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５ 登録後の留意点 
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5. 登録後の留意点 

GI 法に基づき産品が登録された⽣産者団体は、特定農林⽔産物等登録簿に記載されることで登録された
こととなります。なお、登録後１か⽉以内に登録免許税を納付する必要があります。登録免許税を納付後、特
定農林⽔産物等登録証が登録された⽣産者団体に交付されます。 

登録⽣産者団体は、登録内容を変更する必要が⽣じた場合に、GI 法に基づく変更⼿続を⾏う必要があり
ます。この章では、登録後に登録⽣産者団体が⾏う⼿続における留意点について解説します。 

 

5.1 ⽣産者団体・⽣産業者の義務 

（１）⽣産者団体の義務 
      GI 法に基づき産品が登録された場合、⽣産者団体には、その構成員である⽣産業者が産品の仕様書で

ある明細書に沿って GI 産品の⽣産を⾏っているか否か、地理的表⽰や GI マークが適正に使⽤されているか
否かを確認し、毎年１回以上、国に実績を報告する義務があります（GI 法第 13 条第１項第２号ロ及び
GI 法施⾏規則第 15 条第８号）。GI 登録後に、例えば、構成員である⽣産業者が類似名称を使⽤す
るなど、適切な⽣産⾏程管理が⾏われていないと認められ、⼝頭指導にも従わない場合には、GI 法第 21
条の規定に基づき農林⽔産⼤⾂による措置命令が発出され、当該命令に従わない場合には登録が取り消
されることもあります。 

 
（２）⽣産業者の義務 

      ⽣産業者は明細書に従って産品を⽣産しなければならず、⽣産⾏程管理を受け、明細書に適合した⽣産
が⾏われたことが確認された産品以外には、地理的表⽰及び GI マークを使⽤することができません。 

このルールは、⽣産業者が⽣産者団体の構成員である以上、⽣産者団体を通じて出荷するものだけでは
なく、⾃ら出荷するものにも及びます。⽣産⾏程管理を受けていない産品を⾃ら出荷する場合には、GI 産品
の名称及びその類似名称を表⽰することはできないため、全く異なる名称を使⽤する必要があります。 
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＜注意点＞ 

なお、GI 産品を主な原材料として加⼯・製造された加⼯品には当該 GI 産品の名称を表⽰する
ことが可能ですが、当該加⼯品⾃体は GI 法に基づく審査を経たものではないため、GI マークを使⽤
することはできません。適切な表⽰が⾏われない場合は、農林⽔産⼤⾂による措置命令の対象とな
り、命令に従わない場合には、罰則の対象となることもあります。 

 

5.２ 登録免許税の納付 

⽣産者団体は、登録を受けた後、登録免許税法（昭和 42 年法律第 35 号）その他関係法令に基づ
き、登録免許税を納付しなければなりません。登録免許税の税額等は以下のとおりです。なお、⽣産者団体
を追加登録する場合も、追加された⽣産者団体は、同様に、登録免許税を納付する必要があります。 

 
（１） 登録免許税の税額 

登録件数１件につき９万円です（登録免許税法別表第１第 87 号の２）。 
 
（２） 登録⽣産者団体が複数の場合 

各⽣産者団体は、連帯して登録免許税を納付することになります。 
なお、各登録⽣産者団体の負担割合は、⺠法の連帯債務に関する規定が準⽤され（国税通則法

（昭和 37 年法律第 66 号）第８条）、各登録⽣産者団体間に特約があるときはそれにより、特約が
ないときで、共同事業等により受ける利益の割合が各登録⽣産者団体間において異なるときはその受ける
利益の割合により、これによっても定まらないときは平等となります（国税通則法基本通達）。 

 
（３） 納付の⽅法 

⽇本銀⾏（本店、⽀店、代理店、歳⼊代理店（郵便局を含む。））⼜は税務署において納付する
ことができます。 

 
（４） 納付及び領収証書の提出の期限 

登録があった⽇から１か⽉を経過する⽇までに納付し、審査要領別記様式 14 により、領収証書の原
本を農林⽔産省⾷料産業局知的財産課に提出してください。 
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5.３ 登録後の変更に係る⼿続について 

