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第４節 国際商標登録出願の後の手続書類に関する作成上の一般原則 

 

１．書面による手続 

 

（１）国際商標登録出願の手続は、書面により行い、書面は１件ごとに作成しなければなりません。 

 

（２）書面には、提出者の氏名（名称）及び住所（居所）を記載してください。 

なお、識識別別番番号号にによよるる住住所所のの記記載載のの省省略略ははででききまませせんん。。 

 

（３）書面に記載する各項目にはデリミタ（【 】）を付してください。 

 

２．書面の言語 

 

（１）書面は下記（２）及び（３）を除き日本語を使用しなければなりません。 

 

（２）国際登録の名義人の記載                               ［法施規5条の3］ 

「名義人の氏名又は名称及び住所又は居所」の記載は、国国際際登登録録簿簿にに記記録録さされれたた文文字字とと同同

一一のの文文字字を使用しなければなりません。 

 

（３）国際登録に係る指定商品（役務）の記載                      ［法施規5条の4］ 

「指定商品（役務）」は英語で記載しなければなりません。 

 

３．様式上の要件 

 

（１）用紙は、日本産業規格Ａ列４番（横２１㎝、縦２９．７㎝）の大きさとし、インキがにじまず、文字が

透き通らないものを縦長にして、折らずに片面のみを用い、用紙には不要な文字、記号、枠

線、罫線等を記載してはなりません。 

 

（２）各用紙の提出方法 

各用紙は、綴じ方はなるべく左綴じとし、容易に分離しやすく、綴じ直すことができるように、

例えばステープラー等を用いて綴じて提出してください。 

 

４．国際商標登録出願を特定する番号の表示 

 

国際商標登録出願の後にその出願に関して提出する手続書類には、国際登録番号を記載

してください。 

ただし、事事後後指指定定にによよるる国国際際商商標標登登録録出出願願でではは、、「「○○○○○○○○年年○○○○月月○○○○日日にに事事後後指指定定

がが記記録録さされれたた国国際際登登録録第第○○○○○○○○○○○○号号」」のように記載してください（※西暦で記載）。 
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代代理理人人受受任任届届（（様様式式記記載載見見本本））  
 

 
【書類名】  代理人受任届 

 （【提出日】  令和  年  月  日） 

【あて先】  特許庁長官       殿 

 

【事件の表示】 

 【出願番号】 国際登録第１２３４５６７号 

       

 

【手続をした者】 

 【住所又は居所】    15 chemin des Coiombettes 1131 GENÈVE 10 Suisse 

 【氏名又は名称】    PASSIFLORE  Société Anonyme 

 

【受任した代理人】 

（【識別番号】）     ○○○○○○○○○ 

 【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関３－４－３ 

 【氏名又は名称】  国際 太郎 

 

【提出物件の目録】 

 【物件名】 代理権を証明する書面 １ 

 又は 

 【包括委任状番号】  ○○○○○○○ 

 

 

（注１） 本手続は書面のみに限られ、【受任した代理人】欄に（【識別番号】）を記載しても
【住所又は居所】の記載の省略はできません。 

（注２） 本件出願が事後指定の場合は【出願番号】の欄に「○○○○年○○月○○日に事
後指定が記録された国際登録第○○○○○○号」のように記載してください。 

（注３） 【手続をした者】欄は、国際登録簿に記録された文字と同一の文字で記載してくだ
さい。 

（注４） 【受任した代理人】欄は、受任した代理人の住所（居所）及び氏名（名称）を記載して
ください。 

（注５） 外国語で作成した代理権を証明する書面には翻訳文を添付してください。 

（注６） 包括委任状を援用する場合であって、包括委任状番号が通知されていないときに
は、【包括委任状番号】の欄に代えて、【物件名】の欄を設けて、「代理権を証明する

書面」と通数を記載し、その次に【援用の表示】の欄を設けて、｢令和○○年○○月

○○日提出の包括委任状を援用する。」と記載し、「包括委任状提出書の写し」を

添付してください。 
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