
農林水産知的財産保護 

コンソーシアム  
Agriculture, Forestry and Fisheries Intellectual Property Protection Consortium 

商 標 監 視 

中国・台湾等において、日本の地名、品種名等が不正に商標出願・登録され、農林水産物等輸出やプロ
モーション活動に影響がでているばかりか、ブランド特有の「信頼」や「統一性」を失ったり、将来の輸出に支障
が生じることもあります。日本ブランドを守り、発展させていくために、中国・台湾等において不正な商標出願・
登録を監視し、適切な対応をすることが重要です。 

調査・監視サービス 

商標スクリーニング調査 

既に登録済、あるいは出願中の同一商標 

（産地・産品名）について簡体字・繁体字の 

調査を行います。 

対象となる商標（産地・産品名）の 

出願・登録を監視し、随時レポートします。 

商標ウォッチング調査 

調査仕様 調査仕様 

※開示情報のみ 

    中国商標 台湾商標 香港商標 

調査対象言語 
簡体字・ 
繁体字 

簡体字・ 
繁体字 

簡体字・ 
繁体字 

調査内
容 

文字 ○ ○ ○ 

称呼 × ○ × 

出願中商標 ○ ○ ○ 

納期 8日 8日 8日 

  中国商標 台湾商標 香港商標 

レポート言語 日本語 日本語 日本語 

ウォッチ言語 
簡体字 
繁体字 

ひらがな 
カタカナ 
ローマ字  

簡体字 
繁体字 

ひらがな 
カタカナ 
ローマ字  

簡体字 
繁体字 

ひらがな 
カタカナ 
ローマ字  

レポート頻度 発見された都度 発見された都度 発見された都度 

類似基準 
称呼・ 
外観 
観念 

外観 
称呼・ 
外観 
観念 

外観 
称呼・ 
外観 
観念 

外観 

出願中商標 × × × 

国際登録 ○ × ○ 



調査費用 

【農林水産知的財産保護コンソーシアム事務局】      

 テュフ ラインランド ジャパン株式会社        

 坂田、南          

 TEL: 045-470-1850（代）、045-914-0522（直通） 
 Email: aff.ippc@jpn.tuv.com 

【農林水産省食料産業局新事業創出課】   
  
 古澤、吉田 
 TEL: 03-3502-8111 （内線4287） 
      03-6738-6442 （直通） 
 

商標ウォッチング調査（中国） 

商標ウォッチング調査（台湾） 

商標スクリーニング調査 

当該サービスは、監視事業者*のサービスをコンソーシアム会員様向けに提供するものです 

事務局では、お見積からご契約までの仲介を行い、実際のお見積、ご契約、監視・調査業務は 

会員様と監視事業者とのご契約、実施となります。  

注）ウォッチング調査については、毎月20日（20日が休日の場合は次の平日）に申し込みを締め切り、翌月１日以降より
ウォッチング調査を開始します。スクリーニング調査については随時お申し込みいただけますが、未公開案件（出願されたば
かりで公開されていないもの）については対象となりませんので、予めご了承くださいますようお願いいたします。 

なお、いずれの調査も、今年度の締め切りは平成28年3月20日とし、ウォッチング調査の終了は最長で平成28年9月30日ま
でとなります。1年間での調査をご希望の場合は別途お問い合わせください。 

区分・料金 

監視条件 

1区分 5区分 6区分以上 

3ヵ月購読料金 6ヵ月購読料金 3ヵ月購読料金 6ヵ月購読料金 3ヵ月購読料金 6ヵ月購読料金 

文字商標（中国語・漢字） \10,000 \17,500 \35,000 \61,000 \40,000 \70,000 
文字商標＋カタカナ＋ひらがな \15,500 \25,000 \50,000 \87,000 \61,000 \105,000 
文字商標＋カタカナ＋ひらがな＋ローマ字 \21,500 \38,000 \75,000 \132,000 \86,000 \150,000 

