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[５－１（１）] 

(紙書類申請) 
特特許許印印紙紙のの貼貼付付例例（（予予備備審審査査請請求求とと同同時時にに納納付付すするる場場合合））  
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取取扱扱手手数数料料    ２２６６，，９９００００円円  
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Further applicants are indicated on a continuation sheet.

State (that is, country) of nationality: State (that is, country) of residence:

Name and address:

International application No.

International  ling date (day/month/year)

Applicant’s or agent’s  le reference

(Earliest) Priority date (day/month/year)

Box No. II APPLICANT(S)

Box No. I IDENTIFICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION

Title of invention

Name and address:

State (that is, country) of nationality: State  of residence:

See Notes to the demand formForm PCT/IPEA/401 (  rst sheet) (July 2022)

For International Preliminary Examining Authority use only

Date of receipt of DEMANDIdenti  cation of IPEA

PCT
DEMAND

under Article 31 of the Patent Cooperation Treaty:  
The undersigned requests that the international application speci  ed below be the subject of 

international preliminary examination according to the Patent Cooperation Treaty.

CHAPTER II

The demand must be  led directly with the competent International Preliminary Examining Authority or, if two or more Authorities are competent, 
with the one chosen by the applicant.  The full name or two-letter code of that Authority may be indicated by the applicant on the line below:
IPEA/

Telephone No.

 Applicant’s registration No. with the O   ce

Facsimile No.

* E-mail authorization: Indicating an e-mail address above authorizes the International Bureau and the International Preliminary
Examining Authority, if they provide such a service, to send noti  cations exclusively by e-mail to that address, unless the following
box is marked:

noti  cations are requested to be sent exclusively by postal mail.

E-mail address*



Box No. III AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE;  OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE

Form PCT/IPEA/401 (second sheet) (July 2022) See Notes to the demand form

Sheet No.  . . .

The following person is agent     common representative      
and has been appointed earlier and represents the applicant(s) also for international preliminary examination.

is hereby appointed and any earlier appointment of (an) agent(s)/common representative is hereby revoked.
is hereby appointed, speci  cally for the procedure before the International Preliminary Examining Authority, in addition to 
the agent(s)/common representative appointed earlier.

Box  No. IV BASIS FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION

Statement concerning amendments:*
1. The applicant wishes the international preliminary examination to start on the basis of:

the description as originally  led, or

as amended under Article 34

the sequence listing as originally  led, or

as amended under Article 34

the claims as originally  led, or
as amended under Article 19, and/or
as amended under Article 34

the drawings as originally  led, or
  as amended under Article 34

2. The applicant wishes any amendment to the claims under Article 19 to be considered as reversed.
3. Where the IPEA wishes to start the international preliminary examination at the same time as the international search in 

accordance with Rule 69.1(b), the applicant requests the IPEA to postpone the start of the international preliminary examination 
until the expiration of the applicable time limit under Rule 69.1(d).

4. The applicant expressly requests to postpone the start of the international preliminary examination until the expiration of the 
applicable time limit under  Rule 54bis.1(a).

* Where no check-box is marked, international preliminary examination will start on the basis of the international application as originally 
 led or, where a copy of amendments to the claims under Article 19  and/or amendments of the international application under

Article 34 are received by the International Preliminary Examining Authority before it has begun to draw up a written opinion or the 
international preliminary examination report, as so amended.

Box  No. V ELECTION OF STATES

The  ling of this demand constitutes the election of all Contracting States which are designated and are bound by Chapter II of the PCT. 

Address for correspondence: Mark this check-box where no agent or common representative is/has been appointed and the 
space above is used instead to indicate a special address to which correspondence should be sent.

International application No.

Language for the purposes of international preliminary examination: ________________________________________________

which is the language in which the international application was  led.
which is the language of a translation furnished for the purposes of international search.
which is the language of publication of the international application.
which is the language of the translation (to be) furnished for the purposes of international preliminary examination.

(if any)

(if any)

Name and address:

Telephone No.

 Agent’s registration No. with the O   ce

Facsimile No.

* E-mail authorization: Indicating an e-mail address above authorizes the International Bureau and the International Preliminary
Examining Authority, if they provide such a service, to send noti  cations exclusively by e-mail to that address, unless the following
box is marked:

noti  cations are requested to be sent exclusively by postal mail.

E-mail address*



Box No. VI CHECK LIST

Demand received from IPEA on:

For International Bureau use only

Form PCT/IPEA/401 (last sheet) (July 2022) See Notes to the demand form

Sheet No.  . . .

Box No. VII SIGNATURE OF APPLICANT, AGENT  OR  COMMON REPRESENTATIVE

For International Preliminary Examining Authority use only

1. Date of actual receipt of DEMAND:

The date of receipt of the demand is AFTER the 
expiration of 19 months from the priority date and 
item 4 or 5, below, does not apply.

2. Adjusted date of receipt of demand due
to CORRECTIONS  under Rule 60.1(b):

3.

4.

5. Although the date of receipt of the demand is after 
the expiration of 19 months from the priority date, 
the delay in arrival is EXCUSED pursuant to Rules 82 
or 82quater.

The date of receipt of the demand is WITHIN the time 
limit of 19 months from the priority date as extended 
by virtue of Rule 80.5.

The applicant has been informed accordingly.

received   not received

For International Preliminary 
Examining Authority use only

The demand is accompanied by the following elements, in the language referred to in 
Box No. IV, for the purposes of international preliminary examination:

1. translation of international application : sheets
2. amendments under Article 34 : sheets
3. amended sequence listing under Article 34 : 
4. letter accompanying the amendments

under Article 34 (Rule 66.8) : sheets
5. copy (or, where required, translation) of

amendments under Article 19 : sheets
6. copy of the letter accompanying the amendments

under Article 19 (Rules 46.5(b) and 53.9) : sheets
7. copy (or, where applicable, translation) of any

statement under Article 19 (Rule 62.1(ii)) : sheets
8. other (specify)  : sheets

The demand is also accompanied by the item(s) marked below:

1. fee calculation sheet

2. original separate power of attorney

3. original general power of attorney

4. copy of general power of attorney;  
reference number, if any: 

5. sequence listing for the purposes of international preliminary 
examination (Rule 13ter)

6. a statement to the e  ect that the sequence listing does not go 
beyond the disclosure in the international application as  led

7. other (specify): _____________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________

International application No.

The date of receipt of the demand is AFTER the 
expiration of the time limit under Rule 54bis.1(a)  
and item 7 or 8, below, does not apply.

6.

7.

8. Although the date of receipt of the demand is after the 
expiration of the time limit under Rule 54bis.1(a), the 
delay in arrival is EXCUSED pursuant to Rules 82 
or 82quater.

The date of receipt of the demand is WITHIN the time 
limit under Rule 54bis.1(a) as extended by virtue of 
Rule 80.5.



See Notes to the fee calculation sheetForm PCT/IPEA/401 (Annex) (July 2022)

CALCULATION OF PRESCRIBED FEES

MODE OF PAYMENT
(Not all modes of payment may be available at all IPEAs) 

Applicant

FEE CALCULATION SHEET

Annex to the Demand

PCT
CHAPTER II

International application No.

