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〔商標制度の概要〕 
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・事業者が 

・自己の商品・役務（サービス）と他人の 

 商品・役務（サービス）を区別するために 

・使用するマーク 

商標とは、 

商標とは？ 
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商標権は、マークとそのマークを使用する 

商品・サービスとのセットで一つの権利 

商標権 
マーク 

（文字・図形等） 

使用する 

商品・サービス 

＋
 

商標権の構成 

＝ 

（指定商品・役務） 
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同一 

類似 

非類似 

専用権 

禁止権 

× 

禁止権 

禁止権 

× 

× 

× 

× 

同一 類似 非類似 

指定商品又は役務 

商標 

商標権の効力が 

及ぶ範囲 

商標権 
専用権 

禁止権 

他人が 

他人が 

他人が 

登録商標と類似する商標を 指定商品（役務）と類似する商品（役務）に 使用した場合 侵害 

登録商標と類似する商標を 指定商品（役務）と非類似の商品（役務）に 使用した場合 侵害に当たらず 

登録商標と非類似の商標を 指定商品（役務）と類似する商品（役務）に 使用した場合 侵害に当たらず 

自分が登録商標を独占的に使用し、 

他人が登録商標を使用することを排除できる権利 

他人が登録商標と類似する範囲で商標を使用する
ことを排除できる権利 

商標権の効力が及ぶ範囲 
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商標権侵害への対応 ＊但し先使用権や効力制限がある場合を除く 

(１)侵害者・侵害の恐れがある者に対する使用 
  差止・予防請求（36条） 

(２)商標が付された商品や製造設備の廃棄・除   
  却等を請求（36条）(1)と共にのみ 

(３)商標権者に生じた損害の賠償を請求 （民法709条） 

登録商標の効果 

(４)不当利得返還請求（民法703条）    
  信用回復措置（39条） 
  刑事責任追及（78条、78条の2） 

商 

標 

権 

侵 

害 

(５)輸入差止め申立て（関税法69条の13） 
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〔地域団体商標制度の概要〕 
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地域団体商標制度の創設 

 地域団体商標＝ 
    「地域名＋商品(サービス)名」 

 

２００６年４月１日受付開始 

地域ブランドの保護による 

地域経済の活性化を支援 

 一定範囲の周知性があれば文字のみで登録 
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地域団体商標の出願・登録状況 
２016年10月31日現在 

出願件数（合計）：１１４７件（外国：９件） 

登録件数（合計）：５９８件（外国：３件） 

野菜 米 果実 食肉・牛・鶏 

56件 7件 45件 59件 

水産食品 加工食品 牛乳・乳製品 調味料 

45件 54件 6件 16件 

菓子 麺類・穀物 茶 酒 

11件 12件 16件 13件 

清涼飲料 植物 
織物・被服 

・布製品・履物 
工芸品・かばん 

・器・雑貨 

1件 3件 57件 81件 

焼物・瓦 おもちゃ・人形 
仏壇・仏具 

・葬祭用具・家具 
貴金属製品 

・刃物・工具 

28件 15件 37件 9件 

木材・石材・炭 温泉 
サービスの提供 

（温泉を除く） 

14件 42件 18件 

一登録で複数の産品を指定している案件があるため、登録数と産品別の累計数は異なります。 

産品別登録内訳一覧 
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地域団体商標取得のメリット 

日本全国で商標使用が独占できる。 

他人による商標使用が排除できる。 

地域団体商標は権利者による独占的な使用が認められます。もし、他人が使用
していれば警告・その他法的措置を執ることができます。 

地域全体や構成員の結束強化・ブランド意識の向上 

模倣品被害の軽減 

商品・サービスの宣伝・イメージアップ 

地域団体商標の取得には地域のまとまりが大切な要素です。取得がきっかけで、地域が
まとまったといった声や関係者のブランド意識に変化がでてきたという声もでています。 

地域団体商標を取得していることで、警告や権利行使が可能となり、模倣品の抑制効果
が期待できます。 

商標権を取得しているブランドであることをアピールすることで、取引先・消費者も安
心して取引・消費することができるため、商品・サービスの宣伝・イメージアップにつ
ながります。 
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①法的効果 -ライセンス契約- 

織物 

・大手企業や官公庁とのタイアップ条件として商標権の取得 

・地団権利取得はビジネスにとって大きなメリット 

茶 

・大手飲食料品メーカーとライセンス契約締結 

麺の提供 

・企業の食堂での提供について企業とライセンス契約締結 

地域団体商標取得のメリット 
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②法的効果 –不正使用の防護策- 

