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GoToWebinarの利用方法



本日のウェビナーの流れ

プレゼンテーション

参加型の質疑応答

Q& Aセッション

プレゼン資料

（Madrid Webinar pageよりダウンロード可）

アンケート



本日の説明概要

マドリッド制度のウェブサイト

Global Brand Database

Madrid Goods & Services Manager

Madrid Member Profiles

Fee Calculator

Madrid Monitor

その他のオンラインツール



マドリッド制度のウェブサイト



和訳済のページはタブ
中に「日本語」あり

最新のニュースはこちらに記載

よくある質問を掲載 制度の最新情報のニュースレ
ターはこちらから購読可能

マドリッド制度のウェブサイト ①
http://www.wipo.int/madrid/ja/



様式の記載方法）

マドリッド制度のウェブサイト ②



今後及び過去のウェビナー情報

WIPOでの手続処理期間統計

マドリッド制度のウェブサイト ③



（参考）WIPO IP PORTAL ①
http://ipportal.wipo.int/



（参考）WIPO IP PORTAL ②



Global Brand Database



質問 1

Global Brand Databaseには、今現在、約何件の各国の出願
商標・登録商標が蓄積されているでしょうか？

約2,100万件

約3,100万件

約4,100万件

12



アフリカ アジア太平洋 ヨーロッパ アメリカ大陸 中東

アルジェリア[DZ]

エジプト[EG]

モロッコ[MA]

ガーナ[GH]

ガンビア[GM]

ケニア[KE]

マラウイ[MW]

モザンビーク[MZ]

ナミビア[NA]

エスワティニ[SZ]

ジンバブエ[ZW]

スーダン[SD]

チュニジア[TN]

マダガスカル〔MG]

オーストラリア[AU]

ニュージーランド[NZ]

パプアニューギニア[PG]

トンガ[TO]

サモア[WS] 

インドネシア[ID]

フィリピン[PH]

ベトナム[VN] 

カンボジア[KH]

マレーシア[MY]

シンガポール[SG]

タイ[TH]

ラオス[LA]

ブルネイ[BN]

日本[JP]

韓国[KR]

モンゴル[MN]

ブータン[BT]

カザフスタ
ン[KZ]

EUIPO[EM]

デンマーク[DK]

エストニア[EE]

スイス[CH]

ドイツ[DE]

ジョージア[GE]

スペイン[ES]

モルドバ[MD]

アイスランド[IS]

フランス[FR]

イタリア[IT]

北マケドニア[MK]

ボツワナ[BW]

セルビア[RS]

ウクライナ[UA]

アルバニア[AL]

米国[US]

カナダ[CA]

メキシコ[MX]

ウルグアイ[UY]

チリ[CL]

コスタリカ[CR]

イスラエル[IL]

オマーン[OM]

UAE[AE]

ヨルダン[JO]

バーレーン[BH]

クウェート[KW]

 ４,100万件を超えるデータを収録

 マドリッド制度を通じた国際商標登録及び各国へ直接出願している商標登録も検索可能

 収録範囲: []内:国コード

 マドリッド制度による国際登録データ ※国際登録前の出願についても収録。

 リスボン制度による原産地名称データ

 パリ条約第6条の3による紋章・記章のデータ

 各国における国内の商標データ（以下、2020年６月末現在の収録国 61ヵ国・地域）

※使用上の注意 GBDでは各国・地域の商
標も収録していますが、全てのデータが確実
に蓄積されていない場合があります。合わせ
て各国・地域の官庁のデータベースにおいて
も検索することをお勧めします。

Global Brand Database ①
https://www3.wipo.int/branddb/en/



1.検索内容入力

5.メニュー

ヘルプや蓄積情報等を掲載。

3.設定中の検索内容・絞込み

設定中の検索内容等を表示。検索条件を
変更するには、不要な条件を×にて削除。

4.検索結果、照会
リスト／サムネイル形式の表示設定、表示項目
の追加・削除等が可能

2.絞込み
国や出願年等を簡単に絞込み可能。

Global Brand Database ②
 基本操作



 メインエリアに単語を入力して検索できます。

 単語を入力すると、データベースから自動予測変
換候補を表示します。

 or, and, not, 類似、あいまい演算子が使えます。

 検索をクリックすると「設定中の検索内容」欄に
検索条件が追加され、検索結果が表示されます。

 フィールドは以下のタブに分かれています。

タブ フィールド

商標(Brand) 文字（Text）、図形分類（Image Class）、商品（Goods(All)）

名称(Names) 権利者（Holder）、代理人（Representative）

番号（Numbers） 登録(Registration）、出願（Application）

日付（Dates） 登録(Registration)、出願(Application)、期限(Expiration)