登録後に、登録⽣産者団体の追加、登録事項の変更、明細書や⽣産⾏程管理業務規程の変更、⽣
産⾏程管理業務を休⽌したりするといった、登録事項等の変更を⾏う場合は所定の⼿続が必要です。 

本章では、これらの⼿続きについて説明します。 
 
＜変更等の場合に必要な⼿続き＞ 
⼿続きの内容 ⼿続きが必要な場合 
5.３.1 ⽣産者団体の追加の申請 

［GI 法第 15 条］ 
⽣産者団体の追加を⾏うとき。 

5.３.2 登録事項の変更の登録の申請 
［GI 法第 16 条］ 

 

登録されている特定農林⽔産物等の区分、名称、⽣産地、
特性、⽣産の⽅法などの変更により登録簿の内容を変更する
必要があるとき。（併せて、明細書及び⽣産⾏程管理業務
規程の該当部分の変更も⾏う。） 

5.３.3 明細書の変更の承認の申請 
［GI 法第 16 条の２］ 

登録されている特定農林⽔産物等の区分、名称、⽣産地、
特性、⽣産の⽅法などの変更が、登録簿の内容の範囲内で
あるため、明細書のみ変更を⾏うとき。 

5.３.4 登録⽣産者団体の名称等の 
変更の届出［GI 法第 17 条］ 

登録⽣産者団体の名称、住所⼜は代表者（法⼈でない⽣
産者団体にあってはその代表者⼜は管理⼈）の⽒名に変更
があったとき。 

5.３.5 ⽣産⾏程管理業務規程の 
変更の届出［GI 法第 18 条］ 

⽣産⾏程管理業務規程の記載内容を変更しようとするとき。
（「作成者」及び「連絡先」の変更を除く。） 
（注）あらかじめ届出が必要。 

5.３.6 ⽣産⾏程管理業務の休⽌の届出 
［GI 法第 19 条］ 

⽣産⾏程管理業務を休⽌しようとするとき。 
（注）あらかじめ届出が必要。 
※ 休⽌した⽣産⾏程管理業務を再開する際の⼿続についても説明しています。 

5.３.7 「連絡先」の変更 
 

明細書及び⽣産⾏程管理業務規程の連絡先の記載事項の
みを変更しようとするとき。 

 
 
5.３.1 ⽣産者団体の追加の申請［GI 法第 15 条］ 

登録されている農林⽔産物等を⽣産する⽣産者団体として、新たに登録を希望する場合は、農林⽔
産省に登録⽣産者団体の追加の申請を⾏う必要があります。 

 
（１）⽣産者団体の追加の申請に必要な書類 

申請には以下の申請書及びその添付書類が必要となります。なお、申請書類は、登録の申請と同様に⽇
本語で作成する必要があります。 
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ア 変更申請書（GI 法施⾏規則別記様式第５号） 
イ 変更申請書の添付書類 
（ア）明細書（審査要領別記様式１） 
（イ）⽣産⾏程管理業務規程（審査要領別記様式２） 
（ウ）委任状（代理⼈により申請をする場合に限る） 
（エ）GI 法第２条第５項に規定する⽣産者団体であることを証明する書類 

ａ 申請者が法令において加⼊の⾃由の定めがある法⼈の場合には、登記事項証明書 
ｂ ａ以外の法⼈の場合は、登記事項証明書及び定款その他の基本約款 
ｃ 申請者が、法⼈でない場合には、定款その他の基本約款 

（オ）誓約書（申請者が外国の団体である場合に限る） 
（カ）GI 法第 13 条第１項第１号に規定する⽋格条項に関する申告書（審査要領別記様式３） 
（キ）GI 法第 13 条第１項第２号ハに規定する経理的基礎を有することを証明する書類（最近の事

業年度における財産⽬録、貸借対照表、収⽀計算書⼜はこれらに類する書類。） 
（ク）GI 法第 13 条第１項第２号ニに規定する⽣産⾏程管理業務の公正な実施を確保するために

必要な体制が整備されていることを証明する書類（⽣産⾏程管理業務の実施体制に関する組織
図、業務分担表⼜はこれに類する書類） 

（ケ）⽇本語への翻訳⽂（外国語により作成した書類に限る） 
 
（２）申請書類の提出⽅法 

「２ 申請⼿続について」２.3（３）に準じて提出してください（以下、他の変更の⼿続も同様）。 
 
（３）申請の審査等 

申請の事実の公⽰、審査、補正、却下、取下げ、申請の公⽰、意⾒書の提出及び学識経験者からの
意⾒聴取は、「２ 申請⼿続について」２.3 から 2.７までに準じて⾏われます。 

