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GoToWebinarの利用方法
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本日のウェビナーの流れ
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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

https://www.wipo.int/madrid/en/webinar/


本日の説明概要

１．国際登録の更新

２．更新手数料

３．更新申請の手続

４．更新手続に関する注意点
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国際登録の更新
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国際登録は、国際登録日より10年間有効。

10年ごとに何度でも更新可能。

国際事務局より、存続期間の満了の6カ月前
に非公式の通知を名義人及び代理人へ送付。
⇒この通知が名義人（又は代理人）の手に渡らな

かったことをもって、期日までに支払いができ

なかったという理由は認められない。



国際登録の更新
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期日までに支払うことができなかった場合、存続期間の満了日から
6カ月の猶予期間が国際登録の更新について認められる。

⇒但し、割増手数料が必要。

更新手続では、単に国際登録の保護期間を延長するための手続とし
て扱われるため、名義人の氏名や住所の変更、商品サービスに関す
る変更はできない。

更新する指定国は減縮可能。



質問 1

存続期間の満了日から6カ月の猶予期間内に更新手続をした
場合、割増手数料はいくらになるでしょうか。

更新基本手数料の10%

更新基本手数料の50%

更新基本手数料の100%
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答え

存続期間の満了日から6カ月の猶予期間内に更新手続をした
場合、割増手数料はいくらになるでしょうか。

更新基本手数料の10%

更新基本手数料の50%

更新基本手数料の100%
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国際登録の更新（範囲）
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第18規則の3に規定する指定国の最終処分において、保護の拒絶が
国際登録簿に記録されていない商品サービスを更新。

但し、第18規則の3に規定する指定国による最終処分で一部又は全
部の商品サービスについて保護の拒絶が国際登録簿に記録されてい
ても、更新可能。

区分毎の個別手数料を宣言した締約国の更新手数料は、第18規則の
3に基づく保護認容の声明で一部保護認容が記録された区分の数の
みを考慮して算定。



国際登録の更新（範囲）

10

更新できない対象・範囲

１．国際登録簿に全部無効が記録なされている指定国

２．保護の放棄が国際登録簿に記録されている指定国

３．一部取消しが記録されている範囲

４．一部無効が記録されている指定国

５．限定（Limitation）されたリストに含まれない範囲



更新手数料
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手数料

基本手数料 (Basic fee) 653 CHF

⇒ 6か月間の猶予期間に手続した場合の追加の手数料：326.5CHF

付加手数料* (Complementary Fee) 100 CHF *指定国の数ごとに

追加手数料* (Supplementary Fee) 100 CHF *3を超えた1区分ごとに

個別手数料 (Individual fees)
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https://www.wipo.int/madrid/feescalculator

オンラインで国際出願料や更新手数料の額などを計算可能。なお、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（Renewal）を選択

手続時に適用される日付を選択

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)を指定する更新手続

該当項目を選択

更新手数料（Fee Calculator）

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

指定国毎に区分数
の変更可能

更新手数料（Fee Calculator）



質問 ２

更新手続ができる者は誰に限られるのでしょうか。

名義人のみ

名義人又はIB代理人

誰でも
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答え

更新手続ができる者は誰に限られるのでしょうか。

名義人のみ

名義人又はIB代理人

誰でも
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⇒国際登録は、所定の料金の納付により更新されると規定。
国際登録簿上の代理人でなくても手続き可能。
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更新手続は「E-Renewal」又は様式MM11の提出。

「E-Renewal」はオンラインによる更新手続。

E-Renewalサービスを使用すれば、存続期間の満了日3か月前から国
際登録の更新のオンライン請求およびクレジットカード又はWIPO予
納口座（WIPO Current Account）を使用した更新手数料の支払い
が可能。
⇒クレジットカードは、①Visa, ②Mastercard, ③American Expressの３社のカー

ドが利用可能。

更新申請の手続（E-Renewal）
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WIPOユーザ―アカウントの作成。
https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml?lang=ja

更新申請の手続（E-Renewal）

https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml?lang=ja
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更新申請の手続（E-Renewal）
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更新申請の手続（E-Renewal）
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E-Renewalの処理が問題なく終了すると手続受領通知を送付。

