
意見書（見 本） 

 

 

特許庁長官 殿 

 

年  月  日 

 

１．事件の表示 

 

  特許庁整理番号 

 

  出願人の書類記号・番号 

 

  ＷＩＰＯの書類記号・番号 

 

 

２．出願人（国際登録出願に使用した言語で記載してください） 

 

  氏 名（名 称）                                        

 

 

３．代理人（国際登録出願に使用した言語で記載してください） 

 

  氏 名（名 称）                                        

 

４．意見・是正提案の内容 

 

   別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

特許庁では別紙（意見書（英語版））に国際意匠・商標出願室長名のカバーレ

ターを付して国際事務局へ送付します。 

 

意見書（英語版）の記載例は次頁を御参照ください。   



（別紙記載例（英語）） 

Madrid Registry 

Brands and Designs Sector 

International Bureau of the 

World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

WIPO ref.: （ＷＩＰＯの書類記号・番号） 

Office ref.: （特許庁整理番号） 

 

Re: Irregularity notice of （欠陥通報日） on the international application  

 

Dear Sir or Madam, 

 Please find below our response(s) to your suggestion(s) in the irregularity notice. 

 

■欠陥の対象となった全ての表示に対するWIPO国際事務局（IB）の提案を受け入れる場合 

例．We agree to all of your suggestions. 

 

■上記以外の場合（欠陥の対象となった各表示への応答内容が明らかとなるよう記載してください。必ずしも表形式に

する必要はありません。） 

1. Irregularities Concerning the Classification of Goods/Services (Rule 12) 

（第 12規則に基づく商品役務の分類に関する欠陥） 

 欠陥の対象となっている商品役務・区分 

Term subject to irregularity 

応答内容 

Response 

1) AXAXX (Class 3) （IBの区分移行提案を受け入れるとき） 

例．We agree to transfer the term from Class 3 to 

Class 5.  

2) BXBXX (Class 6) （商品・役務を削除するとき） 

例．We delete the term from the main list and the 

limitation list(s) for CN, EM and US. 

3) CXCXX (Class 9) （商品・役務の表示を変更して出願時の分類を維持す

ることを主張するとき） 

例．In order to keep the term in Class 9, we prefer to 

amend it as follows: 

“CXCXX for scientific purposes” (Class 9). 

4) DXDXX (Class 9) （出願時の分類・表示を維持したい場合において意見

を述べるとき） 

例．We prefer to keep the term in Class 9.  

（商品・役務の説明や出願時の区分で認められるべき

と考える理由等。） 

例．The goods/services is/are intended for measuring 

…, and “measuring apparatus” is grouped in Class 9 

according to the Heading of Class 9 of the NICE 

Classification. Therefore, we believe they fall under 

Class 9. 

※メイン・リスト及び指定国別の限定リストの区分数が増える場合は、国際事務局へ支払う手数料も増える可能性

がありますので、必要に応じて手数料の追納を行ってください。  

こちらはあくまで記載例であり、規定のフォーマットはありません。特許庁ではこの別紙の原本を

国際事務局へ送付します。全て英語により作成してください。 

 



 

2. Irregularities Concerning the Indications of Goods/Services Considered Too Vague by the IB (Rule 13)  

（第 13規則に基づき「分類上極めて不明確」と判断された表示に関する欠陥） 

 欠陥の対象となっている商品役務・区分 

Term subject to irregularity 

応答内容 

Response 

1) EXEXX (Class 10) （IBの提案を受け入れるとき） 

例．We agree to amend the term as the IB 

suggested. 

2) FXFXX (Class 10) （IB提案とは異なる表示への変更を提案するとき） 

例．We prefer to amend the term as follows: 

“FXFXX for medical purposes” (Class 10). 

3) GXGXX (Class 10) （商品・役務を削除するとき） 

例．Please delete the term from the main list and 

the limitation list(s) for KR and US. 

4) HXHXX (Class 10) （出願時の表示の維持を主張するとき） 

例．We would like the IB to accept the term that we 

indicated in the application, considering/because …

（認められるべきと考える理由）. 

 

3. Irregularities Concerning the Indications of Goods/Services Considered Liguistically Incorrect by the IB 

(Rule 13)  （第 13規則に基づき「語学的に不正確」と判断された表示に関する欠陥） 

 欠陥の対象となっている商品役務・区分 

Term subject to irregularity 

応答内容 

Response 

1) IXIXX (Class 41) （IBの提案を受け入れるとき） 

例．We agree to amend the term as the IB 

suggested. 

（IB提案とは異なる表示への変更を提案するとき） 

例．We prefer to amend the term as follows: 

“Organization of IXIXX XXXXX” (Class 41). 

 

4. Irregularities Concerning the Indications of Goods/Services Considered Incomprehensible by the IB (Rule 

13)  （第 13規則に基づき「理解不能」と判断された表示に関する欠陥） 

 欠陥の対象となっている商品役務・区分 

Term subject to irregularity 

応答内容 

Response 

1) JXJXX (Class 35) （IBの提案を受け入れるとき） 

例．We agree to amend the term as the IB 

suggested. 

（IB提案とは異なる表示への変更を提案するとき） 

例．We prefer to amend the term as follows: 

“JXJXX services for advertising purposes” (Class 

35). 

 

 


