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 ■「中国地域知的財産戦略本部」 

   http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/index.html 

  ┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━┓ 

  ┃『知財総合支援窓口』は、"秘密厳守"・"相談無料"です。            ┃ 

  ┃  ～《支援内容》～                                             ┃ 

  ┃・知的財産権制度の説明                                    ┃ 

  ┃・知的財産に関する各種支援施策の紹介・説明           ┃ 

  ┃・電子出願を含めた出願等の手続支援（電子出願用端末を設置）    ┃ 

  ┃・高度な専門性を必要とする内容は担当者と専門家が共同で解決支援 ┃ 

  ┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━┛ 

   ※中国地域の『知財総合支援窓口』は、以下の HP をご覧ください。   

   http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/m_sodan/index.html 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

     ◆「知財人材データベース」への登録について（中国経済産業局）◆ 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 中国地域で、「知的財産を経営に活かすために相談をしたいが、専門家が近くにいない」という 

中小企業等の皆様を、是非サポートしたいとのお考えの知財専門家、知財業務経験者の方々に「知 

財人材データベース」へのご登録をお勧めいたします。 

▽「登録から支援までの流れ」については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://chizai-jinzai-db.go.jp/others/regist.php 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

２．内 容 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

【１】「平成 28 年度弁理士試験のインターネットによる受験願書請求開始」の お知らせ（特許庁） 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 インターネットによる弁理士試験受験願書請求について、平成 28年度弁理士試験の受験願書請求 

を開始いたしました。 

 以下の期間中、インターネットによる受験願書請求の先行受付を行います。 

【受験願書の交付（インターネットから請求する場合）】 

 特許庁の以下の HPから請求してください。 

  https://www.jpo-shiken.jpo.go.jp/JPO/html/Menu.html 

【期 間】平成 28 年 2月 1 日(月) 9:00～平成 28年 3 月 22日(火) 23:59 

【お問合せ先】総務部 秘書課 弁理士室 

              TEL：03-3581-1101 内線 2020 FAX：03-3592-5222 

http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/index.html
http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/m_sodan/index.html
https://chizai-jinzai-db.go.jp/others/regist.php
https://www.jpo-shiken.jpo.go.jp/JPO/html/Menu.html


 

【受験願書等の受付期間】平成 28年 3 月 25日(金)～4 月 8 日(金)(消印有効) 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/net_gansyo.htm 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

【２】「特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関 

    する運用の変更について」のお知らせ（特許庁） 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 特許庁では、特許法条約（PLT）及び商標法に関するシンガポール条約（STLT) への加入（平成 28  

年中の見込み）に向けた準備を進めています。 

 これらの条約の規定を担保する規定を含む「特許法等の一部を改正する法律(平成 27年法律第 55  

号)」（以下「平成 27年改正法」といいます。）が平成 28 年 4月 1日に施行されることになりました 

（平成 28年 1月 22日政令第 17 号）。 

 これに伴い、特許出願又は商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用が 

変更となりますのでお知らせします。 

■【特 許】 

 （前 提） 拒絶理由通知への応答期間：国内居住者：60日、在外者：3 か月 

  ○現在の期間延長請求 

   【応答期間内】・合理的な理由が必要（手数料：2,100 円） 

          ・延長期間：国内居住者：1月延長 

                            在外者    ：1月単位で 3か月まで延長 

   【期間経過後】制度無し 

  ○法改正後の期間延長請求（平成 28年 4 月 1日施行） 

   【応答期間内】・合理的な理由は不要（手数料：2,100 円） 

          ・延長期間：国内居住者：2か月延長 

                             在外者    ：最大 3か月の延長 

        （1 通の請求で 2か月の延長、2通目の請求で更に 1 か月の延長、1通目の請求と 

         2 通目の請求を同時にすることもできます。） 

   【期間経過後】・合理的な理由は不要（応答期間経過後、2か月以内） 

          ・手数料  ：51,000円 

          ・延長期間：国内居住者および在外者：2か月延長 

■【商  標】 

 （前  提） 拒絶理由通知への応答期間：国内居住者：40日、在外者：3 か月 

   ○現在の期間延長請求 

  【応答期間内】・合理的な理由は不要（手数料：2,100 円） 

          ・延長期間：国内居住者：無し、在外者：1か月延長 

  【期間経過後】制度無し 

  ○法改正後の期間延長請求（平成 28年 4 月 1日施行） 

  【応答期間内】・合理的な理由は不要（手数料：2,100 円） 

          ・延長期間：国内居住者および在外者：1か月延長 

  【期間経過後】・合理的な理由は不要（応答期間経過後、2か月以内） 

         ・手数料  ：4,200 円 

         ・延長期間：国内居住者および在外者：2か月延長 

【お問合せ先】特許庁 審査業務部 審査業務課 

              TEL：03-3581-1101 内線 2627 FAX：03-3580-8016 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou_160401.htm 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