図形商標 \12,500 \21,500 \43,000 \75,000 \51,000 \88,000 

ローマ字 \10,000 \17,500 \35,000 \61,000 \40,000 \70,000 

区分・料金 

監視条件 

1区分 5区分 6区分以上 

3ヵ月購読料金 6ヵ月購読料金 3ヵ月購読料金 6ヵ月購読料金 3ヵ月購読料金 6ヵ月購読料金 

文字商標（中国語・漢字） \15,000 \24,500 \49,500 \86,000 \57,000 \99,000 
文字商標＋カタカナ＋ひらがな \15,000 \24,500 \49,500 \86,000 \57,000 \99,000 
文字商標＋カタカナ＋ひらがな＋ローマ字 \15,000 \24,500 \49,500 \86,000 \57,000 \99,000 
図形商標 \15,000 \24,500 \49,500 \86,000 \57,000 \99,000 
ローマ字 \15,000 \24,500 \49,500 \86,000 \57,000 \99,000 

商標ウォッチング調査（香港） 
区分・料金 

監視条件 

1区分 5区分 6区分以上 

3ヵ月購読料金 6ヵ月購読料金 3ヵ月購読料金 6ヵ月購読料金 3ヵ月購読料金 6ヵ月購読料金 

文字商標（中国語・漢字） \15,000 \24,500 \49,500 \86,000 \57,000 \99,000 
文字商標＋カタカナ＋ひらがな \15,000 \24,500 \49,500 \86,000 \57,000 \99,000 
文字商標＋カタカナ＋ひらがな＋ローマ字 \15,000 \24,500 \49,500 \86,000 \57,000 \99,000 
図形商標 \15,000 \24,500 \49,500 \86,000 \57,000 \99,000 
ローマ字 \15,000 \24,500 \49,500 \86,000 \57,000 \99,000 

区分・料金 

対象 

中国 （現地調査） 台湾 （現地調査） 香港 （現地調査） 

5区分迄 6区分以上 5区分迄 6区分以上 5区分迄 6区分以上 

文字商標（中国語・漢字） \21,000 \35,000 \45,000 \58,000 \45,000 \58,000 
ローマ字 \21,000 \35,000 \45,000 \58,000 \45,000 \58,000 



商標国際分類一覧 

分類 商品 分類 商品 

第１類 工業用、科学用又は農業用の化学品 第１８類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 

第２類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 第１９類 金属製でない建築材料 

第３類 洗浄剤及び化粧品 第２０類 
家具及びプラスチック製品であって他の類に属しない
もの 

第４類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 第２１類 
家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラ
ス製品及び磁器製品 

第５類 薬剤 第２２類 
ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の
原料繊維 

第６類 卑金属及びその製品 第２３類 織物用の糸 

第７類 
加工機械、原動機（陸上の乗物用のものを除く。）そ
の他の機械 

第２４類 織物及び家庭用の織物製カバー 

第８類 手動工具 第２５類 被服及び履物 

第９類 

科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、
計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又
は情報処理用の機会器具、光学式の機械器具及び
電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、
電圧調整用又は電気制御用の機械器具 

第２６類 裁縫用品 

第１０類 医療用機械器具及び医療用品 第２７類 床敷物及び織物製でない壁掛け 

第１１類 
照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥
用、換気用、給水用又は衛生用の装置 

第２８類 玩具、遊戯用具及び運動用具 

第１２類 乗物その他移動用の装置 第２９類 
動物性の食品及び加工した野菜その他食用園芸作
物 

第１３類 火器および火工器 第３０類 
加工した植物性の食品（他の類に属するものを除
く。）及び調味料 

第１４類 
貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、
宝飾品及び時計 

第３１類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 

第１５類 楽器 第３２類 アルコールを含有しない飲料及びビール 

第１６類 紙、紙製品及び事務用品 第３３類 ビールを除くアルコール飲料 

第１７類 
電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用
のプラスチック 

第３４類 たばこ、喫煙用具及びマッチ 

分類 役務 分類 役務 

第３５類 
広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供 

第４１類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 

第３６類 金融、保険及び不動産の取引 第４２類 
科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並び
に電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 

第３７類 建設、設置工事及び修理 第４３類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 

第３８類 電気通信 第４４類 
医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美
容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 

第３９類 輸送、梱包及び保管並びに旅行の手配 第４５類 
冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて
提供する役務（他の類に属するものを除く。）、警備及
び法律事務 

第４０類 物品の加工その他の処理 