Date stamp of the IPEA
Applicant’s or agent’s  le reference

TOTAL

AUTHORIZATION TO CHARGE (OR CREDIT) DEPOSIT OR CURRENT ACCOUNT 
(This mode of payment may not be available at all IPEAs) 

Authorization to charge the total fees indicated above.

(This check-box may be marked only if the conditions 
for deposit or current accounts of the IPEA so permit) 
Authorization to charge any de  ciency or credit any 
overpayment in the total fees indicated above.

IPEA/________________________________________

Deposit or Current Account No.: __________________

Date: ________________________________________

Name: _______________________________________

Signature: ____________________________________

1. PRELIMINARY EXAMINATION FEE . . . . . . . . . .  

2. HANDLING FEE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P

H

3. TOTAL OF PRESCRIBED FEES
Add the amounts entered at P and H
and enter total in the TOTAL box . . . . . . . . . . . . . . . .

postal money order

check

revenue stamps

other (specify): _____________________
__________________________________

credit card (details should not be 
included on this sheet)

authorization to charge deposit or 
current account with the IPEA (see below)
bank transfer

cash

(Applicants may be entitled to a reduction of the preliminary examination fee and the handling 
fee as indicated in the PCT Fee Tables (www.wipo.int/pct/en/fees.pdf)) 



[５－２] 

特特許許印印紙紙のの貼貼付付例例（（予予備備審審査査請請求求とと同同時時にに納納付付すするる場場合合））  
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HHaannddlliinngg  ffeeee        ２２６６，，９９００００  yyeenn  
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    [５－３] 

「法施様２３」『法施６２』    

 

【書類名】 答弁書 
【あて先】 特許庁審査官 殿 
【国際出願の表示】 
【国際出願番号】 PCT/JP20XX/999999 

【出願人】 
（【識別番号】） 987654321 
【氏名又は名称（日本語）】 株式会社東京製作所 
【氏名又は名称（英語）】  TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION 

（代表取締役 特許 太郎（署名：        ）） 

【あて名（日本語）】 東京都千代田区霞が関三丁目４番３号 
【あて名（英語）】 4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
【郵便番号】 1000013 
【国名】 日本国 Japan 
【国籍】 日本国 Japan 
【住所】 日本国 Japan 

【代理人】 
（【識別番号】） 123456789 
【弁理士】 
【氏名又は名称（日本語）】 国際 太郎     （署名：        ） 
【氏名又は名称（英語）】 KOKUSAI Taro 
【あて名（日本語）】 東京都千代田区四番町８番地 
【あて名（英語）】 8, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 
【郵便番号】 1020081 
【国名】 日本国 Japan 

【通知の日付】 dd.mm.20XX 
【答弁の内容】 
 答弁の内容を自由に記載します。 
（【【提出物件の目録】】）  

（【物件名】 参考資料        １） 

 

  

（（注注１１））「「【【通通知知のの日日付付】】」」はは見見解解書書のの発発送送日日をを記記載載ししまますす。。  

（（注注２２））書書面面でで手手続続すするる場場合合ににおおいいてて、、参参考考資資料料をを添添付付すするる場場合合はは「「【【提提出出物物件件のの目目録録】】」」のの次次にに「「

【【物物件件名名】】」」のの欄欄をを設設けけてて、、「「参参考考資資料料  １１」」ののよよううにに記記載載ししまますす。。２２以以上上のの物物件件をを添添付付すするる

場場合合はは、、「「【【物物件件名名】】」」のの欄欄をを繰繰りり返返しし設設けけてて物物件件名名をを記記載載ししまますす。。  

＜＜記記載載例例＞＞  

【【提提出出物物件件のの目目録録】】  

【【物物件件名名】】  参参考考資資料料１１                １１  

【【物物件件名名】】  参参考考資資料料２２                １１  

（（注注３３））参参考考資資料料をを添添付付すするる場場合合はは、、【【提提出出物物件件のの目目録録】】にに記記載載ししたた書書類類名名ととのの対対応応関関係係ががわわかかるるよよ

ううにに、、添添付付すするる書書類類のの左左上上にに［［参参考考資資料料１１］］等等とと記記載載ししててくくだだささいい。。  
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（（注注４４））オオンンラライインンでで手手続続すするる場場合合はは、、以以下下ののよよううにに「「【【提提出出物物件件のの目目録録】】」」及及びび「「【【物物件件名名】】」」のの

次次にに「「【【添添付付物物件件】】」」及及びび「「【【物物件件名名】】」」のの欄欄をを設設けけててイイメメーージジをを添添付付ししまますす。。２２以以上上のの物物件件

をを添添付付すするる場場合合はは、、「「【【物物件件名名】】」」にに従従属属すするる全全ててのの項項目目にに係係るる欄欄をを繰繰りり返返しし設設けけてて記記載載ししまま

すす。。  

        ななおお、、【【提提出出物物件件のの目目録録】】のの【【物物件件名名】】とと、、【【添添付付物物件件】】のの【【物物件件名名】】にに記記載載さされれたた物物件件名名

がが異異ななるる場場合合ははエエララーーととななるるたためめ、、同同じじ物物件件名名をを記記載載ししててくくだだささいい。。  

＜＜記記載載例例＞＞  

【【提提出出物物件件のの目目録録】】  

【【物物件件名名】】  参参考考資資料料１１                １１  

【【物物件件名名】】  参参考考資資料料２２                １１  

【【添添付付物物件件】】  

【【物物件件名名】】  参参考考資資料料１１  

【【内内容容】】  

（（イイメメーージジをを貼貼りり付付けけるる））  

【【物物件件名名】】  参参考考資資料料２２  

【【内内容容】】  

（（イイメメーージジをを貼貼りり付付けけるる））  

（（注注５５））国国際際予予備備審審査査請請求求のの後後にに作作成成さされれたた見見解解書書にに対対すするる応応答答のの場場合合はは、、「「【【答答弁弁のの内内容容】】」」のの後後

にに「「【【そそのの他他】】」」欄欄をを設設けけ、、次次ののよよううにに手手続続補補正正書書（（法法第第１１１１条条のの規規定定にによよるる補補正正））をを同同時時にに

提提出出すするるかか否否かかをを記記載載ししまますす。。  

        【【そそのの他他】】同同時時にに手手続続補補正正書書（（法法第第１１１１条条のの規規定定にによよるる補補正正））のの提提出出あありり／／ななしし  

（（注注６６））署署名名ををすするる場場合合はは、、署署名名者者のの氏氏名名（（法法人人のの場場合合、、署署名名者者のの肩肩書書きき及及びび氏氏名名））ををタタイイププ印印字字しし

てて、、そそのの横横にに署署名名ししててくくだだささいい。。  

（（注注７７））代代理理人人にによよるる手手続続ののととききはは、、出出願願人人のの署署名名はは不不要要ととしし、、出出願願人人にによよるる手手続続ののととききはは「「【【代代理理

