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意見書（見 本） 
 

 

特許庁長官 殿 

年  月  日 

 

１．事件の表示 

 

  特許庁整理番号              

 

  手続者が付した書類記号・番号 

 

  基礎出願（登録）番号 

 

  ＷＩＰＯの書類記号・番号 

 

２．手続をした者（国際登録出願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．意見の内容 

 

   別紙のとおり 

 
 

特許庁では別紙（意見書（英語版））に国際意匠・商標出願室長名のカバーレターを

付して国際事務局へ送付します。 

 

意見書（英語版）の記載例は次頁を御参照ください。 
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