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方式不備通知（見本） 

 
特許庁長官 

年  月  日 

 

国際登録出願人・手続者・代理人 

                      様 

 

事件の表示 

    年  月  日に特許庁が受け付けた以下に係る 

 

  手続者が付した書類記号・番号 

  国際登録番号 

    又は 

  基礎出願番号 

  基礎登録番号 

 

 貴殿が提出した上記書面は、下記事項について不備があるので、この方式不備通知の 

発送の日から１４日以内に差替書面提出書を提出してください。 
 

記 

 

 
【お願い】 

本件についての特許庁への問い合わせ、又は書類提出には、次の特許庁整

理番号を使用してください。。  

特許庁整理番号  ２０２２－３００００１  

 
 

問い合わせ先及び提出先    特許庁 国際意匠・商標出願室 

  郵便番号   100‐8915 

  東京都千代田区霞が関３－４－３ 

       ＴＥＬ：０３－３５８１－１１０１ 内線２６７１ 

      担当者 国際 太郎 
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差替書面提出書（見本） 
 

 

特許庁長官 殿 

                                          年  月  日 

 

１．事件の表示 

  特許庁整理番号  ２０２２－３００００１ 

  （国際登録番号        ） 

 

  手続者が付した書類記号・番号 

 

２．手続をした者（方式不備通知の対象手続書類に使用した言語で記載してください） 

  氏 名（名 称）                   

  住 所（居 所）                   

 

３．代理人 

氏 名（名 称）                   

 住 所（居 所）                   

 

４．差替えに係る書類の名称及び欄 

  書類名称 

 

  欄      第    欄 第    欄 第    欄 

 

５．差替え書面の枚数 

                枚 
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