人人】】」」のの欄欄はは不不要要でですす。。  

（（注注８８））そそのの他他はは、、【【様様式式編編】】「「２２．．国国際際出出願願のの中中間間手手続続」」内内のの「「cc．．オオンンラライインン手手続続可可能能なな書書類類のの作作

成成時時のの共共通通注注意意事事項項（（書書面面手手続続のの場場合合をを含含むむ））」」をを参参照照ししててくくだだささいい。。  

  

― 366 ―



                                        [５－３] 

「法施様２３の２」『法施６２』 

 

REPLY 
 

To: Examiner of the Patent Office 
 
1 Identification of the International Application 

ＰＣＴ／ＪＰ２０ＸＸ／９９９９９９ 
 
2 Applicant 
  Name:  TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION 

（CEO  TOKKYO Taro   Signature:             ） 
  Address:  4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013 Japan 
  Country of nationality:  JAPAN 
  Country of residence:  JAPAN 
 
3 Agent 
  Name:  KOKUSAI Taro   （Signature:             ） 
  Address:  8, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0081 Japan 
 
4 Date of Notification:   dd.mm.20XX 
 
5 Subject Matter of Reply (Argument):   
 
6 List of Attached Documents 
 

  

（（注注１１））表表題題はは、、法法第第1133条条又又はは法法施施第第5555条条のの22のの答答弁弁書書ににああっっててはは「「REPLY」」、、法法施施第第6611条条のの22のの答答弁弁

書書ににああっっててはは「「ARGUMENT」」ととししまますす。。  

（（注注２２））「「4 Date of Notification」」はは見見解解書書のの発発送送日日をを記記載載ししまますす。。  

（（注注３３））署署名名ををすするる場場合合はは、、署署名名者者のの氏氏名名（（法法人人のの場場合合、、署署名名者者のの肩肩書書きき及及びび氏氏名名））ををタタイイププ印印字字しし

てて、、そそのの横横にに署署名名ししててくくだだささいい。。  

（（注注４４））代代理理人人にによよるる手手続続ののととききはは、、出出願願人人のの署署名名はは不不要要ととしし、、出出願願人人にによよるる手手続続ののととききはは「「3 Agent」」
のの欄欄はは不不要要でですす。。  
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                                      [５－４] 
 
「法施様１５」『法施３１』  
 

手 続 補 正 書 
（法第１１条の規定による補正） 

 
特許庁審査官 殿 

 
１ 国際出願の表示    ＰＣＴ／ＪＰ２０ＸＸ／９９９９９９ 
 
２ 出 願 人 
 
    名 称    株式会社東京製作所 
           TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION  

（代表取締役 特許 太郎（署名：        ）） 

    あて名    〒100-0013 日本国東京都千代田区霞が関三丁目４番３号 
           4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013 Japan   
            
    国 籍    日本国  JAPAN 
    住 所    日本国  JAPAN 
 
３ 代 理 人 
 
    氏 名    弁理士  国 際  太 郎     （署名：        ） 

              KOKUSAI Taro 
    あて名    〒102-0081 日本国東京都千代田区四番町８番地 
           8, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0081 Japan 
 
４ 補正の対象 
           明細書及び請求の範囲 
 
５ 補正の内容 

（１） 明細書第２頁段落[０００５]第３行の「油脂含有量を調整することが
可能である。」を「油脂含有量を調整することが可能で、良好な食感が
保持できる。」に補正する。 
 段落[０００５]の「油脂含有量を調整することが可能で、良好な食感
が保持できる。」の記載は出願時の明細書の段落[０００○]に記載され
た事項に基づくものである。 
 

（２） 明細書第２頁段落［０００６］を別紙のとおり補正する。 
   「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」は、出願時の明細書段

落［００△△］に記載された事項に基づくものである。 
 
（３）  明細書第３頁段落［０００７］を削除する。 
 
（４）  請求の範囲第２項を削除する。 
 
（５）  請求の範囲第３項を別紙のとおり補正する。 

請求の範囲第３項の「△△△」の記載は、出願時の明細書の段落[０００
□]に記載された事項に基づくものである。 

 
（６）  請求の範囲第５項及び第６項を追加する。 

第５項および第６項は、出願時の明細書の段落［００□□］に基づくも
のである。 

 
６ 添付書類の目録 

（１）明細書第２頁、第２／１頁及び第３頁 
（２）請求の範囲第２０頁、第２１頁及び第２１／１頁 
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（（注注１１））第第５５００条条のの３３第第５５項項のの規規定定にによよりり磁磁気気デディィススククをを提提出出すするるととききはは、、表表題題をを「「第第５５００条条のの３３第第

５５項項のの規規定定にによよるる磁磁気気デディィススククのの提提出出書書」」ととししまますす。。  

（（注注２２））「「補補正正のの内内容容」」のの欄欄ににはは、、補補正正事事項項をを指指摘摘すするるととととももにに、、補補正正のの根根拠拠をを表表示示ししまますす。。補補正正のの

根根拠拠をを表表示示すするるととはは、、国国際際出出願願のの出出願願時時等等ににおおけけるる明明細細書書、、請請求求のの範範囲囲、、又又はは図図面面のの記記載載ののうう

ちち、、補補正正のの基基礎礎ととななるる記記載載箇箇所所とと、、そそのの箇箇所所をを特特定定ででききるる程程度度のの説説明明をを記記述述すするるここととををいいいいまま

すす。。  

（（注注３３））補補正正ししたた頁頁のの差差替替ええ用用紙紙をを、、別別紙紙ととししてて添添付付ししまますす。。たただだしし、、請請求求のの範範囲囲をを補補正正すするる場場合合はは、、

請請求求のの範範囲囲全全文文をを差差替替ええ用用紙紙ととししてて添添付付ししまますす。。  

（（注注４４））明明細細書書ににつついいてて、、補補正正にによよっってて記記載載内内容容がが増増加加しし、、次次頁頁にに及及んんだだ場場合合ににはは、、当当該該頁頁をを連連続続番番

号号ととははせせずずにに、、例例ええばば第第１１頁頁をを補補正正すするる場場合合はは、、「「１１、、１１／／１１、、１１／／２２・・・・・・」」とと表表示示ししまますす。。  

（（注注５５））請請求求のの範範囲囲ににつついいてて、、補補正正にによよっってて記記載載内内容容がが増増加加すするる場場合合、、又又はは請請求求項項のの追追加加にによよっってて頁頁

がが増増ええるる場場合合はは、、最最後後のの頁頁をを増増ややししまますす。。例例ええばば、、最最後後のの頁頁がが第第５５頁頁のの場場合合はは、、「「５５、、５５／／１１、、

５５／／２２・・・・・・」」とと表表示示ししまますす。。  

        補補正正にによよっってて記記載載内内容容がが減減少少、、又又はは請請求求項項のの削削除除にによよっってて頁頁全全体体がが削削除除のの対対象象ととななっったた場場合合

はは、、そそのの頁頁のの添添付付はは不不要要でですす。。ここのの場場合合、、「「補補正正のの内内容容」」のの欄欄にに補補正正にによよりり頁頁がが削削除除さされれたた旨旨