 
（４）⽣産者団体を追加する変更の登録 

審査の結果、GI 法第 13 条第１項第１号、第２号及び第４号（イを除く。）に掲げる登録拒否事
由に該当しない場合には、GI 法第 15 条の規定に基づき⽣産者団体を追加する変更の登録がされます。
特定農林⽔産物等登録簿に申請者である⽣産者団体の名称及び住所並びに代表者の⽒名及び変更
の年⽉⽇を記載することによって⾏われます。 

⽣産者団体を追加する変更の登録がされた場合、GI 法第 12 条第３項の規定により、申請者に対し、
審査要領別記様式 13 により変更の登録が通知されるとともに、変更の年⽉⽇、登録番号、登録された団
体の名称及び住所及び代表者⽒名、明細書並びに⽣産⾏程管理業務規程が農林⽔産省のウェブサイト
に公表されます。 

登録の通知を受け取り次第、「２ 申請⼿続について」２.７（８）に準じて登録免許税を納付のうえ、
当該納付に係る領収証書の原本を審査要領別記様式 14 により知的財産課へ提出してください。 

登録免許税が納付された後、登録された⽣産者団体に対し、特定農林⽔産物等登録証（GI 法施⾏
規則別記様式第４号）が交付されます。 
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（５）⽣産者団体を追加する変更の登録の拒否 
審査の結果、GI 法第 13 条第１項第１号、第２号及び第４号（イを除く）に掲げる登録拒否事由

に該当する場合は、変更の登録が拒否されます。登録が拒否された場合、申請者に対し、審査要領別記
様式 15 により、登録が拒否される旨及びその理由が通知されるとともに、以下の①から⑦の事項が農林⽔
産省のウェブサイトに掲載されます。 

① 変更申請の番号及び変更申請年⽉⽇ 
② 変更申請者の名称及び住所並びに変更申請者の代表者（法⼈でない⽣産者団体の場合は、代

表者⼜は管理⼈）の⽒名 
③ 登録番号及び登録の年⽉⽇ 
④ 登録に係る特定農林⽔産物等の区分 
⑤ 登録に係る特定農林⽔産物等の名称 
⑥ 変更の登録を拒否する旨 
⑦ 変更の登録の拒否理由 

 
なお、この登録の拒否は⾏政処分ですので、不服があるときは、申請者は⾏政不服審査法（平成 26

年法律第 68 号）に基づく不服申⽴や⾏政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139 号）に基づく訴訟提
起が可能です。 

 
 
5.3.2 登録事項の変更の登録の申請［GI 法第 16 条］ 

登録⽣産者団体は、登録事項のうち GI 法第７条第１項第２号から第８号までに掲げる事項（以
下の①から⑦までの事項）について変更をしようとする場合は、登録事項の変更の登録の申請を⾏う必要
があります。 

なお、登録⽣産者団体が複数あるときは、全ての登録⽣産者団体が共同して申請を⾏うことが必要で
す。 
① 当該農林⽔産物等の区分 
② 当該農林⽔産物等の名称 
③ 当該農林⽔産物等の⽣産地 
④ 当該農林⽔産物等の特性 
⑤ 当該農林⽔産物等の⽣産の⽅法 
⑥ ①から⑤までに掲げるもののほか、当該農林⽔産物等を特定するために必要な事項 
⑦ ①から⑥までに掲げるもののほか、当該農林⽔産物等について GI 法施⾏規則で定める事項 

 
（１）変更の登録の申請に必要な書類 

申請には以下の申請書及びその添付書類が必要となります。なお、申請書類は、登録の申請と同様に⽇
本語で作成する必要があります。 

ア 変更申請書（GI 法施⾏規則別記様式第７号） 
イ 変更申請書の添付書類 
（ア）明細書（審査要領別記様式１） 
（イ）⽣産⾏程管理業務規程（審査要領別記様式２） 
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※  明細書と⽣産⾏程管理業務規程については、登録事項の変更の内容を反映したものを提出し
てください。 

