
商標の操作

商標の操作方法を説明しています。

● 照会したい文献の番号がわかる場合は、「5.1 文献番号で商標を照会する【商標番号照会】」
（P.104）をご参照ください。

● 照会したい文献の番号がわからない場合やキーワードで検索したい場合は、「5.2 キーワードで
商標を検索する【商標検索】」（P.107）をご参照ください。

● 審決の検索方法については、「2.8 審決・判決公報を検索する【審決検索】」（P.51）をご参照く
ださい。

● 経過情報の参照方法については、「2.3 経過情報を参照する」（P.36）をご参照ください。

● 画面の項目説明はヘルプをご参照ください。

5.1  文献番号で商標を照会する【商標番号照会】....................................104

5.2  キーワードで商標を検索する【商標検索】 .......................................107

5.3  周知・著名な商標を検索する【日本国周知・著名商標検索】.........115

5.4  登録できない標章を検索する【不登録標章検索】............................118

5.5  図形等分類を照会する【図形等分類表】 ...........................................120

5.6  指定商品・役務名、区分、類似群コードを検索する【商品・役務名検索】
..................................................................................................................126



5.1 文献番号で商標を照会する
【商標番号照会】

出願番号などの文献番号を入力して商標の公報を照会する方法を説明します。

操作例

商標登録番号「5052317」を照会する。
 

1. グローバルナビゲーションから「商標」-「商標番号照会」を選択します。

⇒「商標番号照会」画面が表示されます。

1.

2.

3.

2. 検索条件を入力します。
ここでは以下を入力します。

●「検索対象種別」で「公報」を選択します。

●「入力種別」で「番号入力」を選択します。

●「番号種別」で「登録番号」を選択します。

●「番号」に「5052317」を入力します。
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3. 「照会」ボタンを押します。

⇒「検索結果一覧」画面が表示されます。

3.

4.

5.1 文献番号で商標を照会する【商標番号照会】 
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4. 参照したい公報の文献番号のリンクを選択します。
ここでは「登録番号/国際登録番号」列の「商標公報 5052317」を選択します。

⇒「公報表示」画面が表示されます。
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5.2 キーワードで商標を検索する
【商標検索】

商標名や称呼などのキーワードから、出願・登録情報又は公報を検索する方法を説明します。
以下の検索条件で検索する方法について説明します。

●「商標名で検索する」（P.107）

●「称呼で検索する」（P.112）

商標名で検索する

商標名で出願・登録情報を検索する方法を説明します。

操作例

「J-PlatPat」が、印刷物の商標として出願・登録されているか調べる。
 

5.2 キーワードで商標を検索する【商標検索】 
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1. グローバルナビゲーションから「商標」-「商標検索」を選択します。

⇒「商標検索」画面が表示されます。

1.

2.

3.

2. 検索条件を入力します。
ここでは以下を入力します。

●「検索対象種別」で「出願･登録情報」を選択します。

●「商標(マーク)」の「検索項目」で「商標(検索用)」を選択します。

●「商標(マーク)」の「キーワード」に「J-PlatPat」を入力します。

●「商品・役務」の「検索項目」で「類似群コード」を選択します。

●「商品・役務」の「キーワード」に印刷物の類似群コード「26A01」を入力します。
類似群コードの検索方法は、「5.6 指定商品・役務名、区分、類似群コードを検索する

【商品・役務名検索】」（P.126）をご参照ください。
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「商標（検索用）」（P.143）、「類似群コード」（P.145）

3. 「検索」ボタンを押します。

⇒「検索結果一覧(出願･登録情報)」画面が表示されます。

3.

4.

5.2 キーワードで商標を検索する【商標検索】 
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4. 参照したい「出願番号／登録番号／国際登録番号」列のリンクを選択します。

⇒「商標出願・登録情報」画面が表示されます。

J-PlatPat 操作マニュアル
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▶ ヒント 

ステータスとは

TM5（日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州連合知的財産庁、韓国特許庁、中国国家知識産
権局）で共通化された案件ごとの現在の状態（出願中、登録等）を示すものです。
日本において表示されるステータスは、国内商標については 15 種、国際商標については 12
種あります。例えば、以下のようなステータスアイコンとステータス表記が表示されます。

ステータス 意味

存続－出願－審査待ち
商標出願が官庁に受け付けられており、審査
官に割り振られていない。

存続－登録－継続
商標出願が官庁に登録されている。

消滅－登録－権利満了
商標出願は登録されたが、その後、権利が正
常に維持されなかったため登録が取り消され
た。

上記以外のステータスとその意味については、ヘルプをご参照ください。
 

5.2 キーワードで商標を検索する【商標検索】 
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称呼で検索する

文字を含む商標を読み方（称呼）で検索する方法を説明します。

「称呼」（P.143）

操作例

「プラットパット」に類似する読み方の商標が、印刷物の商標として出願・登録されているか調
べる。
 

1. グローバルナビゲーションから「商標」-「商標検索」を選択します。

⇒「商標検索」画面が表示されます。

1.

2.

3.