をを記記載載ししまますす。。  

（（注注６６））明明細細書書、、図図面面のの補補正正ににおおいいてて、、頁頁全全体体がが削削除除のの対対象象ととななっったた場場合合、、そそのの頁頁のの添添付付はは不不要要でですす。。

ここのの場場合合、、「「補補正正のの内内容容」」のの欄欄にに当当該該頁頁がが補補正正にによよりり削削除除さされれたた旨旨をを記記載載ししまますす。。  

（（注注７７））第第５５００条条のの３３第第５５項項のの規規定定にによよりり補補正正後後のの配配列列表表をを記記録録ししたた磁磁気気デディィススククをを添添付付ししてて提提出出すす

るるととききはは、、「「補補正正のの内内容容」」のの欄欄にに「「別別添添磁磁気気デディィススククののととおおりり」」とと記記載載すするるととととももにに補補正正事事項項

をを指指摘摘しし、、差差替替ええ用用紙紙のの添添付付はは不不要要でですす。。  

（（注注８８））署署名名ををすするる場場合合はは、、署署名名者者のの氏氏名名（（法法人人のの場場合合、、署署名名者者のの肩肩書書きき及及びび氏氏名名））ををタタイイププ印印字字しし

てて、、そそのの横横にに署署名名ししててくくだだささいい。。  

（（注注９９））代代理理人人にによよるる手手続続ののととききはは、、出出願願人人のの署署名名はは不不要要ととしし、、出出願願人人にによよるる手手続続ののととききはは「「３３  代代

理理人人」」のの欄欄はは不不要要でですす。。  
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[５－４] 

【【補補正正のの仕仕方方のの一一例例】】  

明明細細書書  

＜＜補補正正前前＞＞  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

＜＜補補正正後後＞＞  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（注注１１））補補正正をを行行っったた部部分分にに「「（（補補正正後後））」」「「（（削削除除））」」「「（（追追加加））」」等等のの文文言言をを表表示示すするるここととやや下下

線線をを引引くくここととははででききまませせんん。。  

（（注注２２））明明細細書書のの補補正正はは、、「「＜＜補補正正後後＞＞」」のの補補正正のの一一例例ののよよううにに頁頁単単位位でで行行いいまますす。。但但しし、、補補正正箇箇所所

がが複複数数頁頁ににままたたががるる場場合合（（例例：：段段落落[[00000066]]のの補補正正箇箇所所がが２２頁頁～～３３頁頁ににままたたががるる場場合合））はは、、差差替替

ええ用用紙紙のの頁頁はは「「２２、、２２／／１１、、３３」」ととははせせずずにに、、「「２２、、３３」」ととすするるここととががででききまますす。。  

 
 

 
２ 

××××××××××××
×××××××××××。 

[0004] ×××××××××××
×××××××××××。 
発明の概要 

××××××××××× 
×××××××××××× 
××。 

[0005] ××××××××××× 
×××××××××××× 
×××××××油脂含有量 

を調整することが可能であ 
る。 

[0006] また、×××××××× 

×××××××××××× 
×××××××××××× 
×××××××××××× 

×××××××××ことが 
 

 
３ 

考えられるが、××××× 
×××××××××。 

[0007] ただし、××××××× 
×××××××××××× 
×××。 

[0008] ×××××××××××
×××××××××××。 

 

 

 
２ 

××××××××××××

×××××××××××。 
[0004] ×××××××××××

×××××××××××。 

発明の概要 
×××××××××××

××××××××××××

××。 
[0005] ××××××××××

×××××××××××

×××××××××油脂
含有量を調整することが
可能で、良好な食感が保持

できる。 
[0006] また、×××××××× 

×××××××××××× 

○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○×××× 
×××××××××××× 

 

 

 

 
２／１ 

×××××××××××× 

××××××××ことが 

 

 
３ 

考えられるが、×××××

×××××××××。 
[0007]  
[0008] ×××××××××××

×××××××××××。 
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[５－４] 

【【補補正正のの仕仕方方のの一一例例】】  

請請求求のの範範囲囲（（１１回回目目））  

  

＜＜補補正正前前＞＞  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

＜＜補補正正後後＞＞  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（注注１１））請請求求のの範範囲囲のの補補正正はは、、請請求求のの範範囲囲全全文文でで行行いいまますす。。  

（（注注２２））補補正正をを行行っったた項項ににはは、、項項番番とと本本文文のの間間にに「「（（補補正正後後））」」、、「「（（削削除除））」」、、「「（（追追加加））」」のの表表

示示ををししまますす。。下下線線をを引引くくここととははででききまませせんん。。  

（（注注３３））請請求求項項のの「「（（追追加加））」」はは、、既既存存のの最最後後のの請請求求項項のの次次にに続続けけてて増増ややししてていいききまますす。。既既存存のの請請求求

項項のの途途中中にに追追加加のの請請求求項項をを挿挿入入すするるここととははででききまませせんん。。  

（（注注４４））請請求求項項のの「「（（削削除除））」」はは、、「「本本文文」」をを削削除除しし、、項項番番ののみみ残残ししまますす。。  

  

２０ 

請求の範囲 

[請求項１] ××××××××××
××××××××××××
××××××××××××

××××××××××××
×。 

[請求項２] ××××××××××

××××××××××××
××××××××××××
××××××××××。 

[請求項３] ××××××××××
××××××××××××
××××××××××××

××××××××××××
××××××××××××
××××××××××××

×××。 
[請求項４] ×××××××××× 

 

 
２１ 

 
××××××××××××
××××。 

  

２０ 

請求の範囲 
[請求項１] ×××××××××

×××××××××××
×××××××××××
×××××××××××

×。 
[請求項２]（削除）  
[請求項３]（補正後）××××× 

×××××××××××
×××××××××××
×××××××××××

×××××××××××
×××××××××××
×××××××××××

△△△△△△△△△△△
△△△△△△△△△△△
△△△△△△△△△△△

△△△△△△△△△△△ 

         

２１ 

 
△△△△△△△△△△△△ 
××××××××××××

×××。 
[請求項４] ××××××××××

××××××××××××

××××。 
[請求項５]（追加）×××××××

××××××××××××

××××××××××××
××××××××××××
××××××××××××

××××××××××××
××××××××××××
××××××××××××

×××××。 
[請求項６]（追加）×××××××

××××××××××××

×××××××××××× 
  

     

２１／１ 

××××××××××××
××××××××××××

××××××××。 
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[５－４] 

【【補補正正のの仕仕方方のの一一例例】】  

請請求求のの範範囲囲（（２２回回目目以以降降））  

  

＜＜前前回回のの補補正正後後＞＞  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

＜＜今今回回のの補補正正後後＞＞  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（注注１１））請請求求のの範範囲囲のの補補正正はは、、請請求求のの範範囲囲全全文文でで行行いいまますす。。  

（（注注２２））今今回回補補正正をを行行っったた項項ににはは、、項項番番とと本本文文のの間間にに「「（（補補正正後後））」」、、「「（（削削除除））」」、、「「（（追追加加））」」

