントリックレンズであり、入

射瞳または射出瞳が無限遠にある複合レンズである。この物品は接写写真または拡大写真等を撮影するのに

用いる。 

（５５）【意匠の説明】Ａ ｌｏｔ ｏｆ ｔｈｉｎ ｌｉｎｅｓ ｗｈｉｃｈ ａｒｅ ｓｈｏｗｎ ｉｎ

ｔｈｅ ｉｎｎｅｒ ａｒｅａ ｏｆ ｔｈｅ ｃｏｎｔｏｕｒ ｏｆ Ｆｉｇ．３．１ ａｎｄ Ｆｉ

ｇ．３．５ ａｒｅ ｌｉｎｅｓ ｆｏｒ ｓｐｅｃｉｆｙｉｎｇ ｔｈｅ ｓｕｒｆａｃｅ ｏｆ ｔｈ

ｅ ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ ｓｈａｐｅ． 

（５５）【意匠の説明の訳（参考）】図３．１及び図３．５の輪郭線内側に表される多数の細線は立体形状

の表面を特定する為のものである。 

【図面】 

【３．１】 略

【訳（参考）】とあるの

は特許庁が作成した参考

訳です。
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WIPO 当座口座の利用規約 

(http://www.wipo.int/export/sites/www/finance/en/docs/wipo_currentaccount_terms.pdf) 

WIPO は利用者から口座開設依頼書を受領すると、当該利用者が WIPO のサービス手数料等を納付

することを目的としたスイスフラン（CHF）建て当座口座を開設することができます。WIPO 当座口座

は、WIPO との定期的な取引がある（またはその予定がある）利用者のためのものです。 

1 当座口座開設方法 – 必須要件 

すべての必須書類が提出され、初回入金が確認されると、当座口座が開設できます。当座口座を開設

するには：

- ウェブフォーム「Request to open a WIPO Current Account（WIPO 当座口座開設依頼書）」に入力

し、本籍国に会社/組織が存在していることを証明する公的書類の写しを添付します（附属書 I – 認
められている公的書類一覧をご覧ください）。 これらの書類は英語またはフランス語で提出しなけ

ればなりません。

- 初回入金として少なくとも 2,000 スイスフランを振り込む必要があります。入金の際には、「To open
a WIPO Current Account（当座口座開設のため）」と明記してください。

