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１．はじめに 

 下記に磯田特許事務所（以下「弊事務所」といいます。）が提供する業務に係る基

本的な料金表を提示させて頂きます。 

 本来、これらの業務は、個々の案件ごとに業務内容、業務量、難易度、緊急性等

が異なるものであり、一律の料金体系で処理することが困難であることから、従来、

項目が細分化した複雑な料金体系が広く採用されておりました。この点、弊事務所

の料金体系におきましても、未だ複雑であることは否めませんが、従来のタイプ代

（印書代）や電子化料（オンライン手数料）を廃止し、少しでも簡素化するよう心

掛けました。 

 様々な観点から発明の権利化を図るためには、異なる表現や概念で請求項を記載

する必要があり、請求項の数が増加することは避けられませんが、弊事務所では、

請求項の単価を大幅に減額し、多数の請求項による強い権利化をサポートするよう

に致します。 

 また、訴訟及び無効審判等の係争関係につきましては、提携する法律事務所と協

力体制で臨みますので、その都度ご相談ください。 

 なお、下記料金には消費税は含まれておらず、別途請求させて頂きます。また、

各手続きには、別途印紙代が発生する場合があります。下記項目に該当しない業務

については、業務内容、業務量、難易度、緊急性等を考慮して貴社と協議したうえ

で、その費用を請求させて頂くことになります。 

 

２．特許・実用新案 

（１）出願 

①国内特許出願 

受任料 150,000 円 

請求項作成料 5,000 円/項 

明細書作成料 15,000 円/頁 

図面作成料 実費（平均 4,000 円） 

配列表の加工手数料 実費 

②国内優先権出願、分割出願、変更出願又は日本語でされた国際特許出願の場合 

受任料 150,000 円 

先の出願の件数当たり加算額（国内優先権出願） 25,000 円/件 

先の出願、親出願、変更前出願又は国際出願を代理

していない場合の加算額 

50,000 円 

追加、変更した部分に対する請求項、明細書及び図

面作成料 

実費 
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③外国語でされた国際特許出願又は外国出願を基礎とする日本出願 

受任料 200,000 円 

受任料 200,000 円 

④実用新案登録出願 

特許出願に準じ算出した金額に対し０．８を乗じた額 

⑤出願関連料金 

中途受任料 100,000 円 

新規性喪失の例外の証明書作成料 30,000 円～ 

分割出願の上申書 60,000 円 

国内書面 10,000 円 

翻訳文提出 10,000 円 

共願者割増料 5,000 円/人 

特急料金（受任から１週間以内で案作成の依頼） 5 割増 

翻訳料 実費 

印紙（特許出願） 15,000 円 

印紙（外国語特許出願） 24,000 円 

交通費、通信費 実費 

相談料*1 30,000 円/時間 

 ＊１：出願に至った場合は５時間を超えた分の相談料を請求させて頂きます。 

（２）中間 

①審査請求、実用新案技術評価 

審査請求手数料 10,000 円 

印紙（審査請求） 基本 118,000 円 

請求項加算 4,000 円/項 

早期審査手数料 （先行技術との対比なし） 30,000 円～ 

（先行技術との対比あり） 55,000 円～ 

優先審査手数料 100,000 円～ 

技術評価請求手数料 10,000 円 

②意見書 

意見書作成料 基本料金 60,000 円 

拒絶対象請求項加算額 10,000 円/項 

引用文献加算額 5,000 円/件 

審査官との面接 50,000 円～ 

③手続補正書 

手続補正書作成料 基本料金 60,000 円 
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増加、変更請求項作成料 5,000 円/項 

