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ⅠⅠ  様様式式一一覧覧  

 

〔特許法施行規則〕 

様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第２ 期間延長請求書 書面・ＯＬ 第４条の2 

第３ 期間延長（期日変更）請求書 書面 第４条の2 

第４ 代表者選定届 書面 第８条 

第５ 代表者選定届 書面 第８条 

第６ 氏名（名称）変更届 書面 第９条 

第７ 住所（居所）変更届 書面 第９条 

第９ 代理人選任届 書面・ＯＬ 第９条の2 

第10 代理人選任（代理人変更、代理権変更、代理権消

滅、復代理人選任、復代理人変更、復代理権変更、

復代理権消滅）届 

書面 第９条の2 

第11 代理人受任届 書面・ＯＬ 第９条の2 

第12 代理人受任（復代理人受任）届 書面 第９条の2 

第12の2 包括委任状援用制限届 書面 第９条の3 

第13 手続補正書 書面・ＯＬ 第11条 

第14 手続補正書 書面 第11条 

第15 手数料補正書 書面 第11条 

第15の2 誤訳訂正書 書面・ＯＬ 第11条の2 

第15の4 弁明書 書面・ＯＬ 第11条の4 

第15の5 弁明書 書面 第11条の4 

第16 受継申立書 書面 第11条の5 

第17 受継申立書 書面 第11条の5 

第18 出願人名義変更届 書面・ＯＬ 第12条 

第20 刊行物等提出書 書面・ＯＬ 第13条の2,第13条の3 

第22 物件提出書 書面 第14 条,27条の5 ,第27条

の10 

第23 物件提出書 書面 第14条,第27条の11 

第26 特許願 書面・ＯＬ 第23条 

第26の2 特許願（外国語書面出願） 書面・ＯＬ 第23条 

第27 特許願（分割） 書面・ＯＬ 第23条 

第28 特許願（変更） 書面・ＯＬ 第23条 

第28の2 特許願（実用新案登録に基づく特許出願） 書面・ＯＬ 第23条 

第29 明細書  書面・ＯＬ 第24条 

第29の2 特許請求の範囲  書面・ＯＬ 第24条の4 
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様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第30 図面 書面・ＯＬ 第25条 

第31 要約書 書面・ＯＬ 第25条の3 

第31の2 外国語明細書 書面・ＯＬ 第25条の5 

第31の2の2 外国語特許請求の範囲 書面・ＯＬ 第25条の5 

第31の3 外国語図面 書面・ＯＬ 第25条の5 

第31の4 外国語要約書 書面・ＯＬ 第25条の6 

第31の5 翻訳文提出書 書面・ＯＬ 第25条の7 

第31の6 明細書（翻訳文） 書面・ＯＬ 第25条の7 

第31の6の2 特許請求の範囲（翻訳文） 書面・ＯＬ 第25条の7 

第31の7 図面（翻訳文） 書面・ＯＬ 第25条の7 

第31の8 要約書（翻訳文） 書面・ＯＬ 第25条の7 

第31の9 回復理由書 書面・ＯＬ 第25条の7,第31の2,第38

条の2,第38条の6の2 

第32 信託事項変更届 書面 第26条 

第32の2 信託による特許を受ける権利についての変更届 書面 第26条 

第33 受託番号変更届 書面 第27条の2 

第34 新規性の喪失の例外証明書提出書 書面 第27条の3の2 

第36 優先権証明書提出書 書面 第27条の3の3 

第36の2 優先権主張書 書面 第27条の4 

第36の3 回復理由書 書面・ＯＬ 第27条の4の2,第38条の14 

第37 手続補完書 書面 第27条の8 

第37の2 明細書等提出書 書面 第27条の10 

第37の3 明細書等補完書 書面 第27条の11 

第37の4 意見書（第27条の11第4項の規定による意見書） 書面 第27条の11 

第37の5 明細書等補完書取下書 書面 第27条の11 

第38 出願放棄書 書面・ＯＬ 第28条の2 

第40 出願取下書 書面・ＯＬ 第28条の3 

第42 先の出願に基づく優先権主張取下書 書面・ＯＬ 第28条の4 

第44 出願審査請求書 書面・ＯＬ 第31条の2 

第46 優先審査に関する事情説明書 書面・ＯＬ 第31条の3 

第48 意見書 書面・ＯＬ 第32条 

第50 出願公開請求書 書面・ＯＬ 第38条 

第51 翻訳文 書面・ＯＬ 第38条の2 

第51の2 明細書 書面・ＯＬ 第38条の2 

第51の2の2 特許請求の範囲 書面・ＯＬ 第38条の2 

第51の3 図面 書面・ＯＬ 第38条の2 
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様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第51の4 要約書 書面・ＯＬ 第38条の2 