のの表表示示ををししまますす。。下下線線をを引引くくここととははででききまませせんん。。前前回回補補正正をを行行っったた項項ににはは、、今今回回補補正正ががなないい場場合合、、

「「（（補補正正後後））」」、、「「（（削削除除））」」、、「「（（追追加加））」」のの表表示示ははししまませせんん。。 

（（注注３３））請請求求項項のの「「（（追追加加））」」はは、、既既存存のの最最後後のの請請求求項項のの次次にに続続けけてて増増ややししてていいききまますす。。既既存存のの請請求求

項項のの途途中中にに追追加加のの請請求求項項をを挿挿入入すするるここととははででききまませせんん。。  

（（注注４４））請請求求項項のの「「（（削削除除））」」はは、、「「本本文文」」をを削削除除しし、、項項番番ののみみ残残ししまますす。。一一度度削削除除ししたた請請求求項項ににはは、、

後後のの補補正正ににおおいいてて再再度度本本文文をを記記載載すするるここととははででききまませせんん。。  

２０ 

請求の範囲 
[請求項１] ×××××××××

×××××××××××
×××××××××××
×××××××××××

×。 
[請求項２] 
[請求項３]（補正後）××××× 

×××××××××××
×××××××××××
×××××××××××

×××××××××××
×××××××××××
×××××××××××

△△△△△△△△△△△
△△△△△△△△△△△
△△△△△△△△△△△

△△△△△△△△△△△ 

         

２１ 

 
□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□

□□□。 
[請求項４]（削除） 
[請求項５] ××××××××××

××××××××××××
××××××××××××
××××××××××××

××××××××××××
××××××××××××
××××××××××××

××××××××××××
××。 

[請求項６]（補正後）××××××

××××××××××××
××××××××××××
□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ 
 

     

２１／１ 

□□□□□□□□□□□□

□□□。 
[請求項７]（追加）×××××××

××××××××××××

××××××××××××
×××。 
 

２０ 

請求の範囲 

[請求項１] ×××××××××
×××××××××××
×××××××××××

×××××××××××
×。 

[請求項２]（削除）  

[請求項３]（補正後）××××× 
×××××××××××
×××××××××××

×××××××××××
×××××××××××
×××××××××××

×××××××××××
△△△△△△△△△△△
△△△△△△△△△△△

△△△△△△△△△△△
△△△△△△△△△△△ 

         

２１ 
 

△△△△△△△△△△△△ 

××××××××××××
×××。 

[請求項４] ××××××××××

××××××××××××
××××。 

[請求項５]（追加）×××××××

××××××××××××
××××××××××××
××××××××××××

××××××××××××
××××××××××××
××××××××××××

××××××××××××
×××××。 

[請求項６]（追加）×××××××

××××××××××××
×××××××××××× 

  

     

２１／１ 

××××××××××××
××××××××××××
××××××××。 
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[５－４] 

「法施様１５の２」『法施３１』 

AMENDMENT 

 
To: Examiner of the Patent Office 
 
1 Identification of the International Application 

ＰＣＴ／ＪＰ２０ＸＸ／０９７６５４ 
 

2 Applicant 
  Name:  TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION 

（CEO  TOKKYO Taro   Signature:             ） 
  Address:  4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013 Japan 
  Country of nationality:  JAPAN 
  Country of residence:   JAPAN 
 
3 Agent 
  Name:  KOKUSAI Taro   （Signature:             ） 
  Address:  8, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0081 Japan 
 
4 Item to be Amended   Description and Claims 
 
5 Subject Matter of Amendment 

(1)   The word(s)/expression(s)/sentence(s) “+++++” in the line 3 of the paragraph 
[0001] on the page 1 of the description is/are amended as “*****.” 

  Above amendment(s) is/are based on the paragraph [0003] of the description as 
filed. 

   The word(s)/expression(s)/sentence(s) “+++++” in the line 3 of the paragraph 
[0007] on the page 2 is/are cancelled. 

(2)   The paragraph [0010] on the page 3 of the description is amended as per the 
attached sheet(s). 

  Above amendment(s) is/are based on the paragraph [0020] of the description as 
filed. 

(3)  The word(s)/expression(s)/sentence(s) “+++++” of the claim 1 is/are amended as 
per the attached sheet(s). Above amendment(s) is/are based on the paragraph [0025] of 
the description as filed.  

(4)  The claim 2 is cancelled 
(5)  The claim 3 is added. The claim 3 is based on the paragraph [0026] of the 

description as filed. 
  

6 List of Attached Documents                       
(1) Replacement sheets: page 1, 1/1, 2 and 3 of the description 
(2) Replacement sheets: page 20 of the claims 
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（（注注１１））第第５５００条条のの３３第第５５項項のの規規定定にによよりり補補正正後後のの配配列列表表をを記記録録ししたた磁磁気気デディィススククをを添添付付ししてて提提出出すす

るるととききはは、、「「Subject Matter of Amendment」」のの欄欄にに「「As per the attached Magnetic Disk」」とと記記載載

すするるととととももにに補補正正事事項項をを指指摘摘しし、、差差替替ええ用用紙紙のの添添付付はは不不要要でですす。。  

（（注注２２））署署名名ををすするる場場合合はは、、署署名名者者のの氏氏名名（（法法人人のの場場合合、、署署名名者者のの肩肩書書きき及及びび氏氏名名））ををタタイイププ印印字字しし

てて、、そそのの横横にに署署名名ししててくくだだささいい。。  

（（注注３３））代代理理人人にによよるる手手続続ののととききはは、、出出願願人人のの署署名名はは不不要要ととしし、、出出願願人人にによよるる手手続続ののととききはは「「33  Agent」」
のの欄欄はは不不要要でですす。。 
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[５－４] 

＜差替え用紙（別紙）の作成例：請求の範囲を補正する場合＞ 

 

20 

 

C L A I M S 

 

Claim 1.  (Amended)  A cross section of elastic belt-like material that shapes a 

conical spring             

                                                                                           

                     ＊＊＊＊＊ basically located parallel to the axis of the cone,                 

                                                                                           

                      a conical spring that is characterized by the curved cross 

section in this belt-like material. 

 

Claim 2.  (Cancelled)  

 

Claim 3.  (New)  At least one end of a conical spring (1a or 1c) is                                      

                                                                      

               .      