WIPO の振込先銀行口座は、下の第 5 節をご覧ください。

2 当座口座の管理 

2.1 当座口座はスイスフラン（CHF）を単一通貨とし、スイス・ジュネーブにある WIPO 本部で管理さ

れます。特別の場合を除き、利用者 1 人が開設できる当座口座数は 1 口座のみです。 

2.2 要件を適切に満たしていれば当座口座の管理費や維持費はかかりません。 

2.3 利用者の WIPO 当座口座が出金超過（残高不足）となった場合や、利用者が訴訟当事者となった場

合、或いは、利用者が別途印刷物や郵送サービスを要請した場合、WIPO は手数料や費用を請求する権

限を有しています。

2.4 WIPO 当座口座において利息は発生しません。 

2.5 当座口座の開設手続きが完了した時点で、当座口座にアクセスしたり、オンラインでの納付を承認

したりするためにオンラインアクセスするための認証情報（ユーザー名およびパスワード）が送信され

ます。

2.6 すべての手続き、レポート、明細書は電子上で送信・処理されます。従って、WIPO からの連絡事

項や重要な通知、口座収支報告書を受け取るため、口座名義人は有効な電子メールアドレスを維持する

必要があります。

参考資料８ 
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3 当座口座の利用条件 

3.1 当座口座は、すべての必要書類の提出と初回入金が完了するまで開設されません（第 1 節をご覧く

ださい）。開設手続きが完了した時点で、当座口座番号を電子メールでお知らせします。それ以降のすべ

ての納付やサービスを依頼する際には、当座口座番号が必要となります。

3.2 当座口座には、200.00 スイスフラン以上の残高を常に維持する必要があります。 

3.3 引き落としは、当座口座からの納付依頼を WIPO が受領した時点で、当該口座から実行されます。 

3.4 当座口座の名義人は、口座収支報告書を毎月電子メールで受け取ります。当座口座開設時に送信さ

れる安全なログイン用ユーザー名とパスワードを使い、当座口座残高および収支内容をオンラインで確

認できます。各手続きを表すコード一覧については附属書 II をご覧ください。 

3.5 口座の名義人は、誤記等を発見した時は、直ちに WIPO へ通知しなければなりません。 

3.6 WIPO は当座口座への入金受理後 10 日以内に領収書を電子メールで送信します。 

3.7 2 年以上の使用実績のない口座や残高が 200 スイスフランを下回った口座は閉鎖の対象となります

（返金については第 7.4 節をご覧ください）。 

4 当座口座への入金 

4.1 初回入金および 2 回目以降の入金はスイスフラン建てでお振り込みください。スイスフラン以外の

通貨で入金が行われた場合、その入金が WIPO のスイスフラン建て銀行または郵便振替先に振り込ま

れ、その通貨が自由にスイスフランへ両替できる場合に限り、受理されます。

入金は銀行の為替レートにてスイスフランに換算して、利用者の WIPO 当座口座に振り込みます。 
WIPO が管理する銀行口座に、スイスフラン以外の通貨で振り込まれたすべての入金は返金されます。 

4.2 当座口座の名義人は、今後の口座の収支予定に基づき一定金額を一括で入金することにより、口座

に十分な資金を維持しなければなりません。口座から引き落とされる手続手数料ごとに、相当する少額

を何度も当座口座に入金する形での資金補充は避けてください。

4.3 （当座口座開設のための初回入金を除く）すべての入金には、納付目的を明確に確認できる必須項

目と当座口座番号（例：CA 123456）が明記されていなければなりません。 

4.4 当座口座名義で、スイスフラン建てで受領したすべての入金は、当座口座番号が正しく明記され、

当該入金が当座口座への資金補充を目的としたものとみなされる場合、名義人の当座口座に自動的に振

り込まれます。請求書に対する納付を別途行うことはできません。すべての納付手続きは当座口座を介

して行われます。
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4.5 オンラインで提供される WIPO の各種サービスに対する手数料は、当座口座開設時に送信された当

座口座のユーザー名とパスワードを使って、当座口座から納付する必要があります。WIPO 当座口座名

義人は、二重納付となるのを避けるため、クレジットカードを使ってのオンライン決済を使用すること

はできません。 
 
 
5 当座口座へ入金するための振込先銀行 
 
以下の方法で入金できます： 
 
(i) WIPO の銀行口座への振込（スイスフラン建て）： 
 

郵便口座名義：WIPO / OMPI 
銀行名：Credit Suisse 
銀行所在地：CH-1211 Geneva 70 
IBAN：CH51 0483 5048 7080 8100 0 
SWIFT コード：CRESCHZZ80A 

 
(ii) WIPO の郵便振替先への振込（スイスフラン建て）（欧州域内のみ利用可能）： 
 

郵便振替先名義：WIPO / OMPI 
郵便局名：SWISS POST/Postfinance 
郵便局所在地：Engelhaldenstrasse 37, CH-3030 Bern 
IBAN：CH03 0900 0000 1200 5000 8 
SWIFT コード：POFICHBE 
 
 

6 当座口座を使ったサービス手数料の納付 
 
6.1 WIPO の各種手数料や費用を納付するためにのみ、当座口座から引き落としを実行することができ

ます。商標、意匠、特許協力条約（PCT）出願、ドメイン名紛争、研修セミナーへの参加、出版物に関

する費用に口座を使用することができます。 
 
6.2 スイスフラン以外の通貨でサービス手数料が納付される場合、特別な法的枠組みが存在しない限り

（特許協力条約）、この通貨は国連の為替レート（http://www.un.org/Depts/treasury/に記載されるレー

トをご覧ください）で換算されます。 
 
6.3 当座口座名義人による書面またはオンラインでの承認に基づき（ユーザー名とパスワードが必要で

す）当座口座から引き落としが行われます。書面での引き落とし指示に明記する引き落とし先当座口座

番号は、所定の様式（例：商標の場合は MM 様式）に記入することも、提出書類とともに FAX または

電子メールで提出することもできます。 
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6.4 口座名義人は第三者（代理人や子会社等）に当座口座の利用権限を付与することもでき 
ます。このような権限の管理およびそれにより行われた手続きは、当座口座名義人の責任となります。 
 