第52 特許協力条約第19条補正の翻訳文提出書 書面・ＯＬ 第38条の2 

第52の2 意見書 書面 第38条の2の2,第38条の2

の3,第38条の14の2 

第52の3 特許協力条約に基づく規則82の3.1による請求書 書面 第38条の2の2 

第53 国内書面 書面・ＯＬ 第38条の4 

第54 特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書 書面・ＯＬ 第38条の6 

第54の2 新規性喪失の例外適用申請書 書面・ＯＬ 第38条の6の4 

第55 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書 書面 第38条の8 

第56 特許権存続期間延長登録願 書面 第38条の15 

第56の2 特許法第67条の6第１項の規定による書面 書面 第38条の16の2 

第57 判定請求書 書面 第39条 

第58 裁定請求書 書面 第42条 

第59 裁定請求書 (特許法第92条第４項の規定による

裁定請求） 

書面 第42条 

第60 裁定取消請求書 書面 第43条 

第61 裁定事件答弁書 書面 第44条 

第61の2 特許異議申立書 書面 第45条の2 

第61の3 意見書 書面 第45条の3 

第61の4 訂正請求書 書面 第45条の3 

第61の5 意見書 書面 第45条の3 

第61の6 審判請求書 書面・ＯＬ 第46条 

第62 審判請求書 書面 第46条,第46条の2 

第63 審判事件答弁書 書面 第47条,第47条の2 

第63の2 訂正請求書 書面 第46条の2,第47条 

第63の3 意見書 書面 第47条 

第63の4 審判事件弁駁書 書面 第47条の3 

第63の5 同意回答書 書面 第47条の4 

第63の6 訂正請求申立書 書面 第47条の6 

第64 除斥（忌避）申立書 書面 第48条の2 

第64の2 審理の方式の申立書 書面 第48条の3 

第64の3 口頭審理申立書 書面・ＯＬ 第48条の3 

第65 参加申請書 書面 第49条 

第65の2 証拠説明書 書面・ＯＬ 第50条 

第65の3 証拠説明書 書面 第50条 

第65の4 請求取下書 書面・ＯＬ 第50条の2 
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様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第65の5 請求取下書 書面 第50条の2 

