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提　　出　　先

１． ＭＭ２：国際登録願書 国際意匠・商標出願室

２． ＭＭ４：事後指定書 〃

３． ＭＭ１１:国際登録の更新の申請書 〃

４． ＭＭ５：名義人の変更の記録の請求書 〃

５． ＭＭ１７：優先順位の主張 〃

６． ＭＭ１８：標章を使用する意思の宣言書 〃

７． 差替書面提出書 〃

８． 意見書（指定商品（役務）の分類欠陥通知に対する意見書） 〃

９． 是正提案書 〃

１．審査継続中の中間書類

（１） 代理人受任届 国際意匠・商標出願室

（２） 手続補正書 〃

（３） 意見書（拒絶理由に対する意見書） 〃

（４） 期間延長請求書 〃

（５） 刊行物等提出書 〃

（１） 審判請求書 出 願 課

（２） 審判継続中の中間書類 〃

（１） 商標登録異議申立書 出 願 課

（２） 登録異議申立継続中の中間書類 〃

１． ＭＭ４：事後指定書 国 際 事 務 局

２． ＭＭ５：名義人の変更の記録の請求書 〃

３． ＭＭ６：商品及び役務の一覧表の減縮の記録の請求書 〃

４． ＭＭ７：放棄の記録の請求書 〃

５． ＭＭ８：国際登録の取消の記録の請求書 〃

６． ＭＭ９：名義人の氏名、住所、法的性質の変更の記録の請求書 〃

７． ＭＭ１０：代理人の氏名又は住所の変更の記録の請求書 〃

８． ＭＭ１１：国際登録の更新の申請書 〃

９． ＭＭ１２：代理人の選任の届出書 〃

１０．ＭＭ１３：ライセンスの記録の申請書 〃

１１．ＭＭ１４：ライセンスの記録の修正の請求書 〃

１２．ＭＭ１５：ライセンスの記録の取消の請求書 〃

１３．ＭＭ１７：優先順位の主張 〃

１４．ＭＭ１８：標章を使用する意思の宣言書 〃

１５．ＭＭ１９：名義人の処分権の制限 〃

１６．ＭＭ２０：処理の継続の申請書 〃

１７．ＭＭ２１：記録の更正の請求書 〃

１８．ＭＭ２３：名義人の一部変更の記録に起因する国際登録の併合の請求書 〃

　　　　３３．．国国際際事事務務局局へへ提提出出すするる手手続続

書類の提出先一覧

書　　類　　名

　　　　１１．．本本国国官官庁庁へへ提提出出すするる手手続続

　　　　２２．．指指定定国国官官庁庁へへ提提出出すするる手手続続

２．審判関係

３．登録異議申立関係
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