（ウ）委任状（代理⼈により申請をする場合に限る） 
（エ）GI 法第 13 条第１項第１号に規定する⽋格条項に関する申告書（審査要領別記様式３） 
（オ）GI 法第 13 条第１項第２号ハに規定する経理的基礎を有することを証明する書類（最近の事

業年度における財産⽬録、貸借対照表、収⽀計算書⼜はこれらに類する書類。） 
（カ）GI 法第 13 条第１項第２号ニに規定する⽣産⾏程管理業務の公正な実施を確保するために

必要な体制が整備されていることを証明する書類（⽣産⾏程管理業務の実施体制に関する組織
図、業務分担表⼜はこれに類する書類） 

（キ）変更後の申請農林⽔産物等が特定農林⽔産物等に該当することを証明する書類等 
（ク）申請農林⽔産物等の写真 
（ケ）商標権者⼜は専⽤使⽤権者の承諾を擁するときは、これを証明する書⾯ 
（コ）その他、申請農林⽔産物等であることの証明に必要と考えるもの 
（カ）変更の必要性を記載した書類 
（キ）⽇本語への翻訳⽂（外国語により作成した書類に限る） 

 
（２）変更の登録に係る事項が軽微なものである場合 

変更の登録に係る事項が GI 法施⾏規則第 18 条第２項に規定する軽微な事項（以下の①から④ま
での事項）に該当する場合は、以下の申請書及びその添付書類が必要となります。 

① ⾏政区画⼜は⼟地の名称の変更に伴う登録に係る特定農林⽔産物等の⽣産地の名称の変更 
② 登録に係る特定農林⽔産物等の名称が GI 法第 13 条第１項第４号ロに該当する場合において、

当該登録後に同号ロに規定する登録商標に係る商標権について専⽤使⽤権が設定されたときにおけ
る当該専⽤使⽤権の専⽤使⽤権者の⽒名⼜は名称の追加 

③ 誤記の訂正 
④ ①から③に掲げるもののほか、GI 法第 12 条第２項第２号に掲げる事項の実質的な変更を伴わな

い変更 
 

ア 変更申請書（GI 法施⾏規則別記様式第７号） 
イ 変更申請書の添付書類 
（ア）明細書（審査要領別記様式１） 
（イ）⽣産⾏程管理業務規程（審査要領別記様式２） 
（ウ）委任状（代理⼈により申請をする場合に限る） 
（エ）GI 法第 13 条第１項第１号に規定する⽋格条項に関する申告書（審査要領別記様式３） 
（オ）GI 法第 13 条第１項第２号ハに規定する経理的基礎を有することを証明する書類（最近の事

業年度における財産⽬録、貸借対照表、収⽀計算書⼜はこれらに類する書類。） 
（カ）GI 法第 13 条第１項第２号ニに規定する⽣産⾏程管理業務の公正な実施を確保するために

必要な体制が整備されていることを証明する書類（⽣産⾏程管理業務の実施体制に関する組織
図、業務分担表⼜はこれに類する書類） 

（キ）変更の必要性を記載した書類 
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（ク）⽇本語への翻訳⽂（外国語により作成された書類に限る） 
 

（３）申請の審査等 
申請の事実の公⽰、審査、補正、却下、取下げ、申請の公⽰、意⾒書の提出⼿続及び学識経験者か

らの意⾒聴取は、「２ 申請⼿続について」２.3 から 2.7 までに準じて⾏われます。 
なお、（２）の軽微なものに該当する変更の申請の場合は、申請の受付の公⽰、申請の公⽰、意⾒書

の提出及び学識経験者からの意⾒聴取は⾏われません。 
 
（４）登録事項の変更の登録 

審査の結果、GI 法第 13 条第１項各号に掲げる登録拒否事由に該当しない場合には、GI 法第 12 条
の規定に基づき変更の登録がされます。変更の登録は、変更の年⽉⽇及び変更に係る事項が特定農林⽔
産物等登録簿に記載されることにより⾏われます。 

