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   台湾 
       非伝統商標  
                    出願状況の紹介 

            及び 

         審査実務  
                注意事項の説明 
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商標法・商標法施行細則の修正概要 

 2011.6.29改正公布 

 改正前合計94条 

 未改正14条 

 改正71条 

 新設26条 

 削除 9条 

 改正後計111条 

 2012.6.29改正公布 

 改正前合計41条 

 未改正3条 

 改正27条 

 新設20条 

 削除11条 

 改正後計50条 

商  標  法 商標法施行細則 



Attorneys-at-Law 

3 

 商標識別性に関する審査基準   

 「混同誤認のおそれ」に関する審査基準 

 商標法第30条第1項第11号でいう著名商標の
保護に関する審査基準 

 小売サービスに関する審査基準 

 登録商標の使用に関する注意事項 

 商標法利害関係人の認定要点 

 商標争議案件公聴作業要点 

 商標審査官による無効審判請求の作業要点 

 

2012年4月20日改正 

審査基準の修正(１） 
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 権利不要求の声明に関する審査基準 

 権利不要求の声明が不要となる例示事項 

 証明標章、団体商標及び団体標章に関する
審査基準 

2012年5月2日改正 

 非伝統商標に関する審査基準 

2012年5月31日改正 

審査基準の修正(２) 

台湾知財局：http://www.tipo.gov.tw/ch/index.aspx   
ＴＩＰＬＯ：http://www.tiplo.com.tw/   
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 改正前（§ 5.1） 改正後（§ 18.1） 

商標は、文字、図形、記号、
色彩、音声、立体形状又
はその組合せにより構成
することができる 

2003年11月29日に立体、
音声及び色彩商標を導入 

使用による後天的な識別
性（二次的意義）を取得 

立体、色彩及び音声商標
の審査基準 

商標とは、何らかの識別性を有
する標識であり、文字、図形、記
号、色彩、立体形状、動態、ホロ
グラム、音声等、又はその組合せ
により構成されるものである 

2012年7月1日に動態、ホログラ
ム等商標を導入 

使用による後天的な識別性（二
次的意義）を取得 

非伝統商標に関する審査基準 

非伝統商標の出願実体 

開放式の規定を採用 
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立体、音声、色彩商標について 

立体商標 

2012年迄の出願数：約1249件 

2012年迄の登録数：479件 

この3年間の登録出願状況 

年分/件数 出願 登録 拒絶 登録率 

2010 95 65 75 46.43％ 

2011 120 56 22 71.79％ 

2012 120 36 56 39.13％ 
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立体商標 

出願態様： 

 ・商品自体の形状 

 ・商品の包装容器の形状 

 ・立体形状の標識   

 ・役務場所のインテリア設計 
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立体商標 

商標図案、記述及び見本： 

 ・立体形状を表現する図面は６枚迄とする 

 ・文字記述で立体的な形状を説明する 

 ・破線で使用方式、位置又は態様等を表現する 

  例えば：  「本件は立体商標であり、商標図案
で示すように、これは自動車のフロ
ントキドニーグリル型水タンクのカ
バーである。破線部分は車両の形
状を示すものであり、商標の一部に
属しない。」 
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識別性の考量要素 

 ・消費者の認知 

   商品の機能を提供する形状 

   装飾性を具えた設計 

 ・商品の特性 

   常態化した設計（装飾的な造型） 

   消費者が払った注意力（商品の価値） 

 ・業界の使用状況 

機能性の有無 

 ・実用的な機能性と美観的な機能性 

 ・競争の優位性 

立体商標 
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登録実例（1）－コカ・コーラ コンツアーボトル 

 ・登録番号：1234979 

 ・類別商品：第32類－飲料等 

 ・出 願 日：2006年1月16日 

 ・登 録 日：2006年11月1日 

 ・商標見本： 

 

 

 ・審査結果：主務官庁の審査会議により登録許可 

立体商標 
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登録実例（2）－ バタフライスツール 

 ・登録番号： 1479350  

 ・類別商品：第25類－スツール。 

 ・商標見本： 

 

 

 ・提出書類：インターネットでの検索資料、 
         新聞報道、売上実績、関連商品紹介 

 ・審査結果：登録許可 

立体商標 
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立体商標 

拒絶実例（1）－Jacket/Trousers with 3 Strips 
 ・出願番号：091925214、09125215 
         （平面立体） 