更新処理がエラーとなったり、手続受領通知が送付されない場合、
下記の案内に従って、下記アドレスまで連絡をお願いします。

更新申請の手続（E-Renewal）



更新申請の手続（MM11）
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国際登録の存続期間の更新の申請（様式MM11）
を、直接国際事務局へ提出。

様式MM11を特許庁（JPO）にも提出可能。

様式の作成方法は、WIPOが公表している「マド
リッド制度の更なる活用にむけて」の「国際登録

の更新の申請書 様式MM11」を参照。

様式MM11

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/ja/forms/docs/making_the_most_of_the_madrid_system_mm_forms.pdf
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MM11の書類を作成後、Contact Madridを経由して国際事務局へ提出。

国際事務局へ納付する手数料は、国際事務局へ直接支払う必要あり。
⇒MM11による支払い方法は、銀行送金又はWIPO予納口座

更新申請の手続（MM11）

https://www3.wipo.int/madrid/document-upload/


23

Madrid Monitor の「Real-time status」機能を使うことで、手続の
処理状況をリアルタイムで確認可能。

更新申請の手続

00000001000000000

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


更新申請の手続（時期）
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国際登録日 満了日
10年間 10年間

3月 6月
(割増料金)

事後指定

更新申請のできる開始時期に関する規定は特になし。

但し、満了日の3か月以上前に手数料が支払われた場合、満了日の3
か月前の時点で有効な金額が、支払うべき更新手数料額。

オンライン（E-Renewal）での更新の場合、3か月前から支払可能。



質問 ３

国際登録の満了日前に事後指定がなされた場合、この事後指
定の保護期間はいつまでになるでしょうか。

国際登録の期間満了日

事後指定日から10年
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答え

国際登録の満了日前に事後指定がなされた場合、この事後指
定の保護期間はいつまでになるでしょうか。

国際登録の期間満了日

事後指定日から10年
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国際登録が一部の指定国を更新した場合、名義人が、満了日以降に、
他の指定国を更新することを決定したときは、6 ヶ月の猶予期間を
経過していない限り、更新可能。

更新申請の手続（追加的更新）

名義人が追加的更新の請求を行う場合、関連する締約国の付加手数
料又は個別手数料に加え、基本手数料及び後払いに係る割増料金 (基
本手数料の50%) の支払が必要。
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国際登録が更新されると、国際事務局は関係する指定国官庁にその旨
を通報するとともに、名義人又はIB代理人に更新証明書を送付。

更新に関するデータは公報に公表。

更新申請の手続（更新後）



更新手続に関する注意点①
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個別手数料を宣言していない指定国

1. 満了日の時点で国際登録簿に記録されているメインリストの区分数で追加手数料

(Supplementary Fees)の額を計算。

2. 指定国での無効、限定又は最終決定は、追加手数料（Supplementary Fees）の計算に影

響しない。

3. 一部取消し（Partial Cancellation）の記録で取り消された区分は、国際登録簿から取り

除かれるため、追加手数料の計算には含まれない。

4. 付加手数料（Complementary Fee）は国の数に応じてかかる。



更新手続に関する注意点②
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個別手数料を宣言している指定国

1. 指定国別に、更新される商品サービスの区分数により個別手数料の額を計算。

2. 指定国の最終処分で保護認容された商品サービスのみを更新する場合、認容

された区分数で個別手数料を計算。一方、指定国の最終処分で拒絶された商

品サービスを含む全ての商品サービスを更新する場合、全ての区分数で計算。

3.一部取消し、指定国での一部無効(Partial Invalidation)、限定(Limitation)が

記録されている場合、更新されない区分は計算に考慮されない。



更新手続に関する注意点③
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国際事務局は、更新がなされるべき日をもって国際登録簿に記録し、
関係する指定国及び国際登録名義人に更新証明書を送付。

⇒早期に更新申請をしても、満了日以降にならないと更新証明書を受領できない。

更新手続に区分の減縮や名称・住所変更を含めることは不可。更新
期限までに申請しておく必要あり。

⇒期限直前の申請だと、欠陥（不備）が生じた場合、更新期限前の申請と認めら
れない可能性もあるため、時間に余裕を持って申請することを推奨。
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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

http://www.wipo.int/madrid/en
http://www.wipo.int/madrid/ja
https://www.wipo.int/madrid/ja/webinar/
https://www.wipo.int/newsletters/en/
https://www.wipo.int/newsletters/en/

