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標章を使用する意思の宣誓書（ＭＭ１８） 
 

 
MM18(E) – July 2021 - 238 - 

MM18 (E) – DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK – 
UNITED STATES OF AMERICA 
 
To be annexed to each international application or subsequent designation in which 
the United States of America is a designated Contracting Party1.  
 
DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK:  UNITED STATES OF AMERICA 
 
By designating the United States in the international application/subsequent designation, the 
person signing below declares that:   
 

(1) the applicant/holder has a bona fide intention to use the mark in commerce that the 
United States Congress can regulate on or in connection with the goods/services 
identified in the international application/subsequent designation;  

(2) he/she is properly authorized to execute this declaration on behalf of the 
applicant/holder;  

(3) he/she believes applicant/holder to be entitled to use the mark in commerce that the 
United States Congress can regulate on or in connection with the goods/services 
identified in the international application/subsequent designation; and  

(4) to the best of his/her knowledge and belief no other person, firm, corporation, 
association, or other legal entity has the right to use the mark in commerce, either in 
the identical form thereof or in such near resemblance thereto as to be likely, when 
used on or in connection with the goods/services of such other person, to cause 
confusion, or to cause mistake, or to deceive;   

(5) to the best of the signatory’s knowledge, information, and belief, formed after an inquiry 
reasonable under the circumstances, the allegations and other factual contentions 
made above have evidentiary support. 

 
I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that all the 
foregoing statements are true and correct to the best of my knowledge and belief.  I understand 
that willful false statements and the like may jeopardize the validity of the application or 
document or any registration resulting therefrom, and are punishable by fine or imprisonment, 
or both (18 U.S.C. §1001).  35 U.S.C. §25(b). 
 
 
 
 

  

Signature  Date of execution 
(dd/mm/yyyy) 

 
 
 
 

 

Signatory’s Name (Printed) 
 
 
 
 

 

Signatory’s Title 

 
1  This form contains the exact wording of the declaration of intention to use the mark required by the United 

States of America.  It should not be amended in any respect.  Deletions, modifications or inclusions of text will 
result in the declaration being considered as irregular.  The United States of America requires that the 
declaration of intention to use the mark be made in English, even if the international application or the 
subsequent designation is in French or Spanish.  Therefore, this form is available in English only. 

 

出願人又は名義人が署名してください 

署名は、手書き、印刷、スタンプ、タイプ打ちのいずれでも構いません。 

 

法人の場合は、署名者の肩書き「Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ、Ｇｅｎｅｒａｌ ｍａｎａｇｅｒ」等、 

個人の場合は、「Ａｐｐｌｉｃａｎｔ」と記載します 

・印刷は片面印刷としてください 

・2 頁目は空欄であっても破棄せずに併せて提出してください 

・写しの提出も認められます。 
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参考訳（ＭＭ１８） 
 

MM18(E) – July 2021 239 

MM18 (E) – 標標章章をを使使用用すするる意意思思のの宣宣言言書書 –– 米米国国 
 
米米国国がが指指定定締締約約国国ととななっってていいるる各各国国際際出出願願ままたたはは事事後後指指定定にに添添付付さされれるるもものの 1 
 
標標章章をを使使用用すするる意意思思のの宣宣言言書書:  米米国国 
国際登録願書/事後指定書において、米国を指定することにより、以下に署名する者は次の宣

言をする: 

(1) 出願人/名義人には、国際出願/事後指定に示された商品/役務に関して、米国議
会の規定により、標章を商業上使用する真正な意思がある；  

(2) 署名者には、出願人/名義人に代わって、この宣言を実行する権限が適切に与え
られている； 

(3) 署名者は、出願人/名義人には、国際出願/事後指定に示された商品/役務に関し
て、米国議会の規定により、標章を商業上使用する権利があると信じる；そし
て 

(4) 署名者の知り得る、信じ得る限りにおいて、他のどんな個人、会社、企業、団
体又はその他の法人は、彼らの商品/役務に関し使用された場合、混同、誤解、
若しくは詐称を引き起こす様な当該標章と同一の、又は類似の形態で商業上標
章を使用する権利を有しない； 