分類（Class） すべて(Image Class (All))、ニース分類(Goods/Services Class (Nice))

国(Country) 本国官庁（Origin）、指定官庁（Designation）

商標(Brand)：文字（Text）検索

 通常検索(Normal): 完全に一致。演算子を使用可。

 あいまい検索(Fuzzy): スペルが似ている （例：alco=also, alcoh, ascoなど）

 称呼検索(Phonetic): 読み方・音が似ている（例：coco＝koko, chokoなど）

 語幹検索(Stemming): 単語の語幹活用（例：teach＝teaches, teaching, taught）

Global Brand Database ③
 検索内容入力(Search)



 イメージサーチ(Image filter)

1.画像を選択
（フォルダから選択・ドラッグ＆ドロップ） 2.比較方法を選択

3.画像タイプを選択

4.絞り込み実行

5.結果一覧

・ウィーン図形分類の必要なく、図形の形を認識し、外観上似ている図形を検索するイメージサーチ。

Global Brand Database ④



Madrid Member Profiles 



 加盟国の本国／指定国での手続（拒絶の応答期限、CA後の再出願の手続等）の照会が
可能。必要な情報のみを表示したり、同じ項目を複数国まとめて照会することも可能。

Madrid Member Profiles ①
https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/



Madrid Member Profiles ②

1

2

3

５

４



Madrid Member Profiles ③



Madrid Goods & Services Manager  



 Madrid Goods & Services Manager (MGS)は、 指定商品・役務リスト作成の支援
のための無料オンラインツール。ニース分類、TM5 IDリスト、USPTOのウェブサイ
ト、マドリッド頻出語等から抽出した7万語を超える表示を収録。

Madrid Goods & Services Manager ①
https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en

検索

リスト読み込み

リスト編集

リスト出力

商品・役務リスト

言語選択

指定国での採択可能性

緑 採択可（収録表示）

赤 区分の誤り（異なる区分）

橙 不明（未収録表示）

WIPOにおける採択可能性（商品表示）



Madrid Goods & Services Manager ②

緑 採択可

赤 採択不可

無色 不明

指定国における採択可能性（国コード）



Madrid Goods & Services Manager ③

 日本語にて指定商品・役務の表示の採択の可否をチェック

 検索した指定商品・役務の表示を英語に翻訳

 ※将来マドプロの利用を想定した基礎商標を日本において出願する際、予めWIPOや各国で
の採択の可否も含めて、日本語の指定商品の表示を検討。

日本語のUIへ変更可

日本と韓国の類似群コード
を追加可能



 データのエクスポートとインポート

・エクスポート(Export list)

商品・役務の表示のリストを作成した後、”Export list”からリストの保存が可能。

・インポート(Import list)

”Import list”より、エクスポートと同様の形式のデータを取り込むことが可能。

Madrid Goods & Services Manager ④

1

2



Fee Calculator



Fee Calculator ①

 オンラインで国際出願手数料、更新手数料の額などを計算可能。個別手数料の額は変動するた
め、手続の直前の再度チェックを推奨。

手続種別を選択

手続時に適用される日付を選択

本国官庁（名義人の締約国）を選択

区分数を選択

（例）商品・役務の区分を３区分，３カ国
(CA, CN, EM)を指定する国際出願。

該当項目を選択

https://www.wipo.int/madrid/feescalculator



Fee Calculator ②

料金計算

基本手数料、各国
の手数料等及び総
額がスイスフラン
建てで表示



Madrid Monitor



 マドリッド制度により国際登録された商標と国際登録に係る出願の最新の進捗情報を照会できる
ツール。照会機能の旧ROMARIN、Madrid Real-Time Status、アラート機能のMadrid e-Alert、公
報照会のWIPO Gazetteの機能を1つの簡易で使いやすいツールに統合したもの。

Madrid Monitor ①

 基本操作

検索: 標章についての情報を検索項目欄に入力（国際登録番号、名義人の名称、国際出願番号、図形、日付（国際
登録日等）、本国/指定国、区分（ニース分類、ウィーン図形分類）等）さらに、イメージ検索や、高度な検
索等で様々な検索キーで検索することも可能。