【３】「PCT国際出願についてのオンライン提出可能な手続と納付方法の拡大」 のお知らせ（特許庁） 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/net_gansyo.htm
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou_160401.htm


 

 平成 28年 4月 1 日以降、日本語による PCT国際出願についての以下の手続書類はインターネット 

出願ソフトを利用して提出することが可能となる予定です。 

【オンラインで手続可能となる書面】 

 (1) 書誌事項の変更手続 

  ・氏名（名称）変更届  ・あて名変更届  ・国籍変更届 

  ・住所変更届  ・名義変更届（添付書類がある場合を除く。）  

 (2) 料金納付手続 

  ・手数料納付書 （国際出願に関する手数料の納付） 

  ・手数料納付書 （国際予備審査に関する手数料の納付） 

  ・手数料補正書 

  ・手続補正書  （国際予備審査請求書に係る補正） 

  ・手数料追加納付書 （国際調査に係る追加納付） 

  ・手数料追加納付書 （国際予備審査に係る追加納付） 

  ・請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書 

 (3) その他 

  ・国際予備審査請求書  ・答弁書  ・陳述書  ・請求の範囲の減縮書 

    ※オンライン提出可能な書類は出願の言語が日本語の場合のみです。 

     英語の中間書類は従来通り書面での手続のみ可能です。 

【お問合せ先】審査業務部 出願課 国際出願室 受理官庁   TEL：03-3581-1101 内線 2643 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/160401_online_kakudai.htm  
----------------------------------------------------------------------------------------- 

【４】「かんたん商標出願講座（動画）リニューアル」のお知らせ（特許庁） 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 （独）工業所有権情報・研修館（INPIT）相談部では「産業財産権相談サイト」を開設し、FAQの 

形式で書面手続の各種様式や記載例、手続の流れなどをご案内しています。 

 このたび、「かんたん商標出願講座（動画）」をリニューアルし、「商標とは何か」、「先願調査方法」、 

「出願書類の書き方」、「新しいタイプの商標について」等を音声付で解説したもので、商標制度等の 

理解を深める参考資料としてご利用ください。 

【お問合せ先】相談部 相談担当  

 TEL：（代表）03-3581-1101 内線 2121～2123 FAX：03-3502-8916 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://faq.inpit.go.jp/EokpControl?&event=IE0004&wid=733687&target=faq 

http://faq.inpit.go.jp/EokpControl?&event=TE0008 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

【５】「特許庁各種パンフレット一覧」のお知らせ（特許庁） 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 特許庁では、以下のパンフレットを作成していますので、ご活用ください。 

このたび、「商標の国際登録制度活用ガイド」を更新しています。（なお、法改正等により各種手数 

料に変更があった場合、パンフレットの作成時期によっては旧料金での表記がございますのでご了承 

ください。) 

【特許庁、産業財産権制度に関すること】 

  ・特許庁パンフレット            （2015年 12月作成） 

 ・特許庁パンフレット（英語版）       （2014年 2 月作成） 

 ・アイディア（特許）・デザイン（意匠）・ブランド（商標）を守るためには 

                       （2013年 2 月作成） 

 ・日本の十大発明家             （2011年 5 月作成） 

 ・地域団体商標登録制度をご存じですか    （2014年 6 月作成） 

 ・特許庁の審査に関する品質ポリシー     （2014年 9 月作成） 

http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/160401_online_kakudai.htm
http://faq.inpit.go.jp/EokpControl?&event=IE0004&wid=733687&target=faq
http://faq.inpit.go.jp/EokpControl?&event=TE0008


 