 ・類別商品：第25類－ 
         ジャケット、パンツ。 

 ・提出書類：カタログ、広告資料、侵害訴訟実績 
         中国等の国での識別性に関する市場調査報告 
         フランス、カナダ等の国での登録資料等        

 ・審査結果：上訴審却下 
     理由：3本ラインのデザインは業界で運動服に 
         常用されている装飾図案。使用証拠に 
         は「adidas」と併用したものが多くある      
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拒絶実例（2）－ヤクルトの瓶 

 ・出願番号：099060789 

 ・類別商品：第29類－乳酸菌飲料 

 ・商標見本： 

 

 

 ・提出書類：日本、アメリカ等の国の登録資料 

 ・審査結果：訴願却下 

     理由：乳酸菌飲料で 

         常用の包装容器 

立体商標 
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音声商標 

2012年迄の出願数：約100件 

2012年迄の登録数：39件 

この3年間の登録出願状況 

年分/件数 出願 登録 拒絶 登録率 

2010 2 7 1 87.5％ 

2011 4 0 2 0 ％ 

2012 2 0 1 0 ％ 
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音声商標 

出願態様： 

 ・音楽的性質 

  単純な楽音又は歌曲の一節 

 ・非音楽的性質 

  人のセリフ又はライオンの吼える音声等 

商標図案、記述及びサンプル： 

 ・五線譜、数字譜で表現されるもの 

 ・文字記述で音声商標を説明する 

 ・音声商標を記録した電子ファイル 

「本件は音声商標であ
り、人が台湾語で大きな
声で言った『福気啦』によ
り構成されている」 
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識別性の考量要素 
 ・消費者の認知 
 ・音声自体 
  先天的識別性を具えるもの「YAHOO!」 

   （識別性が高い商標を含む簡潔な短い音声） 
  実際使用による後天的識別性を取得するもの 

   （一般的な歌、長すぎる曲等）「光泉牛乳」 

識別性のない音声         
 ・説明的な音声（ペット用品に犬の吠える声） 
 ・通用的な音声（結婚行進曲） 
 ・その他（機器操作時の音、携帯電話の着信音） 

機能性を有する音声（救急車の警告音） 

音声商標 
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登録実例－Tarzan Yell 

 ・登録番号：1431293 

 ・類   別：第9、28、41類 

 ・商標見本：           、電子ファイル 

 ・提出書類：インターネットでの紹介 

         映画興行収入の関連報道 

         アメリカ、香港等の登録資料等 

 ・審査結果：答弁意見書と使用証拠の提出による 
         登録許可 

音声商標 
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拒絶実例－TETRIS音声商標 

 ・出願番号：095055959 

 ・類   別：第9、28、41類 

 ・商標見本：            、電子ファイル 

 

 ・提出書類：アメリカ、 CTMの関連商標の登録資料 
         携帯電話の人気着メロランキング 
         任天堂（ゲーム機）での関連紹介等 

 ・審査結果：登録拒絶 
     理由：ロシアの民謡でゲームの背景音楽とし 
         てに使われるもの   

音声商標 
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色彩商標 

2012年迄の出願数：約342件 

2012年迄の登録数：36件 

この3年間の登録出願状況 

年分/件数 出願 登録 拒絶 登録率 

2010 72 2 7 22.22％ 

2011 79 2 10 16.67％ 

2012 89 1 12 7.69％ 
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色彩商標 

出願態様： 

 ・単一色の色彩 

 ・複数の色彩の組合せ 

商標図案、記述及び見本： 

 ・商標の色（国際的な色見本コードで特定できる） 

 ・文字記述で色彩商標を説明する 

 ・破線で色彩の使用方式、位置、内容態様を標示する 
  例えば 「本件は色彩商標であり、商標図案に示された緑

色は色番号Pantone348Cで、指定商品の小箱の
蓋について使用されている。破線部分の箱の形
状は商標の一部に属さない」 
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識別性の考量要素 

 ・消費者の認知 

 ・色彩自体 

  装飾性質のもの 

  色彩の選択や比率配分等に独特性があるもの 

識別性のない色彩         

 ・説明的な色彩（染髪剤に使われる色） 

 ・通用的な色彩（業界で常用の色、商品自体の色） 

 ・その他 

機能性、特定の意味を有する色彩 

色彩商標 
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登録実例－MISCELLANEOUS DESIGN 