 

  

（（注注１１））請請求求のの範範囲囲のの補補正正はは、、請請求求のの範範囲囲全全文文でで行行いいまますす。。  

（（注注２２））補補正正をを行行っったた項項ににはは、、項項番番とと本本文文のの間間にに「「((Amended))」」、、「「((Cancelled))」」、、「「((New))」」のの表表

示示ををししまますす。。  

（（注注３３））請請求求項項のの「「（（New））」」はは、、既既存存のの最最後後のの請請求求項項のの次次にに続続けけてて増増ややししてていいききまますす。。既既存存のの請請求求項項

のの途途中中にに追追加加のの請請求求項項をを挿挿入入すするるここととははででききまませせんん。。  
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[５－５] 
「法施様２１の３」『法施５３の２』  

 

国際予備審査開始延期請求書 

 

特許庁長官 殿 

 

１ 国際出願の表示    ＰＣＴ／ＪＰ２０ＸＸ／９９９９９９ 

 

２ 出 願 人 

    名 称    株式会社東京製作所 

           TOKYO  SEISAKUSHO  CORPORATION 
（代表取締役 特許 太郎（署名：        ）） 

    あて名    〒100-0013 日本国東京都千代田区霞が関三丁目４番３号 

           4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013 Japan  
    国 籍    日本国  JAPAN 

    住 所    日本国  JAPAN 

 

３ 代 理 人 

    氏 名    弁理士  国 際  太 郎     （署名：        ） 

                 KOKUSAI Taro 
    あて名    〒102-0081 日本国東京都千代田区四番町８番地 

           8, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0081 Japan 
 

４ 国際予備審査開始延期請求の趣旨 

 

   第５１条の２第１項に規定する期間が満了した時に国際予備審査を開始することを希望します。 

 

  

（（注注１１））署署名名ををすするる場場合合はは、、署署名名者者のの氏氏名名（（法法人人のの場場合合、、署署名名者者のの肩肩書書きき及及びび氏氏名名））ををタタイイププ印印字字しし

てて、、そそのの横横にに署署名名ししててくくだだささいい。。  

（（注注２２））代代理理人人にによよるる手手続続ののととききはは、、出出願願人人のの署署名名はは不不要要ととしし、、出出願願人人にによよるる手手続続ののととききはは「「３３  代代

理理人人」」のの欄欄はは不不要要でですす。。 
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[５－５] 

 「法施様２１の４」『法施５３の２』    

 

REQUEST TO POSTPONE START OF INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION 
UNTIL EXPIRATION OF THE APPLICABLE TIME LIMIT UNDER RULE 54bis.1(a) 

 

To: Commissioner of the Patent Office 
 
1 Identification of the International Application 

ＰＣＴ／ＪＰ２０ＸＸ／９９９９９９ 
 
2  Applicant 
  Name:  TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION 

（CEO  TOKKYO Taro   Signature:             ） 
  Address:  4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013 Japan 
  Country of nationality:  JAPAN 
  Country of residence:   JAPAN 
 
3 Agent 
  Name:  KOKUSAI Taro   （Signature:             ） 
  Address:  8, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0081 Japan 
 
4 Request to Postpone Start of International Preliminary Examination  
  The applicant expressly wishes the International Preliminary Examination to start at the 

expiration of the applicable time limit under Article 51-2(1). 
 

  

（（注注１１））署署名名ををすするる場場合合はは、、署署名名者者のの氏氏名名（（法法人人のの場場合合、、署署名名者者のの肩肩書書きき及及びび氏氏名名））ををタタイイププ印印字字しし

てて、、そそのの横横にに署署名名ししててくくだだささいい。。  

（（注注２２））代代理理人人にによよるる手手続続ののととききはは、、出出願願人人のの署署名名はは不不要要ととしし、、出出願願人人にによよるる手手続続ののととききはは「「33  Agent」」
のの欄欄はは不不要要でですす。。 

 

― 377 ―



[５－６] 
 

国際予備審査開始請求書 

 

特許庁長官 殿 

 

１ 国際出願の表示    ＰＣＴ／ＪＰ２０ＸＸ／９９９９９９ 

 

２ 出 願 人 

    名 称    株式会社東京製作所 

           TOKYO SEISAKUSHO  CORPORATION 
（代表取締役 特許 太郎（署名：        ）） 

    あて名    〒100-0013 日本国東京都千代田区霞が関三丁目４番３号 

           4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013 Japan  
    国 籍    日本国  JAPAN 

    住 所    日本国  JAPAN 

 

３ 代 理 人 

    氏 名    弁理士  国 際  太 郎     （署名：        ） 

                KOKUSAI Taro 
    あて名    〒102-0081 日本国東京都千代田区四番町８番地 

           8, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0081 Japan 
 

４ 国際予備審査開始請求の趣旨 

 

    第５１条の２第１項に規定する期間の満了前に国際予備審査を開始することを希望します。 

 

  

（（注注１１））ここのの書書式式はは、、国国際際予予備備審審査査請請求求期期間間のの満満了了すするる時時ままでで国国際際予予備備審審査査のの開開始始のの延延期期をを請請求求ししたた

出出願願ににつついいてて、、国国際際予予備備審審査査請請求求期期間間のの満満了了前前にに国国際際予予備備審審査査のの開開始始をを請請求求すするる場場合合にに使使用用ししまま

すす。。  

（（注注２２））署署名名ををすするる場場合合はは、、署署名名者者のの氏氏名名（（法法人人のの場場合合、、署署名名者者のの肩肩書書きき及及びび氏氏名名））ををタタイイププ印印字字しし

てて、、そそのの横横にに署署名名ししててくくだだささいい。。  

（（注注３３））代代理理人人にによよるる手手続続ののととききはは、、出出願願人人のの署署名名はは不不要要ととしし、、出出願願人人にによよるる手手続続ののととききはは「「３３  代代

理理人人」」のの欄欄はは不不要要でですす。。 
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[５－６] 

 

REQUEST FOR START OF INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION 
BEFORE THE APPLICABLE TIME LIMIT UNDER RULE 54bis.1 (a) 

 

To: Commissioner of the Patent Office 
 
1 Identification of the International Application 

ＰＣＴ／ＪＰ２０ＸＸ／９９９９９９ 
 
2 Applicant 
  Name:  TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION 

（CEO  TOKKYO Taro   Signature:             ） 
  Address:  4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013 Japan 
  Country of nationality:  JAPAN 
  Country of residence:   JAPAN 
 
3 Agent 
  Name:  KOKUSAI Taro   （Signature:             ） 
  Address:  8, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0081 Japan 
 
4 Request for Earlier Start of International Preliminary Examination  
  The applicant expressly wishes the International Preliminary Examination to start earlier than 

at the expiration of the applicable time limit under Article 51-2(1). 
 

  

（（注注１１））ここのの書書式式はは、、国国際際予予備備審審査査請請求求期期間間のの満満了了すするる時時ままでで国国際際予予備備審審査査のの開開始始のの延延期期をを請請求求ししたた

出出願願ににつついいてて、、国国際際予予備備審審査査請請求求期期間間のの満満了了前前にに国国際際予予備備審審査査のの開開始始をを請請求求すするる場場合合にに使使用用ししまま

すす。。  

（（注注２２））署署名名ををすするる場場合合はは、、署署名名者者のの氏氏名名（（法法人人のの場場合合、、署署名名者者のの肩肩書書きき及及びび氏氏名名））ををタタイイププ印印字字しし

てて、、そそのの横横にに署署名名ししててくくだだささいい。。  

（（注注３３））代代理理人人にによよるる手手続続ののととききはは、、出出願願人人のの署署名名はは不不要要ととしし、、出出願願人人にによよるる手手続続ののととききはは「「33  Agent」」
のの欄欄はは不不要要でですす。。 
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[５－７] 

 

期間延長請求書 

 

特許庁長官 殿 

 

