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使用言語 

Patent Limited. 
12-34, Haymarket,London, SW5Y &DQ (United Kingdom) 

PATENT OFFICE 

指定通報 

(事後指定はＥＥＸＸＮＮ) 

国国際際登登録録日日  国国際際登登録録番番号号  
名義人の氏名（名称）

及び住所（居所） 

標標  章章  

指定商品・

指定役務 

基礎出願日・基礎出願番号 

基礎登録日・基礎登録番号 

優先権記事 

指定通報日 

「指定通報」見本 
（国際事務局から指定国官庁への通報） 

 

参考資料５ 

次回更新日 

ＴＲＭ Office. 
361, Liverpool Road, London, 1NL (United Kingdom) 

代理人の氏名・住所 
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「国際登録証明書」見本 

（国際事務局から名義人へ通報） 

国国際際登登録録番番号号  

次回納付日 

（更新日） 
名義人の 

氏名及び住所 

標標  章章  

クラス及び

指定商品・

役務 

参考資料６

国国際際登登録録日日  

基礎出願（登録）番号及び 

基礎出願（登録）日 

通知日：暫定的拒絶通報を 

送付できる期間の起算日 

指定締約国 
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「国際登録証明書」見本 

（国際事務局から名義人へ通報） 

国国際際登登録録番番号号  

次回納付日 

（更新日） 
名義人の 

氏名及び住所 

標標  章章  

クラス及び

指定商品・

役務 

参考資料６

国国際際登登録録日日  

基礎出願（登録）番号及び 

基礎出願（登録）日 

通知日：暫定的拒絶通報を 

送付できる期間の起算日 

指定締約国 

「個別手数料（登録料）支払通知」見本 

（国際事務局から名義人への通報） 

参考資料７

支支払払期期限限  

区分数 

名義人の名称 

国際登録番号 

標 章 

国際登録日 

書書類類のの発発送送日日  
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