6.5 口座の出金超過（残高不足）を引き起こすような手続きは実行されません。 
 
6.6 各種手数料の当座口座からの引き落とし承認は、当該引き落としに十分な資金が入金口座にない限

り、手数料の納付として実行することはできません。 
 
7 当座口座の閉鎖 
 
7.1 当座口座は、口座名義人、または、適切な場合には、その継承者の書面による依頼によりいつでも

閉鎖することができます。 
 
7.2 口座の閉鎖を依頼する前に、当座貯金口座名義人は、すべての手数料の納付が完了していることを

確認しなければなりません。 
 
7.3 残高は、銀行送金により口座の名義人またはその継承者へ返金されます。 
 
7.4 返金依頼書を提出する必要があります（オンラインでダウンロードできます。送信希望の場合はご

連絡ください）。返金依頼書には正式な銀行口座情報を記入してください。特別の場合（訴訟）を除き、

WIPO 口座名義と異なる名義の銀行口座に返金することはできません。 
 
7.5 閉鎖依頼書を受領すると、WIPO は次の手順を含む閉鎖手続きを開始します。 

- 新たな口座引き落とし指示は受理されません 
- 実行中の手続きは見直しのうえ、最後まで処理されて完了します 
- その後、残高が返金されます 
 

7.6 上記の利用規約に提示した条件を満たさない場合や、規約が遵守されない場合、WIPO は裁量で当

該 WIPO 当座口座を閉鎖する権限を有しています。また、2 年以上の使用実績のない口座や残高が

200.00 スイスフランを下回った口座に対しても、同権限を行使することができるものとします。WIPO
からの連絡に利用者から回答や返信がない場合、残高が取り消されることがあります。 
 
 
附属書 I – 認められている公的書類一覧 

 法人登記簿謄本(Company’s registration certificate) 
 登記簿(Registration extract) 
 設立認可証(Incorporation certificate) 
 登録されるアソシエイトやパートナーの登録書 
（Extract of registry of registered associates/partners） 

 弁護士登録書（Lawyers registry extract） 
 付加価値税登録書（VAT registration） 
 パスポートの写し（個人の場合）（Copy of passport for individuals）  

260
- 260 -



 

6.4 口座名義人は第三者（代理人や子会社等）に当座口座の利用権限を付与することもでき 
ます。このような権限の管理およびそれにより行われた手続きは、当座口座名義人の責任となります。 
 
6.5 口座の出金超過（残高不足）を引き起こすような手続きは実行されません。 
 
6.6 各種手数料の当座口座からの引き落とし承認は、当該引き落としに十分な資金が入金口座にない限

り、手数料の納付として実行することはできません。 
 
7 当座口座の閉鎖 
 
7.1 当座口座は、口座名義人、または、適切な場合には、その継承者の書面による依頼によりいつでも

閉鎖することができます。 
 
7.2 口座の閉鎖を依頼する前に、当座貯金口座名義人は、すべての手数料の納付が完了していることを

確認しなければなりません。 
 
7.3 残高は、銀行送金により口座の名義人またはその継承者へ返金されます。 
 
7.4 返金依頼書を提出する必要があります（オンラインでダウンロードできます。送信希望の場合はご

連絡ください）。返金依頼書には正式な銀行口座情報を記入してください。特別の場合（訴訟）を除き、

WIPO 口座名義と異なる名義の銀行口座に返金することはできません。 
 
7.5 閉鎖依頼書を受領すると、WIPO は次の手順を含む閉鎖手続きを開始します。 

- 新たな口座引き落とし指示は受理されません 
- 実行中の手続きは見直しのうえ、最後まで処理されて完了します 
- その後、残高が返金されます 
 

7.6 上記の利用規約に提示した条件を満たさない場合や、規約が遵守されない場合、WIPO は裁量で当

該 WIPO 当座口座を閉鎖する権限を有しています。また、2 年以上の使用実績のない口座や残高が

200.00 スイスフランを下回った口座に対しても、同権限を行使することができるものとします。WIPO
からの連絡に利用者から回答や返信がない場合、残高が取り消されることがあります。 
 
 
附属書 I – 認められている公的書類一覧 

 法人登記簿謄本(Company’s registration certificate) 
 登記簿(Registration extract) 
 設立認可証(Incorporation certificate) 
 登録されるアソシエイトやパートナーの登録書 
（Extract of registry of registered associates/partners） 

 弁護士登録書（Lawyers registry extract） 
 付加価値税登録書（VAT registration） 
 パスポートの写し（個人の場合）（Copy of passport for individuals）  
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附属書 II – 手続きコード一覧
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