１ 国際出願の表示    ＰＣＴ／ＪＰ２０ＸＸ／９９９９９９ 

 

２ 出 願 人 

    名 称    株式会社東京製作所 

           TOKYO  SEISAKUSHO  CORPORATION 
（代表取締役 特許 太郎（署名：        ）） 

    あて名    〒100-0013 日本国東京都千代田区霞が関三丁目４番３号 

           4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013 Japan  
    国 籍    日本国  JAPAN 

    住 所    日本国  JAPAN 
 

３ 代 理 人 

    氏 名    弁理士  国 際  太 郎     （署名：        ） 

                KOKUSAI Taro 
    あて名    〒102-0081 日本国東京都千代田区四番町８番地 

           8, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0081 Japan 
 

４ 請求の内容 

 

    国際予備審査機関により発せられた見解書に対する応答期間を１ヶ月延長願います。 

 

  

（（注注１１））応応答答期期間間のの延延長長はは、、最最大大２２月月ままでで可可能能でですすがが、、国国際際予予備備審審査査ののススケケジジュューールルをを勘勘案案しし、、審審査査

官官がが延延長長のの認認否否をを行行いいまますすののでで、、「「ＰＰＣＣＴＴ国国際際調調査査及及びび予予備備審審査査ハハンンドドブブッックク」」のの第第５５章章「「５５．．

１１００  見見解解書書にに対対すするる応応答答期期間間のの延延長長（（ＩＩＰＰＥＥＡＡ／／４４２２７７））」」ををごご確確認認くくだだささいい。。  

（（注注２２））署署名名ををすするる場場合合はは、、署署名名者者のの氏氏名名（（法法人人のの場場合合、、署署名名者者のの肩肩書書きき及及びび氏氏名名））ををタタイイププ印印字字しし

てて、、そそのの横横にに署署名名ししててくくだだささいい。。  

（（注注３３））代代理理人人にによよるる手手続続ののととききはは、、出出願願人人のの署署名名はは不不要要ととしし、、出出願願人人にによよるる手手続続ののととききはは「「３３  代代

理理人人」」のの欄欄はは不不要要でですす。。 
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[５－７] 

 

REQUEST FOR EXTENSION OF PERIOD 
 

To: Commissioner of the Patent Office 
 
1 Identification of the International Application 

ＰＣＴ／ＪＰ２０ＸＸ／９９９９９９ 
 
2 Applicant 
  Name:  TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION 

（CEO  TOKKYO Taro   Signature:             ） 
  Address:  4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013 Japan 
  Country of nationality:  JAPAN 
  Country of residence:   JAPAN 
 
3  Agent 
  Name:  KOKUSAI Taro   （Signature:             ）
  Address:  8, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0081 Japan 
 
4 Subject Matter of Request 

The Applicant hereby requests that the time limit for responding to the written opinion  
issued by the IPEA/JP should be extended by one month.    

 
  

（（注注１１））応応答答期期間間のの延延長長はは、、最最大大２２月月ままでで可可能能でですすがが、、国国際際予予備備審審査査ののススケケジジュューールルをを勘勘案案しし、、審審査査

官官がが延延長長のの認認否否をを行行いいまますすののでで、、「「PPCCTT国国際際調調査査及及びび予予備備審審査査ハハンンドドブブッックク」」のの第第５５章章「「５５．．

１１００  見見解解書書にに対対すするる応応答答期期間間のの延延長長（（IIPPEEAA//442277））」」ををごご確確認認くくだだささいい。。  

（（注注２２））署署名名ををすするる場場合合はは、、署署名名者者のの氏氏名名（（法法人人のの場場合合、、署署名名者者のの肩肩書書きき及及びび氏氏名名））ををタタイイププ印印字字しし

てて、、そそのの横横にに署署名名ししててくくだだささいい。。  

（（注注３３））代代理理人人にによよるる手手続続ののととききはは、、出出願願人人のの署署名名はは不不要要ととしし、、出出願願人人にによよるる手手続続ののととききはは「「33  Agent」」
のの欄欄はは不不要要でですす。。 
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[５－８] 
「法施様２２」『法施５９』 
 

 

 

特許印紙 

 

 

 

 (56,000円) 

 
【書類名】 手数料追加納付書（国際予備審査に係る追加納付） 
【あて先】 特許庁長官 殿 
【国際出願の表示】 
【国際出願番号】 PCT/JP20XX/999999 

【出願人】 
（【識別番号】） 987654321 
【氏名又は名称（日本語）】 株式会社東京製作所 
【氏名又は名称（英語）】  TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION 

（代表取締役 特許 太郎（署名：        ）） 

【あて名（日本語）】 東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号 
【あて名（英語）】 4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
【郵便番号】 1000013 
【国名】 日本国 Japan 
【国籍】 日本国 Japan 
【住所】 日本国 Japan 

【代理人】 
（【識別番号】） 123456789 
【弁理士】 
【氏名又は名称（日本語）】 国際 太郎     （署名：        ） 
【氏名又は名称（英語）】 KOKUSAI Taro 
【あて名（日本語）】 東京都千代田区四番町 8 番地 
【あて名（英語）】 8, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 
【郵便番号】 1020081 
【国名】 日本国 Japan 

【命令の日付】dd.mm.20XX 
【追加納付の命令に係る発明の数】 2 
【追加納付の命令に係る金額】 56,000 円 
【手数料の表示】 
 【予納台帳番号】 123456 
 【手数料の種類】 予備審査手数料 
 【納付金額】 56,000 円 
 
  
※※  ここのの様様式式見見本本はは手手数数料料をを追追加加納納付付すするる場場合合のの記記載載例例でですす。。  
（（注注１１））国国際際予予備備審審査査をを受受けけよよううととすするる請請求求のの範範囲囲をを減減縮縮すするるととききはは、、「「【【書書類類名名】】」」をを「「請請求求のの範範囲囲のの

減減縮縮書書」」ととしし、、国国際際予予備備審審査査をを受受けけよよううととすするる請請求求のの範範囲囲をを減減縮縮しし、、かかつつ、、手手数数料料をを追追加加ししてて

納納付付すするるととききはは、、「「【【書書類類名名】】」」をを「「請請求求のの範範囲囲のの減減縮縮及及びび手手数数料料追追加加納納付付書書」」ととししまますす。。  
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（（注注２２））「「請請求求のの範範囲囲のの減減縮縮書書」」又又はは「「請請求求のの範範囲囲のの減減縮縮及及びび手手数数料料追追加加納納付付書書」」をを提提出出すするるととききはは、、

「「【【追追加加納納付付のの命命令令にに係係るる発発明明のの数数】】」」のの欄欄のの次次にに「「【【減減縮縮すするる請請求求のの範範囲囲】】」」のの欄欄をを設設けけ、、国国際際

予予備備審審査査をを受受けけよよううととすするる請請求求のの範範囲囲ののううちち、、減減縮縮すするる請請求求のの範範囲囲をを「「請請求求のの範範囲囲  第第○○項項」」