第65の5の2 訂正請求取下書 書面 第50条の2の2 

第65の6 審理再開申立書 書面・ＯＬ 第50条の3 

第65の7 審理再開申立書 書面 第50条の3 

第65の8 営業秘密に関する申出書 書面 第50条の14 

第65の9 口頭審理陳述要領書 書面・ＯＬ 第51条 

第65の10 口頭審理陳述要領書 書面 第51条 

第65の11 証拠申出書 書面・ＯＬ 第57条の3 

第65の12 証拠申出書 書面 第57条の3 

第65の13 証人尋問申出書 書面・ＯＬ 第58条 

第65の14 証人尋問申出書 書面 第58条 

第65の15 尋問事項書 書面・ＯＬ 第58条の2 

第65の16 尋問事項書 書面 第58条の2 

第65の17 回答希望事項記載書面 書面・ＯＬ 第58条の17 

第65の18 回答希望事項記載書面 書面 第58条の17 

第65の19 鑑定の申出書 書面・ＯＬ 第60条 

第65の20 鑑定の申出書 書面 第60条 

第65の21 鑑定事項書 書面・ＯＬ 第60条 

第65の22 鑑定事項書 書面 第60条 

第65の23 録音テープ等の内容説明書 書面・ＯＬ 第61条の11 

第65の24 録音テープ等の内容説明書 書面 第61条の11 

第65の25 検証申出書 書面・ＯＬ 第62条 

第65の26 検証申出書 書面 第62条 

第66 証拠保全申立書 書面 第64条 

第69 特許料納付書(設定) 書面 第69条 

第70 特許料納付書(年金) 書面 第69条 

第70の2 回復理由書 書面 第69条の2 

第71 特許料減免申請書 書面 第72条 

第72 審査請求料減免申請書 書面 第73条 

第73 既納特許料返還請求書 書面 第75条 

第74 出願審査請求手数料返還請求書 書面・ＯＬ 第76条 

第75 既納手数料返還請求書 書面・ＯＬ 第77条 
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〔実用新案法施行規則〕 

様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第１ 実用新案登録願 書面・ＯＬ 第１条の2 

第２ 実用新案登録願（変更・分割）  書面・ＯＬ 第１条の2 

第３ 明細書 書面・ＯＬ 第２条 

第３の2 実用新案登録請求の範囲 書面・ＯＬ 第４条の2 

第４ 図面 書面・ＯＬ 第５条 

第５ 要約書 書面・ＯＬ 第７条 

第６ 実用新案技術評価請求書 書面・ＯＬ 第８条 

第８ 実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書 書面 第10条 

第８の2 実用新案法第14条の2第7項の訂正に係る訂正書 書面 第10条 

第９ 国内処理請求書 書面・ＯＬ 第11条 

第10 国内書面 書面・ＯＬ 第13条 

第11 図面の提出書 書面・ＯＬ 第15条 

第12 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書 書面 第17条 

第14 実用新案登録料納付書(年金) 書面 第21条 

第14の2 既納登録料返還請求書 書面 第21条の2 

第14の3 既納手数料（登録料）返還請求書 書面・ＯＬ 第21条の3 

第14の4 回復理由書 書面・ＯＬ 第21条の4 

第15 刊行物等提出書 書面・ＯＬ 第22条,第22条の2 

 

〔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〕 

様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第１ 識別番号付与請求書 書面 第３条 

第２ 氏名（名称）変更届 書面・ＯＬ 第４条 

第３ 住所（居所）変更届 書面・ＯＬ 第４条 

第６ 包括委任状提出書 書面 第６条 

第７ 包括委任状援用制限届 書面 第７条 

第８ 包括委任状取下書 書面 第８条 

第９ 特許願（追加→独立） ＯＬ 第11条 

第10 特許願（補正却下） ＯＬ 第11条 

第11 意匠登録願（類似→独立） ＯＬ 第11条 

第12 手続補正書 ＯＬ 第11条 

第13 証明請求書 ＯＬ 第11条 

第14 優先権証明請求書 ＯＬ 第11条 

第15 登録事項記載書類の交付請求書 ＯＬ 第11条 

第16 ファイル記録事項の閲覧（縦覧）請求書 ＯＬ 第11条 
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様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第17 登録事項の閲覧請求書 ＯＬ 第11条 

第18 ファイル記録事項記載書類の交付請求書 ＯＬ 第11条 

第19 特許料納付書（予納・設定） ＯＬ 第11条 

第20 特許料納付書（予納・年金） ＯＬ 第11条 

第21 実用新案登録料納付書（予納・年金） ＯＬ 第11条 

第22 意匠登録料納付書（予納・設定） ＯＬ 第11条 

第23 意匠登録料納付書（予納・年金） ＯＬ 第11条 

第24 商標登録料納付書（予納・設定） ＯＬ 第11条 

第25 商標登録料納付書（予納・年金） ＯＬ 第11条 

第26 防護標章更新登録料納付書 ＯＬ 第11条 

第27 手続補足書（特定手続を行った旨の申出にかかる

もの） 

ＯＬ 第11条 

第28 包括委任状援用制限届 ＯＬ 第11条 

第32 手続補足書 書面 第19条,第21条 

第32の2 手続補足書 書面 第19条 

第33 提出物件票 書面 第28条 

第34 予納届 書面 第36条 

第35 予納書 書面 第38条 

第36 予納者の地位の承継届 書面 第39条 

第37 代理人届 書面 第41条 

第38 包括納付申出書 書面 第41条の3 

第39 包括納付援用制限届 書面 第41条の3 

第40 包括納付取下書 書面 第41条の4 

第40の2 自動納付申出書 書面 第41条の6 

第40の3 自動納付取下書 書面 第41条の7 

 

