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本日の内容

１．国際登録の更新
２．更新手数料
３．更新申請の手続き
４．更新手続きに関する注意点
５．Q＆Aセッション
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１．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。

誰でも更新手続きは可能。

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。

更新日とリマインダー



できる

できない
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ご質問

更新の際、特定の区分のみを限定して更新することはで
きますか？



6

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。

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、更新手数料の“基本手数料”の50％の割増手数料が必要。

割増手数料・更新時の変更手続き
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国際登録簿に、全部無効（Total Invalidation）又は放棄
（Renunciation）が記録されている指定国
取消し（Cancellation）が記録されている商品又はサービス
一部無効（Partial Invalidation）が記録されている指定国は、無効とされ
た商品・サービス
限定（Limitation）が記録されている指定国は、リストに含まれない商品・
サービス

更新できない範囲

（注）保護が全部拒絶になった指定国を選んで更新することは可能
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更新期限日の６月前から更新料の支払いが可能（WIPOからの更新期限
のお知らせを受理後、すぐに更新手続が可能）
より早期に更新登録証を入手したいというニーズを反映

更新に関する規則改正

改正前（～2022.10.31） 改正後（2022.11.1～）
手続期間 実質的に更新日前３か月 実質的に更新日前６か月
猶予期間 更新日から６か月 更新日から６か月
国際登録簿への記
録

更新日の翌日 更新手続きと料金の納付を確認次第、
更新日を待たず、更新を記録

更新登録証 更新日以降に入手可能 更新日前に入手可能
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２．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)

国際登録の更新にかかる費用
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国際登録日 満了日
10年間 10年間

6月 6月(割増料金)

満了日の6か月以上前に料金が支払われた場合：
⇒ 満了日の6か月前の時点で有効な金額。
満了日の6か月前から満了日までに料金が支払われた場合：

⇒ 料金が支払われた日に有効であった金額。
満了日の経過後6か月以内に料金が支払われた場合：

⇒ 満了日に有効であった金額に「基本手数料」の50％の割増料金を加えた額。

更新申請の時期と適用料金
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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

該当する場合は
項目を選択

Fee calculator（1/2）

https://www.wipo.int/madrid/feescalculator
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Detailsをクリックすると
料金の内訳が表示される

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

Fee calculator（2/2）
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３．更新申請の手続き
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更新手続は「e-Renewal」又は様式MM11の提出。

更新申請の方法

MM11の記載例は
日本国特許庁HP参照
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e-Renewalによる手続き：
１）クレジットカード
２）WIPO予納口座からの引き落とし

⇒クレジットカードは、①Visa, ②Mastercard, ③American Express , ④Diners, ⑤Discoverの
５社のカードが利用可能。

MM11による手続き：
１）銀行送金
２）WIPO予納口座からの引き落とし

更新手数料の支払い方法



17

WIPOユーザ―アカウントの作成。

e-Renewal



18

更新対象の案件の国際登録番号を入力し、「Start the renewal process」をクリック

e-Renewal：更新する国際登録の抽出
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更新対象の案件が呼び出されるので内容を確認し、「Continue with the renewal」をクリック

1234567 MARK A

MARK AIRN: 1234567
Holder: ABC Company
1-4-2 Kasumigaseki
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0013
JP
Representative:

e-Renewal：更新する国際登録の確認
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1234567 – MARK A

「Select all」一括選択
「Unselect all」一括選択解除

全部保護されている指定国

一部保護されている指定国

更新することができない指定国
*放棄(Renunciation)又は全部無効

(Total Invalidation)が国際登録簿に記録
されている指定国

更新したい国を個別に選択

指定国が国際登録簿に記録されているステータス毎に分類された形で表示される。この中から更新
する指定国を選択し、「Continue with the renewal」をクリック

e-Renewal：更新する指定国の選択
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選択した更新対象国が表示されるので内容を確認し、「Continue with the renewal」をクリック

ｃ

1234567 – MARK A

e-Renewal：更新する指定国の確認
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1234567 – MARK A

「Fees of contracting parties」の「Details」をクリックすると指定国毎の更新対象となる区分数
と料金の内訳を確認できる。

e-Renewal：更新手数料の確認
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クレジットカード又はWIPO予納口座のいずれかの支払い方法を選択し、
「Continue with the renewal」をクリック

e-Renewal：支払い方法の選択
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支払い方法に応じた詳細を入力し、問題なければ「Continue with the renewal」をクリック

e-Renewal：支払い情報の確認
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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。

e-Renewal：手続き受領通知
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e-Renewal：利用上の注意

各指定国でのステータスの詳細はMadrid Monitor等でも十分確認を。

指定国において一部又は全部無効等の決定がなされていてもWIPOへその
旨の通知が届くまでタイムラグがあり、当該決定が国際登録簿に未反映の場
合がある。

銀行送金はe-Renewalでは選択できない。
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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「Notes on filing forms」の
「NOTE FOR FILING FORM MM11: RENEWAL OF THE
INTERNATIONAL REGISTRATION」を参照。

様式MM１１を使用した更新申請

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


28

更新する国際登録の番号および
名義人名称を正確に入力

更新する指定国にチェック

提出者が署名(名義人・
IB代理人でなくとも可)

様式MM１１を使用した更新申請
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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

様式MM１１を使用した更新申請

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

00000001000000000

申請処理状況のステータス確認

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


できる

できない
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ご質問
一部の指定国について更新の手続きを行ったのですが、名義
人からさらに他の指定国についても更新したいとの依頼があり
ました。追加的に更新の手続きを行うことはできますか？
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Complementary renewal （追加的更新）

一部の指定国について更新手続きをした後、さらに他の指定国に
ついても更新したい場合…

✓ 更新日前：基本手数料、付加手数料又は個別手数料
✓ 更新日後：基本手数料、付加手数料又は個別手数料

及び割増手数料（基本手数料の50％）

※オンラインツール(e-Renewal)での申請は不可
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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。

更新証明書の送付と公報への掲載
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４．更新手続きに関する注意点
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個別手数料を宣言していない指定国

 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。

 指定国での無効（Invalidation）、限定（Limitation）又は最終決定（Decision）は、
追加手数料（Supplementary Fees）の計算に影響しない。

 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。

 付加手数料（Complementary Fee）は国の数に応じてかかる。

更新手続きに関する注意点
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個別手数料を徴収している指定国

 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。
 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。

 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。

更新手続きに関する注意点
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更新手続きと同時に事後指定を行う場合、MM4第6欄（a）の、更新後に
事後指定の効力を発生させるための指示欄にチェック

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。

一つも指定国を選ばずに国際登録を更新することはできない。

⇒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。

更新手続きに関する注意点
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更新手続きに関する注意点

✓

※指示欄にチェックがな
いと、更新日前になされ
た事後指定で追加され
た国の指定は更新日で
消滅してしまうので注意
（追加指定国分の個
別手数料の納付が求め
られる）。



Q&Aセッション



オンラインセミナー(Webinar)
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WIPO日本事務所ウェブサイトにおけるマドリッド関連情報
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世界知的所有権機関(WIPO)日本事務所

住所: 〒100-0013 
東京都千代田区霞が関1丁目4-2 
大同生命霞が関ビル3階

TEL: 03-5532-5030
E-Mail: japan.office@wipo.int
URL:  www.wipo.int/japan

お問い合わせ先
43
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