(5) 署名者の知り得る、信じ得る限りにおいて、この状況下における合理的な照会
について、申立て及び証拠に基づくその他の事実の主張を行う。 

私は、米国法にある偽証罪のもと、これまでの全ての陳述は、私の知り得る、信じ得

る限りにおいて、真実であり、正確であることを宣言する。私は、故意の虚偽申立等

は、出願、書類、又はその結果としてのいかなる登録の有効性を危うくし、罰金若し

くは禁固刑、又はその両方により罰されることを承知する（18 U.S.C. section 
1001）。35 U.S.C. section 25(b)。 

 

署名 署名日 日 月 年

署名者の氏名 タイプ浄書

署名者の肩書

1 この用紙は、米国で要求されている標章使用の意思表示の正正確確なな文文言言を含んでいます。 いかなる点においても

修正してはなりません。 テキストの削除、変更、または挿入を行うと、宣言が不正確であるとみなされます。

米国は、国際出願や事後指定がフランス語やスペイン語であっても、標章使用の意思表示を英語で行うことを

要求しています。 したがって、このフォームは英英語語ののみみで作成可能です。
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標章を使用する意思の宣誓書（ＭＭ１８） 
 

MM18(E) – July 2021 - 240 - 
 

INSTRUCTION 
 
This declaration must be signed by: 
 

(1)  the applicant/holder or a person with legal authority to bind the applicant/holder; or 
 
(2)  a person with firsthand knowledge of the facts and actual or implied authority to act 

on behalf of the applicant/holder; or 
 
(3)  an attorney who is authorized to practice before the United States Patent and 

Trademark Office under 37 C.F.R. §10.1(c), who has an actual written or verbal 
power of attorney or an implied power of attorney from the applicant/holder. 

 
 
INFORMATION REQUIRED BY THE INTERNATIONAL BUREAU 
 
(a) Where the present declaration refers to an international application based on a 

basic application, indicate: 
 
 Basic 

application 
number: 

 Date of the basic 
application 
(dd/mm/yyyy):  

 

 
(b) Where the present declaration refers to an international application based on a 

basic registration, indicate: 
 
 Basic 

registration 
number: 

 Date of the basic 
registration 
(dd/mm/yyyy):  

 

 
(c) Where the present declaration refers to a subsequent designation of an 

international registration, indicate: 
 
 International registration number:  

 
 
International Bureau’s reference 
(where applicable): 

 

 
Name of applicant/holder:  

 
 

  

・MM18 を本国官庁に提出する場合は、欄の記載は、不要です 

・空欄であっても、MM18 を提出する際は本頁を含めて提出してください 

 ・ＭＭ４を直接ＷＩＰＯへ送付する場合は本欄も記載が必要となります 

国際事務局が該当出願を確認するための記載ですので、基礎となる 

出願（登録）が２件以上ある場合でも、１件のみ記載してください 
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参考訳（ＭＭ１８） 
 

MM18(E) – July 2021 - 241 - 
 

説説明明事事項項 
 
ここのの宣宣言言書書はは、、以以下下のの者者にによよりり署署名名さされれななけけれればばななららなないい：： 
 

(1) 出願人/名義人、又は出願人/名義人を拘束する法的な権限を有する者、又は 
 

(2) 事実関係を直接に把握し、出願人/名義人に代わり行動する権限を実際に有する若し

くは有すると思われる者、又は 
 
(3) 37 C.F.R. section 10.1(c)のもとに米国特許商標庁に対し業務を行う権限を与えら

れ、出願人/名義人から実際の書面若しくは口頭での委任を受けた若しくはそれと思

われる委任を受けた弁護士。 
 
 
国国際際事事務務局局にによよりり要要求求さされれるる情情報報 
 
(a) 当当該該宣宣言言がが基基礎礎出出願願をを基基ににししたた国国際際出出願願にに関関わわるる場場合合にに記記載載 
 
 基礎出願番号  基礎出願日 

(日/月/年):  
 

 
(b) 当当該該宣宣言言がが基基礎礎登登録録をを基基ににししたた国国際際出出願願にに関関わわるる場場合合にに記記載載 
 
 基礎登録番号  基礎登録日 

(日/月/年): 
 

 
(c) 当当該該宣宣言言がが国国際際登登録録のの事事後後指指定定にに関関わわるる場場合合にに記記載載：： 
 
 国際登録番号  

 
 
国国際際事事務務局局のの使使用用欄欄(該該当当すするる場場合合)  
 
出出願願人人/名名義義人人のの氏氏名名(名名称称)  

 
 

 
 

 

- 241 -