 ・新しいタイプの商標の保護制度       （2015年 1 月作成） 

【各種金に関すること】 

 ・特許関係料金減免制度のご案内       （2015年 4月 1日現在） 

 ・特許料・審査請求料等が安くなります!～「減免制度」をご利用ください。～ 

                       （2015年 5 月更新） 

 ・審査請求料返還制度のご案内 

 ・特許料等手数料の口座振替納付のご案内   （2015年 6 月更新） 

 ・国際出願関係手数料の納付方法変更のご案内 （2015年 3 月更新） 

【中小企業・個人の支援に関すること】 

 ・知財総合支援窓口                     （2015年 5 月作成） 

 ・海外知財補助金パンフレット                （2015年 5 月作成） 

 ・中小・ベンチャー企業のための知財支援ガイド（2015年 5 月作成） 

 ・外国産業財産権侵害対策等支援事業          （2015年 7 月作成） 

 ・知財活用ノススメ                          （2011年 8 月作成） 

【海外での権利取得に関すること】 

 ・特許協力条約（PCT）に基づく国際出願制度   （2015年 9月作成） 

◆・商標の国際登録制度活用ガイド         （2016年 1 月作成） 

 ・ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度 

                        (2015年 8 月作成） 

 ・新興国等知財情報データバンク         （2015年 1 月作成） 

【お問合せ先】特許庁 総務課 広報室  

       TEL：03-3581-1101 内線 2108 FAX：03-3593-2397 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/panhu.htm 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

【６】「平成 27 年度ふるさと名物応援事業補助金(JAPAN ブランド育成支援事業) の公募」のお知らせ 

       (中国経済産業局) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 本事業は、TPP交渉参加 11 ヵ国への市場獲得を目指す複数の中小企業等が連携して、優れた素材や 

技術等を活かし、その魅力をさらに高め、世界に通用するブランド力の確立を目指す取組みに要する 

経費の一部を補助することにより、地域中小企業の海外販路の拡大を図るとともに、地域経済の活性 

化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的としています。 

【対象事業】  

 (1)戦略策定支援事業  

    地域中小企業が海外販路の拡大を図るため、優れた素材や技術等を活かした製品の魅力を高め、 

   海外のマーケットで通用するブランド力を確立する目的で、参画する中小企業等の共通認識を醸 

   成し、自らの現状を分析し、明確なブランドコンセプトと基本戦略を策定するものであること。 

 (2)ブランド確立支援事業 

   地域中小企業が海外販路の拡大を図るため、優れた素材や技術等を活かした製品の魅力を高め、 

    海外のマーケットで通用するブランド力を確立するために必要な試作品開発や展示会出展などを 

    行うものであること。 

【補助対象経費】 

 (1)戦略策定支援事業 

 (2)ブランド確立支援事業においては、 

  ◆産業財権等取得費(事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権等 

   （以下「産業財産権」という。）の取得等に要する経費や産業財産権等 

     の導入に要する費用を含みます。 

【補助率等】 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/panhu.htm


 

 (1)戦略策定支援事業 

 ・補助率 ：定額 ・補助金額：200 万円以内（下限 100万円） 

 ・補助期間：交付決定日～平成 28年 3月末日まで 

 (2)ブランド確立支援事業 

 ・補助率：対象経費の 3分 2以内 ・補助金額：2,000 万円以内(下限 100万円) 

 ・補助期間：交付決定日～平成 28年 3月末日まで  

   ※最長 3年ですが 、単年度ごとに応募をしていただく必要があります。 

【公募期間】平成 28年 2月 1日(月)～平成 28年 2月 29 日(月) 

            9:30～12:00、13:30～17:00（土日祝日を除く） 

          （郵送の場合は、受付最終日の 17:00 までに必着のこと） 

【公募申請書提出先及びお問合せ先】 

  中国経済産業局 産業部 国際課担当者：正岡、安部 TEL：082-224-5659(直通) 

  〒730-8531 広島市中区上八丁堀 6-30 広島合同庁舎 2号館 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2016/160201Jbrand-koubo.htm 

http://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/kokusai/160129.html  
----------------------------------------------------------------------------------------- 

【７】新興国等知財情報データバンク（特許庁提供）について 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 特許庁では、我が国企業の新興国等での事業展開に伴う出願等の知財活動をサポートし、海外知 