J-PlatPat 操作マニュアル
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2. 検索条件を入力します。
ここでは以下を入力します。

●「検索対象種別」で「出願・登録情報」を選択します。

●「商標(マーク)」の「検索項目」で「称呼(類似検索)」を選択します。

●「商標(マーク)」の「キーワード」に、「プラットパット」を入力します。

●「商品・役務」の「検索項目」で「類似群コード」を選択します。

●「商品・役務」の「キーワード」に、印刷物の類似群コード「26A01」を入力します。
類似群コードの検索方法は、「5.6 指定商品・役務名、区分、類似群コードを検索する

【商品・役務名検索】」（P.126）をご参照ください。

3. 「検索」ボタンを押します。

⇒「検索結果一覧(出願･登録情報)」画面が表示されます。

3.

5.2 キーワードで商標を検索する【商標検索】 
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▶ ヒント 

称呼での商標検索について

称呼での商標検索では、完全一致する称呼を検索対象にした単純文字列検索と、音や響きが
似た称呼を検索対象にした類似検索があります。
称呼での商標検索に使用する文字の入力については、「商標検索」画面の上部にある「利用上
の注意」のリンクを選択してご参照ください。

● 単純文字列検索
完全一致検索を行いますが、ワイルドカード（?）を使うことで部分一致検索ができます。
ワイルドカードについては、「付.A 検索のコツ」（P.132）をご参照ください。

● 類似検索
検索キーワードに類似した称呼がヒットします。類似の判断基準は検索結果一覧の「称呼
基準」列に番号で表示されます。称呼基準については、「商標検索」画面の上部にある「利
用上の注意」のリンクを選択してご参照ください。
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5.3 周知・著名な商標を検索する
【日本国周知・著名商標検索】

商標名や権利者などのキーワードから防護標章として登録されている商標及び異議決定・審判・判
決において周知･著名な商標と認定された登録商標を検索する方法を説明します。

「周知・著名商標」（P.143）、「防護標章」（P.145）

操作例

読み方「グリコ」で周知・著名な商標を検索する。
 

1. グローバルナビゲーションから「商標」-「日本国周知･著名商標検索」を選択します。

⇒「日本国周知･著名商標検索」画面が表示されます。

1.

2.

3.

2. 検索条件を入力します。
ここでは以下を入力します。

●「検索キーワード」の「検索項目」で「読み方(片仮名)」を選択します。

●「検索キーワード」の「キーワード」に「グリコ」を入力します。

5.3 周知・著名な商標を検索する【日本国周知・著名商標検索】 
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3. 「検索」ボタンを押します。

⇒「検索結果一覧」画面が表示されます。

3.

4.

J-PlatPat 操作マニュアル
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4. 参照したい「登録番号／国際登録番号」列のリンクを選択します。

⇒「日本国周知・著名商標」画面が表示されます。

▶ ヒント 

周知・著名な商標を一覧表示するには

J-PlatPat に登録されている周知・著名な商標を全て表示するには、「日本国周知･著名商標
検索」画面で「全件一覧表示」ボタンを押します。

 

5.3 周知・著名な商標を検索する【日本国周知・著名商標検索】 
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5.4 登録できない標章を検索する
【不登録標章検索】

称呼や文献番号などのキーワードから商標法上、登録できない標章を検索する方法を説明します。

「不登録標章」（P.144）、「称呼」（P.143）

操作例

称呼「ボルドー」が不登録標章かどうかを調べる。
 

1. グローバルナビゲーションから「商標」-「不登録標章検索」を選択します。

⇒「不登録標章検索」画面が表示されます。

1.

2.

3.

2. 検索条件を入力します。
ここでは以下を入力します。

●「検索対象種別」で「全て」を選択します。

●「検索キーワード」の「検索項目」で「称呼(単純文字列検索)」を選択します。

●「検索キーワード」の「キーワード」に「ボルドー」を入力します。

J-PlatPat 操作マニュアル
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3. 「検索」ボタンを押します。

⇒「検索結果一覧」画面が表示されます。

3.

4.

4. 参照したい「WTO 登録番号」列の登録番号のリンクを選択します。

⇒「不登録標章（WTO 原産地名称）」画面が表示されます。

▶ ヒント 

不登録標章を一覧表示するには

J-PlatPat に登録されている不登録標章（WTO 原産地名称又は大臣指定マーク）を全て表
示するには、「不登録標章検索」画面で「全件一覧表示（WTO 原産地名称）」ボタン、又は

「全件一覧表示（大臣指定マーク）」ボタンを押します。
 

5.4 登録できない標章を検索する【不登録標章検索】 
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5.5 図形等分類を照会する
【図形等分類表】

図形等分類の照会方法を説明します。

「図形等分類」（P.144）

図形等分類を照会するには、以下の方法があります。

●「図形等分類表のツリーを選択して図形等分類を照会する」（P.120）

●「キーワードで図形等分類を検索する」（P.124）

図形等分類表のツリーを選択して図形等分類を照会する

細分化図形等分類表（大・中・小分類表）のツリーから、図形等分類を選んでいく照会方法につい
て説明します。

操作例

「楕円」の図形等分類を照会する。
 

J-PlatPat 操作マニュアル
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1. グローバルナビゲーションから「商標」-「図形等分類表」を選択します。

⇒「図形等分類表」画面が表示されます。

1.