 ・登録番号：1185658 

 ・類別商品：第6類－ナット 

 ・提出書類：カタログ、インボイス、 
         広告資料、売上額、 
         広告宣伝の費用 
         アメリカでの登録資料、侵害訴訟実績 

 ・審査結果：答弁意見書と使用証拠の提出による 
         登録許可 

色彩商標 



Attorneys-at-Law 

23 

拒絶実例－藍色耐落内螺紋扣件色彩商標 

 ・出願番号：092069317 

 ・類別商品：第6、40類- 
         金属の留具及びその加工等 

 ・提出書類：新聞雑誌の報道、広告宣伝費用 
         会社ホームページ資料、商品カタログ 
         商品包装、広告ＤＭ、出展資料 
         アメリカでの登録資料、訴訟実績 

 ・審査結果：上訴審却下 
     理由：青はよく見受けられている色、提出の使用証 
         拠による後天識別性の取得が立証できない。      

色彩商標 
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動態商標 

2012年迄の出願数：1件 

2012年迄の登録数：0件 

出願実例 

 出願番号：101041745（音なし） 
 類別商品：第3類－化粧品等 
        第5類－人体用薬品等 
 出 願 日 ：2012.7.24 
 商標見本：   

（電子データ） 
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動態商標 

商標図案、記述及びサンプル： 

 ・動態映像の変化過程を表現する静止図面は６枚迄 

 ・文字記述で順序に動態映像の連続的な変化過程、 
  及び静止図面の枚数を説明する 

 ・動態映像を記録した電子ファイル 

  例えば：  

 「本件は動態商標であり、図像の
商標図案に示すように、2枚の画
像を含む。人差し指と中指をハサ
ミのように連続的に開閉させる動
作のものである。 」 
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識別性の考量要素 

 ・消費者の認知 

 ・動態映像自体 

  識別性の高い図形又は文字を含むもの 

  映像時間の長さ、商業効果や内容を含むもの 

識別性のない動態映像 
 ・商品洗浄効果の展示フィルム 

 ・商品組立ての動作フィルム 
 ・業界通用の動態映像等 

機能性、特定の意味を有する動作 

 ・宗教の手振り、交通指揮時の動作 

 ・時計の振り子が左右に振れる動き 

動態商標 
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ホログラム商標 

2012年迄の出願数：3件 

2012年迄の登録数：0件 

出願実例  
   出願番号：101070891 
   類別商品：第43類－飲食の提供 
   出  願  日：2012.12.13 
  商標見本： 



Attorneys-at-Law 

28 

出願態様： 

 ・単一の図像 

 ・複数の図像：見る角度の差異により 
           図像が変化する 

商標図案及び記述： 

 ・ホログラムを表現する図面は４枚迄 

 ・文字記述でそれぞれの図像の変化状態を説明する 

 ・必要がある場合、サンプルを送付 
  

ホログラム商標 



Attorneys-at-Law 

29 

商標記述例： 
  「本件はホログラム商標であり、黒の背景に青色の
VIDEO FUTUREの英文字を配し、その上に白いVFの
文字を表した青色の球が3つあり、球体間は青色の波
状線によって互いにつながっている。」 

識別性の考量要素 
 ・伝統的平面商標と同様である 
 ・「商標識別性に関する審査基準」を適用する   
 ・偽造防止安全機能のラベル又は商品の装飾 

機能性の判断 
 ・実用的な機能性 
 ・美観的な機能性 

ホログラム商標 
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その他の非伝統商標 

2012年迄の 
    出願数：10件 

 

2012年迄の 
    登録件数：0件      

匂い商標 

6件 
触覚商標 

1件 

その他 

3件 
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出願実例 

本商標為氣味商標。具薄荷味，此薄荷味乃藉由高
濃縮甲基水楊酸（10重量百分比）和薄荷（3重量百分
比）所混和而成。 

本件為觸覺商標，如所附樣本(白花油瓶)，將之握在
手中，擁有雕刻觸感及一手掌握之厚實感，尤其雙側
邊弧状設計及中央凸起之階部設計，使人一握(觸摸)
即知係白花油瓶，具有其獨特性及識別性。 
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商標態様、出願書類 
・匂い、触覚商標等商標法 
 に規定されない非伝統商標 