財リスクに対応するため、中国・韓国・台湾を中心とした新興国等の知財実務情報を、国別・地域別、 

カテゴリー別に整理して提供しています。 

 最新情報はトップページに「新着情報」として掲載しています。 

 また、新興国等に進出する際に、まず収集すべき知財実務情報を、「ガイダンス情報」として取り 

まとめて掲載しています。 

「新着情報」 

（更新日）（国・地域）（カテゴリー） 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

2016.02.16 フィリピン     特許審査基準関連資料 

2016.02.16 オーストラリア 新しいタイプの商標（非伝統的商標）の保護 

2016.02.16 インドネシア   商標審査基準関連資料 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.globalipdb.jpo.go.jp/ 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

【８】■再掲情報■ 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

■「もうけの花道」Web動画セミナーの Renewal のお知らせ(中国経済産業局) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 「もうけの花道」は、中小ベンチャー企業が抱える様々な知財に関する問題・課題に対して事例を 

交えて対処法や支援施策等を紹介し、幅広い層の人達に知的財産への「気づき」や「認識」を広め、 

普及活動、活用促進を進めています。 

 本年は、「もうけの花道」のコンテンツを充実させて、リニューアルを果たしました。 

【もうけの花道】、【もうけのビックリたまご】、【もうけの落とし穴】及び【知財戦略のススメ】の 

各事例をご紹介しています。 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/hanamichi.html 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

■「平成 27 年改正特許法等の施行のための政令が閣議決定」のお知らせ(特許庁) 

 「特許法等の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 55 号）の施行期日を定める政令」の施行期日 

を、平成 28 年 4月 1日と定めるものです。 

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2016/160201Jbrand-koubo.htm
http://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/kokusai/160129.html
http://www.globalipdb.jpo.go.jp/
http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/hanamichi.html


 

【平成 27年改正特許法等の概要】 

 (1)特許法           ：職務発明制度の見直し  

 (2)特許法、商標法、国際出願法 ：特許料等の改定 

 (3)特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.meti.go.jp/press/2015/01/20160119001/20160119001.html 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

■平成 27年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(特許庁) 

【概 要】(平成 28年 4月 1 日施行) 

 (1)特許関係 ：特許料、出願料を 10％程度引下げ 

 (2)商標関係 ：商標登録料を 25％程度、更新登録料を 20％程度引下げ 

 (3)国際出願関係手数料：国際出願の調査手数料等を日本語及び外国語別の料金体系に改正 

【特許関係】（改定前 ／ 改定後 と記載しています。） 

 (1)出願料（特許法等関係手数料令第 1条第 2項） 

  ・特許出願    ：15,000円 ／ 14,000円 

  ・外国語書面出願  ：24,000円 ／ 22,000円 

 (2)特許料(平成 16年 4月 1 日以降に審査請求をした出願) (Ｓ＝請求項数) 

  第 1～3 年まで毎年 ： 2,300 円＋Ｓ× 200円 ／ 2,100円＋Ｓ×  200円 

  第 4～6 年まで毎年 ： 7,100 円＋Ｓ× 500円 ／ 6,400円＋Ｓ×  500円 

  第 7～9 年まで毎年 ：21,400 円＋Ｓ×1,700円 ／19,300円＋Ｓ×1,500円 

  第 10～25年まで毎年：61,600 円＋Ｓ×4,800円 ／55,400円＋Ｓ×4,300円 

【商標関係】（改定前 ／ 改定後 と記載しています。） (Ｃ＝区分数) 