〔意匠法施行規則〕 

様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第１ 新規性の喪失の例外証明書提出書 書面 第１条 

第１の2 新規性喪失の例外適用申請書 書面 第１条の3 

第２ 意匠登録願 書面・ＯＬ 第２条 

第２の2 意匠登録願（複数） 書面・ＯＬ 第２条の2 

第３ 意匠登録願（分割） 書面・ＯＬ 第２条 

第４ 意匠登録願（変更） 書面・ＯＬ 第２条 

第５ 意匠登録願（補正却下） 書面・ＯＬ 第２条 
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様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第６ 図面 書面・ＯＬ 第３条 

第７ 写真 書面・ＯＬ 第４条 

第８ 見本 書面 第５条 

第９ 特徴記載書 書面・ＯＬ 第６条 

第10 秘密意匠期間変更請求書 書面・ＯＬ 第11条 

第11 意見書 書面・ＯＬ 第13条 

第12 審判請求書（査定系） 書面・ＯＬ 第14条 

第13 審判請求書（当事者系） 書面 第14条 

第14 手続補正書 書面・ＯＬ 第15条 

第14の2 手続補正書（複数） 書面・ＯＬ 第15条 

第15 手続補正書 書面 第15条 

第16 手数料補正書 書面 第15条 

第18 意匠登録料納付書（設定） 書面 第18条 

第19 意匠登録料納付書（年金） 書面 第18条 

第19の2 回復理由書 書面 第18条の6 

第20 既納登録料返還請求書 書面 第18条の2 

第20の2 意匠法第26条の2第1項の規定による請求に基づ

く国際登録を基礎とした意匠権の移転があった

ことによる意匠登録証交付請求書 

書面 第18条の3 

第21 既納手数料返還請求書 書面・ＯＬ 第18条の4 

第22 個別指定手数料返還請求書 書面 第18条の5 

 

〔商標法施行規則〕 

様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第１ ぶどう酒又は蒸留酒の産地指定申請書 書面 第１条 

第２ 商標登録願 書面・ＯＬ 第２条 

第３ 団体商標登録願 書面・ＯＬ 第２条 

第３の2 地域団体商標登録願 書面・ＯＬ 第２条 

第４ 商標登録願（分割） 書面・ＯＬ 第２条 

第５ 商標登録願（変更）（団体⇔通常） 書面・ＯＬ 第２条 

第６ 商標登録願（変更）（防護→通常・団体） 書面・ＯＬ 第２条 

第７ 防護標章登録願 書面・ＯＬ 第２条 

第８ 防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願 書面・ＯＬ 第２条 

第８の2 回復理由書 書面 第2条,第10条,第18条の2

及び第20条 

第９ 商標登録願（補正却下） 書面・ＯＬ 第２条 
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様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第９の2 商標法第５条第４項の物件提出書（国際商標登録

出願） 

書面 第４条の8 

第10 手続補完書 書面 第５条 

第10の2 出願時の特例証明書提出書 書面 第６条の2 

第11 出願人名義変更届 書面・ＯＬ 第９条 

第11の3 意見書 書面・ＯＬ 第９条の5 

第12 商標権存続期間更新登録申請書 書面・ＯＬ 第10条 

第13 商標登録異議申立書 書面 第12条 

第14 意見書 書面 第13条 

第14の2 審判請求書（査定系） 書面・ＯＬ 第14条 

第15 審判請求書（当事者系） 書面 第14条 

第15の2 手続補正書 書面・ＯＬ 第16条 

第16 手続補正書 書面 第16条 

第17 商標登録料納付書（設定） 書面 第18条 

第18 商標登録料納付書（分納後期） 書面 第18条 

第19 防護標章更新登録料納付書 書面 第18条 

第20 刊行物等提出書 書面 第19条 

第21 書換登録申請書 書面・ＯＬ 第20条 

第22 既納登録料返還請求書 書面 第18条の3 

第23 既納手数料返還請求書 書面・ＯＬ 第18条の4 
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