1

2

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp



Madrid Monitor ②

1

2

 照会: 国際登録のステータス確認、及び情報検索を可能としたサービス。暫定拒絶通報の中身なども
確認可能。国際登録のステータス確認をするにはFull Detailsの情報を参照。

権利者

関連情報

国際登録日

国際登録番号



Madrid Monitor ③

国際登録のステータス関連情報（時系列順に記載）

国選択（クリックで当該国の手続のみ展開表示）



 リアルタイムステータス（Real-time Status）：特定の国際登録に関する個別手続の
一覧が表示され、それぞれのStatus欄に現在の処理状況を表示（記録済の場合は空欄）。
Status欄の文字にカーソルを合わせると、当該手続の処理段階を図示。

Madrid Monitor ④



Madrid Monitor ⑤



 検索結果一覧: 検索結果一覧の「Filters」より各種統計を参照したり、絞り込みも可能。
また、表示項目の追加等編集、「link to this search」を押下することで、検索パラ
メータと結果について共有リンクを作成。

Madrid Monitor ⑥

WIPO

1234567
World Intellectual 

Property 
Organization

ABC Patent 

wipo

（参考）Madrid Monitorでは、
一覧に指定国や代理人の表示も
可能。（optionsから選択）

WIPO WIPO

（参考）各種絞り込みや、項目
ごとの集計、グラフ/マップ表

示への切替等も可能。



質問 ２

Madrid Monitor上、WIPOで審査処理中の国際登録されていな
いマドリッド出願のステータスを確認できるでしょうか？

できる。

できない。



Madrid Monitor ⑦

2020-xxxxxx

基礎番号を入力

経過情報が確認可能



 WIPOユーザアカウントを作成することで、Madrid Monitorのアラート機能（Electronic 
Alert）等の追加サービスを利用可能。氏名やEmailアドレスの登録程度で作成。

（参考）WIPO ユーザアカウント
https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml?lang=ja



その他のオンラインツール



質問 ３

WIPOへの手続の中で、銀行送金による手数料の支払いができ
ない手続きはあるでしょうか？

ある。

ない。



 オンラインによる国際登録の管理ツール

その他のオンラインツール ①

 E-Renewal

・オンラインで更新手続及び料金支払いをする
ためのサービス。クレジットカードまたは
WIPO Current Account (WIPO予納口座）
が必要。

 E-Subsequent Designation

・オンラインで事後指定手続及び料金支払い
をするためのサービス。クレジットカード
またはWIPO Current Account (WIPO予
納口座）必要。

 E-Payment

・料金不足又は未納に関する欠陥通報に関する応
答に対して料金支払いをするためのサービス。
クレジットカードまたはWIPO Current 
Account (WIPO予納口座）が必要。



その他のオンラインツール ②

 Madrid Portfolio Manager 

・自己の所有または代理する国際登録の管理及
び変更手続を一括して行うためのウェブサービ
ス。利用にはE-Mailアドレスと関連付けた
WIPOユーザーアカウントが必要。アカウント
に関連付けられた全ての国際登録をまとめて管
理することが可能。

 WIPO Current Account (WIPO予納口座）

https://www.wipo.int/finance/ja/current_account/

・定期的に手続をする者は、WIPOに口座開設
請求をすることができる。当該口座から手続毎
に引き落とすことが可能となり、毎時の送金が
不要になる。2017年より開設条件が緩和され、
開設時に必要な最低金額が2,000スイスフラン
に。月の利用回数の条件も撤廃。



その他のオンラインツール ③

 Contact Madrid

https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/

・ Contact Madridサービスは、商標の名義人からマドリッド制度の加盟国の官庁の担当者に
いたるまで、全てのユーザーのニーズに応えるためのツール。

・ユーザーは簡単に、適切なWIPOの担当者に、お問い合わせ、各種様式または応答書類など
を提出ができ、効率的にユーザーをサポートすることが可能。

・商標の名義人または代理人は、Contact Madridサービスを通じて、以下の対応が可能。

１．問い合わせ

２．マドリッド制度の各種様式の提出

３．欠陥通報に対する応答の提出



Q&Aセッション

2020年 7月20日

目黒 潤

コンサルタント、
WIPO 日本事務所

大塚 正俊

アソシエイトオフィサー、
マドリッド情報・促進部、
マドリッド登録部、WIPO



マドリッド制度の最新情報

マドリッド制度ウェブサイト

www.wipo.int/madrid/en

www.wipo.int/madrid/ja

マドリッド関連ウェビナー

インフォメーションノーティス
及び マドリッドハイライト