・【その他】商標出願申請書 

・出願商標を明確に表現で 
 きる商標見本 

・商標記述及びサンプル 

・後天的識別性に係る具体的 
 な証明 

審理原則 
 ・個別審理の原則  

匂い、触覚商標等 
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紛争実例の紹介（1） 

登録番号 1254392 根拠商標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商  標 

登 録 日 2007.3.16 

商標権者 台湾系・亜昌工業（股） 

類別商品 Cｌ.11-湯沸かし器等 

不登録事由 
旧§ 23.1.12 

著名商標の識別性に損害 

審査結果 
両商標商品の類似程度が低い 

異議申立が不成立 
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紛争実例の紹介（2） 
登録番号 1200293、1200294 根拠商標 

 
 
 
 
 
 
 
 

REG. NO.754262 

商  標 

登 録 日 2006.3.16 

商標権者 イタリア系・FERRERO S.P.A. 

類別商品 Cｌ.30-チョコレート、飴等 

不登録事由 旧§ 23.1.1＆4、旧§ 23.1.13 

審査結果 

 

①先天的識別性がない 
②後天的識別性がある 
③係争商標の立体形状はその機能性発揮に必要が 
 ないもの 
④両商標が類似せず、混同誤認の虞がない 
 異議申立が不成立、上訴審が却下 
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Ｄｉｓｃｌａｉｍ実務 

商標図案にある識別性を具えない部分の削除によ
り、商標の完全性を喪失する場合、その部分の商
標権を放棄する旨の声明により、該商標の登録を
受けることができる。（旧商§ 19） 
 

改正前 

商標図案にある識別性を具えない部分の権利範
囲に疑義が生じる虞があるとき、その部分につき
専用しない旨を声明しなければ、登録することがで
きない。（現行商§ 29. 3 ） 
 

改正後 
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第1～45類において権利不要求の 
声明が不要となる事項 

◆商品或は役務の通用名称 
◆事業総合体、営業組織通用或は
事業性質を表示する文字 

◆品質、機能及び特性を表示する
文字 

◆業務種類を表示する文字 

◆自己を表彰する説明用語 
◆商号、場所或は陳列商品を表示
する文字  

◆商品、役務の設計に関する用語 ◆その他の識別性を具えない文字 

◆役務の提供方式／態様 ◆宗教及び民間信仰の標識 

◆地理名称  ◆通用標章 

◆年代及び時間 ◆説明性のある図形 

◆会社種類を表示する文字 
◆以上の例示事項を組み合わせた
もの 
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Ｄｉｓｃｌａｉｍの実例(１) 

「御選」につき 
権利不要求 

「COFFEE」、「手作」 
につき権利不要求 

権利不要求の 
声明が不要 

権利不要求の 
声明が不要 

「biotech」につき 
権利不要求 

「Biotech」につき 
権利不要求 

権利不要求の 
声明が不要 

権利不要求の 
声明が不要 

改正前 改正後 
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Ｄｉｓｃｌａｉｍの実例(２) 

「本舗」につき 
権利不要求 

「牌」につき 
権利不要求 

権利不要求の 
声明が不要 

権利不要求の 
声明が不要 

「TOURISM GROUP」、
「旅游集団」につき 
権利不要求 

「時尚診所」につき
権利不要求 

権利不要求の 
声明が不要 

権利不要求の 
声明が不要 

改正前 改正後 
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商標権範囲・疑義－実例 

改正前 
「許氏」、「自家焙豆」、「咖啡」、
「154cafe」につき権利不要求 

改正後 
「許氏」につき権利不要求 

(登録日：2010.7.16) 

(登録日：2012.9.1) 
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商標ライセンス 

商標権者は地区を指定して登録商標の専用使用権又
は非専用使用権を許諾することができる。 
専用使用権者は許諾範囲内で他人に再許諾すること
ができる。 
専用使用権者は許諾範囲内で商標権の侵害に対し権
利行使することができる。（現行§  39、40） 

改
正
後 

商標権者は登録商標の指定商品又は役務の全部又
は一部についての使用を他人に許諾することができる。 
使用権者は商標権者の同意を得て他人に再使用許諾
することができる。 
使用許諾を受けた場合、登録商標の使用時に商品や
役務場所又は関連物品にその旨を表示しなければなら
ない。（旧§  33） 