増加、変更明細書作成料 5,000 円/頁 

④拒絶査定不服審判 

審判請求書作成料 基本料金 100,000 円 

拒絶対象請求項加算額 10,000 円/項 

引用文献加算額 5,000 円/件 

印紙（審判請求） 基本 49,500 円 

請求項加算 5,500 円/項 

審判官との面接 50,000 円～ 

早期審理手数料 10,000 円 

前置報告を利用した審尋に対する回答書作成料 意見書作成料に準ずる 

⑤訂正審判 

訂正審判請求書作成

料 

基本料金 200,000 円 

変更請求項作成料 10,000 円/項 

印紙（審判請求） 基本 49,500 円 

請求項加算 5,500 円/項 

訂正拒絶理由に対する意見書作成料 150,000 円～ 

⑥中間関連料金 

期間延長 10,000 円 

共願者割増料 5,000 円/人 

文献代 白黒（50 枚を超える部分） 10 円/枚 

カラー 50 円/枚 

ＰＤＦ（メール又はＣＤ） 100 円/件 

交通費、通信費 実費 

拒絶理由コメント作成料*1 30,000 円 

 ＊１：拒絶理由に対応した場合は請求することはありません。 

（３）登録・謝金 

登録料納付手数料 10,000 円 

印紙（１～３年分登

録料） 

基本 6,900 円 

請求項加算 200 円/項 

謝金（出願） 基本料金 100,000 円 

請求項加算額（１～１０項） 10,000 円/項 

請求項加算額（１１項～） 5,000 円/項 

謝金（訂正審判） 基本料金 100,000 円 

変更請求項加算額 10,000 円/項 
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３．意匠 

（１）出願 

受任料 90,000 円 

意匠並びに意匠に係る物品の説明 10,000 円 

図面作成料 実費（平均 5,000 円） 

中途受任料 50,000 円 

新規性喪失の例外の証明書作成料 30,000 円～ 

共願者割増料 5,000 円/人 

特急料金（受任から１週間以内で案作成の依頼） 5 割増 

印紙（意匠出願） 16,000 円 

交通費、通信費 実費 

相談料*1 30,000 円/時間 

 ＊１：出願に至った場合は３時間を超えた分の相談料を請求させて頂きます。 

（２）中間 

意見書作成料 60,000 円 

手続補正書作成料 60,000 円 

審査官との面接 50,000 円～ 

補正却下の決定に対する審判事件 120,000 円 

拒絶査定不服審判 190,000 円 

（３）登録・謝金 

登録料納付手数料 10,000 円 

印紙（１～３年次登録料） 8,500 円/年 

謝金 65,000 円 
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４．商標 

（１）出願 

受任料（防護標章登録出願も同じ） 60,000 円 

２区分目以降の加算額 42,000 円/区分 

商品、役務に関する説明 10,000 円/区分 

商標見本作成料 実費 

中途受任料 30,000 円 

出願の変更（団体と通常、防護標章と通常） 24,000 円 

出願の分割 55,000 円 

団体商標出願人的適格確立証書面の提出 20,000 円 

商標調査（１類似群） 30,000 円～ 

共願者割増料 5,000 円/人 

印紙（商標出願） 基本 3,400 円 

区分加算 8,600 円/区分 

交通費、通信費 実費 

相談料*1 30,000 円/時間 

 ＊１：出願に至った場合は３時間を超えた分の相談料を請求させて頂きます。 

（２）中間 

意見書作成料 １区分目 60,000 円 

２区分目以降の加算額 40,000 円/区分 

手続補正書作成料

  

１区分目 60,000 円 

２区分目以降の加算額 40,000 円/区分 

審査官との面接 50,000 円～ 

補正却下の決定に対する審判事件 120,000 円 

拒絶査定不服審判 190,000 円 

（３）登録・謝金 

登録料納付手数料 10,000 円 

印紙 １０年分 37,600 円/区分 

分割（５年毎） 21,900 円/区分 

謝金 １区分目 42,000 円 

２区分目以降の加算額 31,000 円/項 

商標権存続期間更新

登録申請 

１区分目 10,000 円 

２区分目以降の加算額 10,000 円/区分数 
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５．国際出願・外国出願 

（１）国際出願 

受任料（日本語） 200,000 円 

受任料（外国語） 250,000 円 

請求項作成料（追加、変更した部分） 5,000 円/項 

明細書作成料（追加、変更した部分 10,000 円/頁 

図面作成料（追加、変更した部分） 実費（平均 5,000 円） 

配列表の加工手数料（追加、変更した部分） 実費 

優先権の主張 １件目 13,000 円 

２件目以降 6,000 円/件 

先の出願の件数当たり加算額 25,000 円/件 

先の出願等を代理していない場合の加算額 50,000 円 

共願者割増料 5,000 円/人 

特急料金（受任から１週間以内で案作成の依頼） 5 割増 

翻訳料 実費 

交通費、通信費 実費 

相談料*1 30,000 円/時間 

 ＊１：出願に至った場合は５時間を超えた分の相談料を請求させて頂きます。 

（２）外国出願（国際出願からの移行を含む） 

受任料（欧州以外） 200,000 円 

受任料（欧州） 270,000 円 

優先権の主張 １件目 17,000 円 

２件目以降 6,000 円/件 

先の出願の件数当たり加算額 25,000 円/件 

先の出願等を代理していない場合の加算額 50,000 円 

現地代理人との対応 10,000 円/action 

拒絶理由に対する見

解作成料 

基本料金 60,000 円 

拒絶対象請求項加算額 10,000 円/項 

引用文献加算額 5,000 円/件 

共願者割増料 5,000 円/人 

特急料金（受任から１週間以内で案作成の依頼） 5 割増 

翻訳料 実費（英訳：50 円/word） 

交通費、通信費 実費 

相談料*1 30,000 円/時間 

 ＊１：出願に至った場合は５時間を超えた分の相談料を請求させて頂きます。 
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６．その他 

出願人名義変更届（１件当り） 23,000 円 

住所､住居表示､氏名､商号､印鑑等の変更届 10,000 円 

代理人受任届、その他申請書提出 10,000 円 

既納手数料返還請求 10,000 円 

包袋閲覧 オンライン申請 3,000 円 

紙 10,000 円 

コピー代 白黒 10 円/枚 

カラー 50 円/枚 

 

 