登録事項の変更の登録がされた場合、GI 法第 12 条第３項の規定により、申請者に対し、審査要領別
記様式 13 により変更の登録が通知されるとともに、変更の年⽉⽇、変更内容、明細書及び⽣産⾏程管理
業務規程が農林⽔産省のウェブサイトに公表されます。登録事項の変更の登録にあっては、登録免許税の
納付、当該納付に係る領収証書の原本の知的財産課への提出は不要です。 

なお、特定農林⽔産物等登録証（GI 法施⾏規則別記様式第４号）は、変更の登録事項が GI 法
第７条第１項第３号に掲げる特定農林⽔産物等の名称の変更に該当する場合にのみ登録⽣産者団体
に交付されます。 

 
（５）登録事項の変更の登録の拒否 

審査の結果、GI 法第 13 条第１項各号に掲げる登録拒否事由に該当する場合は、登録が拒否されま
す。登録が拒否された場合、申請者に対し、審査要領別記様式 15 により、登録が拒否される旨及びその
理由が通知されるとともに、以下の①から⑦までの事項が農林⽔産省ホームページに公表されます。 

  ① 変更申請の番号及び変更申請年⽉⽇ 
  ② 変更申請者の名称及び住所並びに変更申請者の代表者（法⼈でない⽣産者団体の場合は、代

表者⼜は管理⼈）の⽒名 
  ③ 登録番号及び登録の年⽉⽇ 
  ④ 登録に係る特定農林⽔産物等の区分 
  ⑤ 登録に係る特定農林⽔産物等の名称 
  ⑥ 変更の登録を拒否する旨 
  ⑦ 変更の登録の拒否理由 

 
なお、この登録の拒否は⾏政処分ですので、不服がある場合には、⾏政不服審査法に基づく不服申⽴や

⾏政事件訴訟法に基づく訴訟提起が可能です。 
 
 
5.３.3 明細書の変更の承認の申請［GI 法第 16 条の２］ 
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登録⽣産者団体は、明細書の変更をしようとするときは明細書の変更の承認の申請が必要です。ここ
でいう「明細書の変更」とは、その変更が GI 法第７条第１項第２号から第８号の事項（以下①から⑦
までに掲げる事項）に適合している範囲で⾏われていることが必要です。当該変更内容が①から⑦までに
掲げる事項を超える場合には、5.３.2 の登録事項の変更申請の⼿続が必要となります（この場合、登
録事項の変更に併せて明細書を変更することとなることから、明細書の変更の承認の申請を⾏う必要はあ
りません。）。なお、登録⽣産者団体が複数ある場合であって、そのうちの⼀部の申請者が①から⑦までの
事項に適合する範囲内で明細書の変更を⾏う場合は、当該申請者単独での申請が可能です。 
① 当該農林⽔産物等の区分 
② 当該農林⽔産物等の名称 
③ 当該農林⽔産物等の⽣産地 
④ 当該農林⽔産物等の特性 
⑤ 当該農林⽔産物等の⽣産の⽅法 
⑥ ①から⑤までに掲げるもののほか、当該農林⽔産物等を特定するために必要な事項 
⑦ ①から⑥までに掲げるもののほか、当該農林⽔産物等について GI 法施⾏規則で定める事項 