 (1)商標設定登録料 ・10年分  ：Ｃ×37,600円 ／ Ｃ×28,200円 

                   ・分割納付：Ｃ×21,900円 ／ Ｃ×16,400円 

 (2)更新登録料   ・10年分 ：Ｃ×48,500円 ／ Ｃ×38,800円 

                 ・分割納付：Ｃ×28,300円 ／ Ｃ×22,600円 

【PCT 国際出願に係る手数料】（ 改定前 ／ 改定後（日本語・外国語） ） 

  (1)国際調査手数料及び送付手数料 

   ・80,000円 ／ 日本語：80,000円 外国語：166,000円 

  (2)国際調査の追加手数料（1 発明毎） 

    ・60,000円 ／ 日本語：60,000円 外国語：126,000円 

  (3)予備審査手数料 

    ・26,000円 ／ 日本語：26,000円 外国語： 58,000円  

  (4)予備審査の追加手数料（1 発明毎） 

    ・15,000円 ／ 日本語：15,000円 外国語： 34,000円 

【新旧料金適用の考え方】 

 (1)改正法等の施行日（平成 28 年 4月 1日）より前に納付される特許料等は改正前の料金（以下、 

「旧料金」といいます。）を適用します。 

 (2)改正法等の施行日(平成 28 年 4月 1日)以降に納付される特許料等は改正後の料金（以下、「新 

料金」といいます。）を適用します。 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/fy27_ryoukinkaitei.htm 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

■「平成 28 年度 弁理士試験の公告及び受験案内」のお知らせ（特許庁） 

【試験の期日】 

 (1) 短答式筆記試験（東京、大阪、仙台、名古屋及び福岡） 

            平成 28 年 5月 22 日（日） 

 (2) 論文式筆記試験（東京及び大阪） 

http://www.meti.go.jp/press/2015/01/20160119001/20160119001.html
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/fy27_ryoukinkaitei.htm


 

           平成 28 年 7月 3日 （日）必須科目 

           平成 28 年 7月 24 日 （日）選択科目 

 (3) 口述試験   （東京） 

           平成 28 年 10月下旬（詳細期日は、4月中に官報で公告） 

【合格発表（予定）】 

 (1) 短答式筆記試験 平成 28 年 6月 13 日 （月）（予定） 

 (2) 論文式筆記試験 平成 28 年 9月 28 日 （水）（予定） 

 (3) 最終合格    平成 28 年 11月 9 日 （水）（予定） 

【受験願書の交付】 

【インターネットから請求する場合】特許庁の HPから請求してください。 

 ［期間］平成 28年 2 月 1日(月)～平成 28年 3月 22日(火) 

【郵送で請求する場合】 

 封筒の表面に「弁理士試験受験願書請求」と朱書し、返信用の封筒(角形 2号（240mm×332mm） 

に受験願書の送付先を明記し、140円分の郵便切手を貼付したもの）を同封して、以下の宛先に 

請求してください。 

 ［期間］平成 28年 3 月 1日(火)～平成 28年 4月 1日(金)（必着） 

 ［宛先］〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目 4番 3号 

     特許庁 総務部 秘書課 弁理士室 試験第一班 宛 

【直接交付を受ける場合】期間内に交付場所にお越しください。 

   入構の際は、身分証明書の提示を求められる場合がありますので、免許証等身分を証明できる 

ものをご持参してください。 

 ［期間］平成 28年 3 月 1日(火)～平成 28年 4月 8日(金) 9 時～17時 

    （行政機関の休日に該当する日を除く） 

 ［交付場所］特許庁及び各経済産業局 

  ◆中国経済産業局の受験願書交付場所は、下記の場所となります。 

    （入館時、1階受付にて入館手続が必要です。） 

   中国経済産業局 地域経済部 次世代産業課 特許室 TEL：082-224-5680 

      (広島市中区上八丁堀 6番 30号 広島合同庁舎 2 号館 3階) 

【お問合せ先】総務部 秘書課 弁理士室 

              TEL：03-3581-1101 内線 2020 FAX：03-3592-5222 

【受験願書等の受付期間】平成 28年 3 月 25日(金)～4 月 8 日(金) (消印有効) 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/h28_sekou.htm 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/benrisi_test_info.htm 

☆=======================================================================================☆ 

 本メールサービスの内容等に対するお問合せ、ご意見、ご要望、また本メールサービスの配信の 

希望、中止及び配信先の変更等は、こちらへお願いします。 

 中国地域知的財産戦略本部事務局 

 経済産業省 中国経済産業局 地域経済部 次世代産業課 特許室 

 住 所：〒７３０－８５３１ 広島市中区上八丁堀６番３０号 

 TEL：（０８２）２２４－５６８０  FAX：（０８２）２２４－５６４５ 

 E-mail: cgk-tokkyo@meti.go.jp 

 ＵＲＬ： http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/mail_mz/index.html 

☆=======================================================================================☆ 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/h28_sekou.htm
https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/benrisi_test_info.htm
mailto:cgk-tokkyo@meti.go.jp
http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/mail_mz/index.html