改
正
前 
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専用使用権 非専用使用権 

願書の様式 同一 

願書の記載内容 
（許諾範囲） 

全部又は一部の指定商品・役務 
許諾地区（中華民国の国内又は部分地区） 
許諾期限（許諾の終止日） 
許諾性質（専用使用権又は非専用使用権） 

出願人 商標権者又は使用権者 商標権者又は使用権者 

契約書の審査 要 不要 
（使用権者による出願の場合は必要） 

第三者への再許諾 許諾範囲内 商標権者の同意 

商標権者と第三者 
の使用 

排除可能 排除不能 

権利行使 
（民刑事上の救済） 

商標権者 
使用権者 

商標権者 

専用使用権と非専用使用権の比較 
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使用権設定登録実例(１)

許諾期間：2012.9.25～2018.11.30 
許諾種類：専用使用権 
指定地区：中華民国の国内 

許諾期間：2012.6.30～許諾終止 
許諾種類：専用使用権 
指定地区：中華民国の国内 

（2012.12.16許諾公告） 



Attorneys-at-Law 

43 

許諾期間：2011.2.16～2021.2.15 
許諾種類：非専用使用権 
指定地区：中華民国の国内 

許諾期間：2010.4.16～許諾終止 
許諾種類：非専用使用権 
指定地区：中華民国の国内 

（2012.12.16許諾公告） 

使用権設定登録実例(２)
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使用許諾の表示 

商標“ACE”は宜果国際(股)
より使用許諾を受けている。 

許諾表示は商標権の管理事項で契約により定め

られるものであるため、改正法で強制されず、その

要否は契約に従う。 

 

 

 

 
通常商品又はその包装容器等書類に 「“○○”    
商標はＡ社から使用許諾を受けている」のような表
示を記載することは一般の常用方式である。 
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先駆け登録の対策 

異議申立 無効審判請求 

立法目的 公衆審議の受理 権利衝突の解決 

請求者 如何なる人 利害関係人 

請求期間 登録後三月内 
登録後五年内 
（除斥期間） 

政府料金 
（1類別につき） 

NT$ 4,000 NT$ 7,000 

審査官 1人 3人 

審査方式 独任制 合議制 

根拠登録商標 
の使用証拠 

不要 
要 

（登録後満3年の場合） 

一事不再理 異議確定後 処分後 
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• 無効審判請求の5年という除斥期間は登録公告の翌日から起算する

ことになる。また先行商標の登録においてワイン又は蒸留酒の地理表

示、著名商標を襲用することが悪意であった場合、5年の除斥期間の

制限を受けない。（§ 58） 

除斥期間の排除 

• 異議申立及び無効審判請求の際、商標の登録に違法の事由があるか

否かは登録公告時の規定を根拠とし（§ 50、62）、又取消審判請求の場

合、取消請求時点の規定を適用する（§ 66）ことになる。 

違法事由の適用 

• 地理表示、著名性及び先使用にかかる不登録事由を根拠にした場合、

地理表示、著名性及び先使用の認定は商標の出願当時を基準とする

（§ 30.2）。 

著名性等の認定 

異議申立と 
無効審判請求の関連 
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・権利付与前の公衆審査制度 

・適用法条：商標法に規定はないが、実例がある 

・対    象：出願中商標 

・提出時期：商標登録査定書の発行前 

・適    格：何人、利害関係不要 

・提出書類：不登録事由を記載した意見書と証拠資料 

・提出宛先：出願審査の担当審査官 

・必要書類：規定なし(代理人の場合、委任状を提出) 

出願商標に関する情報提供 
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情報提供の実例（1） 

出願番号 097041099 

商  標 

出 願 日 2008.9.2 

出 願 人 台湾系・戎的魚店（有） 

類別商品 Cｌ.29-魚製品等 

提供情報 
 提   出   日 ：2009.6.17 
 不登録事由：旧§23.1.12&14 

審査結果 
旧§  23.1.14適用 

2009.8.18登録拒否 

（実
物
写
真
） 

（シ
︱
ル
） 
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情報提供の実例（2） 
出願番号 098026984 098035691 

商  標 

出 願 日 2009.6.24 2009.8.17 

出 願 人 台湾系・興農（股） 

類別商品 Cｌ.31-新鮮の野菜等 

提供情報 
  提   出   日 ：2009.12.23 
  不登録事由：旧§23.1.12&14 

審査結果 
旧§  23.1.14適用 

2010.3.16 、2010.5.24登録拒否 (商品包装の写真） 
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情報提供の実例（3） 
出願番号 099046367 根拠商標 

 
 
 

Reg.No.717745 
 
 
 