 
 上記の、①から⑦までの事項に「適合する」、「適合しない」とは、以下に掲げる事例をいいます。 
 
〈適合しない場合〉 
・  ⽣産の⽅法として「○○みかんの糖度は 10 度から 12 度」が登録事項となっている場合において、

明細書の記載を「○○みかんの糖度は 10 度から 12 度」から「○○みかんの糖度は９度から 10 度」
と変更 

→ 糖度の品質基準値の上限を引き下げる変更であることから、明細書の変更内容は登録内容を超え
るため、5.３.2 の登録事項の変更申請の⼿続が必要。 

 
〈適合する場合〉 
・  上記の登録事項の場合において「○○みかんの糖度は 10 度から 12 度」を「○○みかんの糖度は

11 度から 12 度」と変更 
→ 糖度の品質基準の範囲を厳しくする変更であり、かつ、基準値の上限は変わらないことから、明細書

の変更内容は登録内容の範囲内。 
 

（１）明細書の変更の承認の申請に必要な書類 
申請には以下の申請書及びその添付書類が必要となります。なお、申請書類は、登録の申請と同様に⽇

本語で作成する必要があります。 
ア 変更申請書（GI 法施⾏規則別記様式第８号の２） 
イ 変更申請書の添付書類 
（ア）⽣産⾏程管理業務規程 

（イ）委任状（代理⼈により申請をする場合に限る） 
（ウ）GI 法第 13 条第１項第２号ハに規定する経理的基礎を有することを証明する書類（最近の事

業年度における財産⽬録、貸借対照表、収⽀計算書⼜はこれらに類する書類。） 
（エ）法第 13 条第１項第２号ニに規定する⽣産⾏程管理業務の公正な実施を確保するために必
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要な体制が整備されていることを証明する書類（⽣産⾏程管理業務の実施体制に関する組織図、
業務分担表⼜はこれに類する書類） 

（オ）⽇本語への翻訳⽂（外国語により作成した書類に限る） 
 

（２）審査 
変更申請書及び添付書類に不⾜、不備がないかを確認の上、①GI 法第 16 条の２第３項第 1 号に

該当するか否か（申請書に記載された変更内容が、登録簿記載の内容に適合しているか否か）、②同項
第２号に該当するか否か（⽣産⾏程管理業務規程の内容が GI 法施⾏規則第 15 条に定める基準に適
合しているか否か）について審査が⾏われます。 

 
（３）承認の通知及び公⽰ 

審査の結果、GI 法第 16 条の２第３項各号いずれにも該当する場合は、明細書の変更が承認されま
す。承認された場合は、申請登録団体に対し審査要領別記様式 16 により変更を承認する旨が通知される
とともに、以下①から④までの事項が農林⽔産省ホームページに公表されます。 

① 変更の承認の年⽉⽇ 

② 変更された明細書 

③ 明細書の変更に係る事項 

④ ⽣産⾏程管理業務規程（明細書の変更に伴い変更された場合に限る） 
 
 
5.３.4 登録⽣産者団体の名称等の変更の届出［GI 法第 17 条］ 

登録⽣産者団体は、登録⽣産者団体の名称、住所、代表者（法⼈でない⽣産者団体にあってはその
代表者⼜は管理⼈）の⽒名の記載に変更があった場合は、登録⽣産者団体の名称等の変更の届出が
必要です。 

 
（１）届出に必要な書類等 

届出は、以下の届出書及びその添付書類が必要になります。 
ア 届出書（審査要領別記様式 17） 
イ 届出書の添付書類 
（ア）明細書 
（イ）⽣産⾏程管理業務規程 

※ 明細書と⽣産⾏程管理業務規程の年⽉⽇は、当初の作成⽇と更新⽇の 2 段書きとし、変更内
容を反映した最新のものを提出してください。 

  
（２）公⽰ 

届出の⼿続の終了後、届出の対象となる登録に係る特定農林⽔産物等登録簿に①及び②の変更に係
る事項が記載され、農林⽔産省ホームページに公表されている内容が更新されます。 

    ① 変更の登録の年⽉⽇ 
    ② 変更の登録に係る事項 
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5.３.5 ⽣産⾏程管理業務規程の変更の届出［GI 法第 18 条］ 

登録⽣産者団体は、⽣産⾏程管理業務規程の記載（「作成者」及び「連絡先」を除く。）の変更を
しようとするときは、あらかじめ届出書（審査要領別記様式 18）による変更の届出が必要です。 

 
（１）審査 

変更後の⽣産⾏程管理業務規程の内容が、GI 法第 13 条第１項第２号ロに該当するか否かについて
審査が⾏われます。 

 
（２）公⽰ 

審査の結果、GI 法第 13 条第１項第２号ロに該当しない場合は、農林⽔産省ホームページに公表さ
れている⽣産⾏程管理業務規程の内容が更新されます。 

 
5.3.6 ⽣産⾏程管理業務の休⽌の届出［GI 法第 19 条］ 

登録⽣産者団体は、⽣産⾏程管理業務の休⽌をしようとするときは、あらかじめ届出書（審査要領別
記様式 19）による休⽌の届出が必要です。休⽌の届出書を提出した登録⽣産者団体の構成員である
⽣産業者は、登録された地理的表⽰と登録標章を使⽤することができなくなります。また、⽣産⾏程管理
業務の休⽌期間が７年を超過したときは、登録の取り消しの対象となります。 