2.

3.

4.

5.

省略しています・・・

2. 「図形等分類照会」タブが表示されていることを確認します。

5.5 図形等分類を照会する【図形等分類表】 
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3. 照会したい大分類を選択します。
ここでは楕円を照会するので、「細分化図形等分類表(大・中・小分類表)」で「26 幾何図形
及び立体的幾何図形」を選択します。

⇒「26 幾何図形及び立体的幾何図形」の分類が展開されます。

4. 照会したい中分類を選択します。
ここでは楕円を照会するので、「細分化図形等分類表(大・中・小分類表)」で「26.1 円、楕
円」を選択します。

⇒「26.1 円、楕円」の分類が展開されます。

5. 照会したい小分類を確認します。
「楕円」の分類は「26.1.2」であることがわかります。
照会した分類での商標検索ができます。詳細は次のヒントをご参照ください。
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▶ ヒント 

照会した図形等分類を使って商標を検索するには

照会した図形等分類（「26.1.2」楕円）をセットして商標を検索する方法について説明しま
す。

(1) 「図形等分類表」画面で照会した図形等分類のリンクを選択します。

(2)

(1)

選択した分類が「図形等分類」欄に自動で入力されます。

(2) 「商標検索にセット」ボタンを押します。
「商標検索」画面が表示されます。
「図形等分類」欄に入力した全ての図形等分類が、「商標検索」画面の「商標(マーク)」
に自動的にセットされます（「検索項目」は「図形等分類」になります）。

「商標検索」画面での検索方法については、「5.2 キーワードで商標を検索する
【商標検索】」（P.107）をご参照ください。

 

5.5 図形等分類を照会する【図形等分類表】 
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キーワードで図形等分類を検索する

図形等分類をキーワードで検索する方法について説明します。

操作例

「めがね」の図形等分類を検索する。
 

1. グローバルナビゲーションから「商標」-「図形等分類表」を選択します。

⇒「図形等分類表」画面が表示されます。

1.

2.

4.
3.

2. 「キーワード検索」タブを選択します。

3. 「キーワード」を入力します。
ここでは以下を入力します。

●「キーワード」に「めがね」を入力します。
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4. 「検索」ボタンを押します。

⇒「検索結果一覧」画面が表示されます。
検索結果に目的の分類が表示されない場合は、ほかの表現で検索します。例えば、「ぼう
し」で検索してヒットしなかった場合は、「帽子」や「ハット」など複数の書き表し方で
検索することをお勧めします。

4.

5.

5. 「図形等分類」列のリンクを選択します。

⇒「図形等分類照会」タブのツリーに切り替わり、選択した図形等分類がハイライト表示さ
れます。

照会した分類での商標検索ができます。
詳細は「照会した図形等分類を使って商標を検索するには」（P.123）をご参照くださ
い。

5.5 図形等分類を照会する【図形等分類表】 
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5.6 指定商品・役務名、区分、類似群コー
ドを検索する【商品・役務名検索】

商品・役務名から指定商品・役務名、区分、類似群コードを検索する方法を説明します。

「区分」（P.143）、「類似群コード」（P.145）

操作例

「印刷物」が含まれる商品・役務名を検索する。
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1. グローバルナビゲーションから「商標」-「商品･役務名検索」を選択します。

⇒「商品･役務名検索」画面が表示されます。

1.

2.

3.

5.6 指定商品・役務名、区分、類似群コードを検索する【商品・役務名検索】 
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2. 検索条件を入力します。
ここでは以下を入力します。

●「国際分類版（期間）」で最新の国際分類（最上段が最新）を選択します。

●「データ種別」で「類似商品･役務審査基準」を選択します。

●「使用する言語」で「日本語」を選択します。

●「検索キーワード」の「商品･役務名」に「印刷物」を入力します。

3. 「検索」ボタンを押します。

⇒「検索結果一覧」画面が表示されます。

3.

「商品･役務名(日本語)」の列を確認します。
検索にヒットした区分や類似群コードでの商標検索ができます。詳細は次のヒントをご
参照ください。

▶ ヒント 

検索にヒットした区分や類似群コードを使って商標を検索するには

類似群コード（26A01）をセットして商標を検索する方法について説明します。

(1) 「5.6 指定商品・役務名、区分、類似群コードを検索する【商品・役務名検索】」
（P.126）で検索した「類似群コード」列のリンクを選択します。
ここでは「26A01」のリンクを選択します。
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(2)

(1)

「検索結果一覧」画面の上部にある「類似群コード」欄に、「26A01」が自動で入力
されます。
類似群コードを複数個セットする場合は、セットする類似群コードのリンクを続けて
選択します。

(2) 「商標検索にセット」ボタンを押します。
「商標検索」画面が表示されます。
「類似群コード」欄に入力した全ての類似群コードが、「商標検索」画面の「商品・役
務」に自動的にセットされます（「検索項目」は「類似群コード」になります）。

商標検索の操作については、「5.2 キーワードで商標を検索する【商標検索】」
（P.107）をご参照ください。
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