 

Reg.No.1383011 
 
 
 
 

Reg.No.1393461 
 

商  標 

出 願 日 2010.9.16 

出 願 人 台湾系・智有（股） 

類別商品 Cｌ.6-ステンレス鋼板、銅等 

提供情報 
 提   出   日 ：2011.7.6 
 不登録事由：旧§23.1.12&13&14 

審査結果 
旧§  23.1.13適用 

2011.9.19登録拒否 
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不使用取消の問題点と対策 

適用法条：現行商標法第63条第1項第2項   

適   格：何人、利害関係不要   

請求時期：商標登録後満３年以降   

請求対象：全部又は部分商品 
       商標の未使用、部分又は変更使用 

  

立証責任：請求者側、商標権者   

立証方法：会社の解散証明 
       不使用の興信調査…など 
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商標使用の定義と態様 

主観：販売を目的とする  （§ 5） 
客観：消費者に商標と認識させる 

商品及びその包装容器上の商標使用 

商標を付加した商品の所持・陳列・販売・輸出又は輸入 

提供する役務及びその関連物品上の商標使用 

商品又は役務と関連する商文書又は広告上の商標使用 

デジタルマルチメディア、電子メディア、インターネット
又はその他の媒介物方式による商標使用 
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商標使用態様の問題点と対策 

• 実際の使用者（商標権者、使用権者） 

• 商標の使用態様（同一性の有無、全体使用） 

• 実際の使用商品又は役務（指定商品との一致性） 

• 実際使用の期日 

• 使用地区（台湾国内、輸出目的、委託加工） 

• 販促目的の有無（プレミアム、無料配布） 

• 証拠資料の真実性（商業上の取引習慣に符合） 
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 繁体字・簡体字   個案審理の原則 

  ①          （繁）＝               （簡）  

  ②            （繁）＝                （簡） 

  ③   聯 想   （繁）＝                (簡） 

  ④         （繁）＝                (簡） 

  ⑤ 蘇寧電器（繁） △                （簡） 

  ⑥  賓樂雅   （繁）△                （簡）   

 漢字・仮名・ローマ字 

  ・ 山崎 ≠ やまさき ≠ ヤマサキ ≠ YAMASAKI 
  

同一性の判断(１) 
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同一性の判断(２) 

 登 録 商 標 実際使用態様 同一性 

書字方向の変更 （○） 

文字書体の変更   （○） 

大小文字の差異 （○） 

附属部分の変更 
    （非主要部) 

（○） 
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同一性の判断(３) 

 登 録 商 標 実際使用態様 同一性 

色の変更 
 （白黒カラー) 

（○） 

色の変更 
 （カラー白黒) 

  （× ） 

（× ） 

部分使用(相違の
平面に配置) 

（× ） 
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商標併存登録制度 

（現行§  30.1.10後段）但し、当該登録商標又は先に
出願された商標の所有者の同意を得て出願し、且つ、
明らかに不当でないものは、この限りでない。 

改
正
後 

（旧§ 23.1.13後段）但し、当該登録商標又は先に出
願された商標の所有者の同意を得て出願するときは、
互いの商標及び使用にかかる指定商品又役務が共
に同一である場合を除き、この限りでない。 

改
正
前 

・商品／役務の供給元を正確に 

 示す機能を喪失する。 

・消費者の権益に影響を及ぼす。 
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 出願商標は先登録または先願商標と同一であって、 

  同一の商品または役務を指定使用するとき 

  ・同一の商標とみなす可能性がある 

    例えば： 「旺旺」 と 「旺-旺」 

                   「BABY CARE」 と 「baby care」 

  ・同一の商品とみなす可能性がある 

    例えば： 「錠剤」 と 「丸薬」 

                   「リップ」 と 「口紅」 

登録商標が裁判所の禁止処分を受けたとき 

 ・強制競売時の商標価値を減損する可能性がある 

その他商標専属責任機関が明らかに不当な事情と 

  認めるとき 

明らかに不当な事情とは 
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登録商標の表記 

 商標が登録されたものは、登録商標又は国際的
に通用する登録記号を明記することができる。 

現行商標法第35条第3項 

 「 Ⓡ 」マーク 

 「註冊商標」 

登録記号 

註冊商標 

®
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以 上 
 

ご清聴有り難うございました。 

台湾国際専利法律事務所 

商 標 部  陳 前 呈 