なお、⼀旦休⽌した⽣産⾏程管理業務を再開する場合は、登録⽣産者団体は、当該業務を再開する
前に、⽣産⾏程管理業務の再開の届出書（審査要領別記様式 20）を提出してください。 

 
5.3.7 「連絡先」の変更 

明細書及び⽣産⾏程管理業務規程の連絡先の記載事項のみを変更しようとするときは、GI 法第 16
条の２による変更申請及び GI 法第 18 条による変更の届出は不要ですが、変更後の明細書及び⽣産
⾏程管理業務規程を知的財産課に提出してください。 

 
 

5.４ GI 法に基づく登録の失効［GI 法第 20 条］及び登録の取消［GI 法第 22 条］ 

GI 法に基づき登録された産品の登録期間に定めはありませんが、以下の要件に該当した場合には失効
⼜は取消の対象となります。 
○ 登録の失効に係る要件［GI 法第 20 条第１項］ 

・ 登録⽣産者団体が解散し、その清算が終了したとき 
・ 登録⽣産者団体が⽣産⾏程管理業務を廃⽌したとき 

※ 登録⽣産者団体が複数存在する場合、登録が失効するのは解散⼜は⽣産⾏程管理業務を廃⽌し
た団体に限られます。 

 
○ 登録の取消に係る要件［GI 法第 22 条第１項］ 

・ ⽣産者団体に該当しなくなったとき 
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・ ⽣産者団体の役員等が GI 法の規定により刑に処せられ、その執⾏を終わり、⼜は執⾏を受けること
がなくなった⽇から２年を経過しないとき 

・ ⽣産者団体が措置命令に違反したとき 
・ 不正の⼿段により登録を受けたとき 
・ 登録産品が特定農林⽔産物等でなくなったとき 
・ 登録産品の名称が普通名称になったとき⼜は当該名称から産品が特定できなくなったとき 
・ 登録産品の名称と同⼀⼜は類似の商標の権利者がその承諾を撤回したとき 

 
5.４.1 登録の失効 
      登録⽣産者団体は、上記の登録の失効となる要件に該当し、登録が失効した場合は、遅滞なく届出

書（審査要領別記様式 21）を提出しなければなりません。 
届出書の提出後、届出の対象となる登録に係る特定農林⽔産物等登録簿の登録が消除されます。

また、消除が⾏われたときは、当該登録が失効した旨が農林⽔産省のウェブサイトに公表されます。 

 
5.４.2 登録の取消 
      登録⽣産者団体が、登録の取消に係る要件に該当する場合には、取消しをしようとする理由等の公⽰

等経て、登録が取り消されます。 
 
（１）登録の取消しを⾏う旨の公⽰［GI 法第 22 条第１項第 2 号及び第 3 号に係る部分に限る］ 

登録の取消が⾏われるときは、あらかじめ以下の事項が農林⽔産省ホームページに公⽰され、当該公⽰に
対する意⾒書の提出期間（公⽰の⽇から３か⽉間）が設けられます。 

① 登録番号及び登録の年⽉⽇ 
② 登録⽣産者団体の名称及び住所並びに登録⽣産者団体の代表者（法⼈でない登録⽣産者団体

の場合は、代表者⼜は管理⼈）の⽒名 
③ 特定農林⽔産物等の区分 
④ 登録に係る特定農林⽔産物等の名称 
⑤ 取消し事項及び取消しをしようとする理由 

 
（２）学識経験者委員会の実施［GI 法第 22 条第１項第 2 号及び第 3 号に係る部分に限る］ 

（１）の意⾒書提出期間後、提出された意⾒書の内容を学識経験者に⽰したうえで、この登録の取
消しが GI 法第 22 条第１項第２号及び第３号に掲げる場合に該当するか否かについて意⾒聴取が⾏わ
れます。 

 
（３）登録の取消し及び公⽰ 

（１）及び（２）の⼿続を経て登録の全部⼜は⼀部を取り消すこととなった場合は、特定農林⽔産
物等登録簿の登録の全部⼜は⼀部が消除されます。 

取消しを⾏ったときは、その旨を取消しに係る登録⽣産者団体に通知する（審査要領別記様式 23）
とともに、（１）に掲げる事項が農林⽔産省ホームページに公表されます。 

 