ののよよううにに特特定定ししてて記記載載ししまますす。。  
（（注注３３））「「【【追追加加納納付付のの命命令令にに係係るる発発明明のの数数】】」」のの欄欄ににはは、、手手数数料料のの追追加加のの納納付付をを求求めめらられれたた追追加加発発明明のの

数数をを記記載載ししまますす。。  
（（注注４４））「「【【追追加加納納付付のの命命令令にに係係るる金金額額】】」」のの欄欄ににはは、、手手数数料料のの追追加加のの納納付付をを求求めめらられれたた金金額額をを記記載載ししまま

すす。。  
（（注注５５））「「【【手手数数料料のの表表示示】】」」のの欄欄のの記記載載方方法法ににつついいててはは、、「「手手数数料料納納付付書書」」（（[[２２－－１１]]））をを参参照照ししててくくだだ

ささいい。。  
（（注注６６））「「【【納納付付金金額額】】」」のの欄欄ににはは、、納納付付すするる手手数数料料のの金金額額をを記記載載ししまますす。。  
（（注注７７））陳陳述述書書をを提提出出すするる場場合合はは、、「「陳陳述述書書」」（（[[３３－－２２]]））とと同同時時にに提提出出ししててくくだだささいい。。 

（（注注８８））署署名名ををすするる場場合合はは、、署署名名者者のの氏氏名名（（法法人人のの場場合合、、署署名名者者のの肩肩書書きき及及びび氏氏名名））ををタタイイププ印印字字しし

てて、、そそのの横横にに署署名名ししててくくだだささいい。。  

（（注注９９））代代理理人人にによよるる手手続続ののととききはは、、出出願願人人のの署署名名はは不不要要ととしし、、出出願願人人にによよるる手手続続ののととききはは「「【【代代理理

人人】】」」のの欄欄はは不不要要でですす。。 

（（注注１１００））そそのの他他はは、、【【様様式式編編】】「「２２．．国国際際出出願願のの中中間間手手続続」」内内のの「「cc．．オオンンラライインン手手続続可可能能なな書書類類のの

作作成成時時のの共共通通注注意意事事項項（（書書面面手手続続のの場場合合をを含含むむ））」」をを参参照照ししててくくだだささいい。。  
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                                            [５－８] 

「法施様２２の２」『法施５９』  

 

 

 

 

（90,000Yen） 

PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR 
INTERNATIONALPRELIMINARY EXAMINATION 

 

To: Commissioner of the Patent Office 
 
1 Identification of the International Application 

ＰＣＴ／ＪＰ２０ＸＸ／９９９９９９ 
 
2 Applicant 
  (Identification Number) 987654321 
  Name:  TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION 

（CEO  TOKKYO Taro   Signature:             ） 
  Address:  4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013 Japan 
  Country of nationality:  JAPAN 
  Country of residence:   JAPAN 
 
3 Agent 
  (Identification Number) 123456789 
  Name:  KOKUSAI Taro   （Signature:             ） 
  Address:  8, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0081 Japan 
 
4 Date of Invitation   dd.mm.20XX 
 
5 Number of Additional Inventions   2 
 
6 Designated Amount of the Additional Fee   90,000 yen 
 
7 Amount of the Additional Fee   90,000 yen 
 
(8 List of Attached Documents)   (1) Statement: 1 copy 
  
  
※※  ここのの様様式式見見本本はは手手数数料料をを追追加加納納付付すするる場場合合のの記記載載例例でですす。。  
（（注注１１））国国際際予予備備審審査査をを受受けけよよううととすするる請請求求のの範範囲囲をを減減縮縮すするるととききはは、、表表題題をを「「RESTRICTION OF 

CLAIM」」ととしし、、国国際際予予備備審審査査をを受受けけよよううととすするる請請求求のの範範囲囲をを減減縮縮しし、、かかつつ、、手手数数料料をを追追加加ししてて

納納付付すするるととききはは、、表表題題をを「「RESTRICTION OF CLAIM AND PAYMENT OF ADDITIONAL FEE」」
ととししまますす。。  

（（注注２２））「「RESTRICTION OF CLAIM」」又又はは「「RESTRICTION OF CLAIM AND PAYMENT OF 
ADDITIONAL FEE」」をを提提出出すするるととききはは、、「「5  Number of Additional Inventions」」のの次次にに「「6  Claim 

Patent 
Revenue 
Stamp 
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to be Restricted」」のの欄欄をを設設けけ、、国国際際予予備備審審査査をを受受けけよよううととすするる請請求求のの範範囲囲ののううちち、、減減縮縮すするる請請求求

のの範範囲囲をを「「Claim(s) Number○○」」ののよよううにに特特定定ししてて記記載載ししまますす。。  

（（注注３３））「「5  Number of Additional Inventions」」ににはは、、手手数数料料のの追追加加のの納納付付をを求求めめらられれたた追追加加発発明明のの数数

をを記記載載ししまますす。。  

（（注注４４））「「66  Designated Amount of the Additional Fee」」ににはは、、手手数数料料のの追追加加のの納納付付をを求求めめらられれたた金金額額をを

記記載載ししまますす。。  

（（注注５５））「「77  Amount of Additional Fee」」のの欄欄ににはは、、納納付付すするる手手数数料料のの金金額額をを記記載載ししまますす。。  

（（注注６６））電電子子現現金金納納付付にによよりり納納付付すするるととききはは、、「「Amount of the Additional Fee」」のの次次にに「「Payment Number」」
のの欄欄をを設設けけ、、納納付付番番号号をを記記載載ししまますす。。  

（（注注７７））窓窓口口ででククレレジジッットトカカーードドにによよりり納納付付すするる場場合合はは、、「「22 Applicant」」のの欄欄（（代代理理人人がが手手続続をを行行うう場場

合合はは「「33 Agent」」のの欄欄））にに「「（（Identification Number））」」のの欄欄をを設設けけてて識識別別番番号号をを記記載載しし、、「「77  Amount 
of the Additional Fee」」のの欄欄のの次次にに「「88  Credit Card Payment」」のの欄欄をを設設けけ、、納納付付すすべべきき手手数数料料のの

額額をを記記載載ししまますす。。たただだしし、、識識別別番番号号のの通通知知をを受受けけてていいなないい者者ににつついいててはは、、「「（（Identification 
Number））」」のの欄欄はは不不要要でですす。。  

（（注注８８））陳陳述述書書をを提提出出すするる場場合合はは、、「「88  List of Attached Documents」」のの欄欄をを設設けけ、、STATEMENT（（[[33--22]]））

をを添添付付ししまますす。。 

（（注注９９））署署名名ををすするる場場合合はは、、署署名名者者のの氏氏名名（（法法人人のの場場合合、、署署名名者者のの肩肩書書きき及及びび氏氏名名））ををタタイイププ印印字字しし

てて、、そそのの横横にに署署名名ししててくくだだささいい。。  

（（注注１１００））代代理理人人にによよるる手手続続ののととききはは、、出出願願人人のの署署名名はは不不要要ととしし、、出出願願人人にによよるる手手続続ののととききはは「「33  

Agent」」のの欄欄はは不不要要でですす。。  
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