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参考資料１

本国官庁（日本国）の手続基本フロー

出願人・権利者 本国官庁（日本国 JPO） 国際事務局(IB) 指定国官庁

基礎出願
国際出願 受 領

基礎登録 ２月以内

出願手数料(JPO)
出願手数料(IB)

方式審査 受 領

方式指令書 方式審査事項
・出願手数料(JPO分)

方式審査
方式不備通知 方式確認事項

・基礎出願／登録との同一性の確認 方式審査事項
・国際出願の欠陥の有無の確認 ・方式

手続却下 ・優先権の主張に関する確認 ・出願手数料(IB分)
・分類、商品/役務

WIPO送付通知

IRREGULARITY NOTICE IRREGULARITY NOTICE IRREGULARITY NOTICE

(欠陥通報) (欠陥通報) (欠陥通報)

意見書・是正提案書 意見書・是正提案書 意見書・是正提案書

通 知
国際登録 指定通報

登録証明書 国際公表 手数料

保護認容声明の写し 国際記録 保護認容声明

以下、個別手数料二段階納付制度採用国
（注）

個別手数料（登録料） 個別手数料（登録料) 個別手数料(登録

支払通知写し 支払通知 料)支払通知

個別手数料（登録料） 個別手数料（登録料）

納付 受領

国際記録 個別手数料受領

（注）二段階納付制度（各国での登録時に個別手数料の第２段階部分の支払いを必要とする制度）採用国
キューバ、ブラジル
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指定国官庁（日本国）の手続基本フロー

出願人・権利者(在外者) 日本国内代理人 国際事務局(IB) 指定国官庁（日本国 JPO）

国際登録 指定通報
個別手数料(出願料) 個別手数料(出願料)

方式審査 公開国際商標広報 18
月

実体審査 以
内

登録査定謄本 登録査定
保護認容声明写し 国際記録 保護認容声明
個別手数料(登録料)支払通知写し 個別手数料(登録料)支払通知

個別手数料(登録料)納付 国際記録 個別手数料(登録料)納付済通報

暫定的拒絶通報写し 国際記録 暫定的拒絶通報

意見書・補正書 意見書・補正書 受 領
代理人受任届 代理人受任届

再審査

拒絶査定謄本(国内代理人有) 拒絶査定謄本 拒絶査定
拒絶査定謄本(国内代理人無)

登録査定謄本 登録査定謄本 登録査定
保護認容声明写 国際記録 保護認容声明

個別手数料(登録料)支払通知写し 個別手数料(登録料)支払通知

個別手数料（登録料）納付 国際記録 個別手数料(登録料)納付済通報

審判請求 審判請求 審 判

登録審決謄本 登録審決謄本 登録審決
保護認容声明 国際記録 保護認容声明

個別手数料(登録料)支払通知写し 個別手数料(登録料)支払通知

個別手数料(登録料)納付 国際記録 個別手数料(登録料)納付済通報

拒絶審決謄本 拒絶審決謄本 拒絶審決

拒絶確定声明 拒絶確定声明 設定登録

出 訴 出 訴 出訴（以下審判と同様）

商標登録証(国内代理人無)

商標登録証(国内代理人有) 商標登録証

拒絶確定声明通報写し 国際記録 国際商標公報

取消決定謄本 取消決定謄本 （異議申立）

無効審決･取消審決謄本 無効･取消審決謄本 （無効審判・取消審判）

（注）実線：特許庁又は国際事務局の通報又は手続、点線：出願人・権利者と日本国内代理人との連絡
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