家具 

  ・不正に商標を使用した店舗の開店の未然防止 

衣類、仏壇 

  ・商標(名称)の不正使用の減少 

家具、ソウルフード、温泉業 

  ・類似品・模倣品（サービス）への権利主張 

地域団体商標取得のメリット 
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   ③差別化効果 -商品・サービス訴求力の増大-売上げの増加- 

果物（みかん） 

  ・権利取得をきっかけに県内の学校給食に採用 

飲食物の提供 

  ・権利取得後にサイト検索数が過去最高(前月比約40%アップ） 

   ・マスコミに取り上げられる機会も増加 

野菜（トマト） 

  ・統一した名称の使用により信用蓄積、首都圏大手スーパーでも統
一名称で取り扱い 

  ・権利取得前と取得後の売上金額変化  

地域団体商標取得のメリット 
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果物（梨） 

・地域団体商標を取得していたことから、大手のパンメーカーとの共同商品開発が実
現。ジャムとして採用され、全国展開につながった 

・権利取得後は、地元消費量、全国発送量ともに増え、権利取得以前より売り上げが
15％増 

ハム 

  ・権利取得後、平成１９年から平成２７年までに、販売量４１％増 

  ・2007年（Ｈ１９）88,442本 → 2015年（Ｈ２７）124,920本 

地域団体商標取得のメリット 

   ③差別化効果 -商品・サービス訴求力の増大-売上げの増加- 

野菜（長いも） 

  ・出願補助金を活用し、海外でも商標を取得 

  ・ある国では、平成11年から平成26年までに、輸出額が3.6倍の７億5千万円に拡大 
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地域団体商標の 

権利を取得するには 
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地域団体商標の主な登録要件の概要 

１．登録主体 
 ①事業協同組合等の組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人 

  ②上記に相当する外国の法人  

２．商標の構成 
 「地域の名称」と「商品（サービス）名」等の組み合わせからなる 

３．地域の名称と商品（役務）との関連性 
 「地域の名称」が商品の生産地に該当する等の「地域の名称」と「商品（サー

ビス）」が関連性を有する 

４．周知性 
 日本国内で出願人又はその構成員の使用により、これらの者の商標として広く
知られている 
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【ポイント】 
出願人が複数の場合、出願人全員が主体要件を満たしていることが必要 

 ◆証明書は全員提出 

※出願人の構成員に使用させる商標であることが必要 

１ ． 登録主体 

いずれかの団体に該当すること 

 ①事業協同組合等の特別の法律により設立された組合 

 ②商工会 

 ③商工会議所 

 ④特定非営利活動法人 

 ⑤上記に相当する外国の法人 
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○事業協同組合等に相当する外国の法人について 
次の①、②及び③を確認する。 
① 出願の際に提出された設立根拠法の写し又は願書に記載された設立根拠法の該当条文
（これに準じる法令、通達、判例その他の公的機関が定めた文書で代替することが可能。以下
「設立根拠法の写し等」という。）において、構成員の共同の利益の増進を目的とする旨の定め
があること。 
   なお、設立根拠法の写し等が当該国の制度上存在しない場合には、出願人に対し、定款
（法人の目的、内部組織、活動等に関する根本規則。以下同じ。）の提出を求め、当該定款に
おいて上記に定める要件を満たしていること。 
② 出願人が法人であることを公的機関が証明した書面（例：法人証明書等）において、出願人
が法人格を有すること。 
③ 設立根拠法の写し等において、加入自由の定めがあること。 

１ ． 登録主体（外国の法人の場合） 

商標審査基準抜粋 
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１ ． 登録主体（外国の法人の場合） 

○商工会又は商工会議所に相当する外国の法人について 
次の①、②及び③を確認する。 
① 設立根拠法の写し等において、商工業の改善発達を図ることを目的とする旨及び営利を目
的としない旨の定めがあること。 
   なお、設立根拠法の写し等が当該国の制度上存在しない場合には、出願人に対し、定款
の提出を求め、当該定款において上記に定める要件を満たしていること。 
② 出願人が法人であることを公的機関が証明した書面（例：法人証明書等）において、出願人
が法人格を有すること。 
③ 設立根拠法の写し等において、加入自由の定めがあること。 

○特定非営利活動法人に相当する外国の法人について 
次の①、②及び③を確認する。 
① 設立根拠法の写し等において、営利を目的としない旨及び不特定かつ多数のものの利益の
増進に寄与することを目的とし、特定非営利活動促進法第２条別表各号に掲げる活動のいず
れかに該当する活動を行う旨の定めがあること。 
   なお、設立根拠法の写し等が当該国の制度上存在しない場合には、出願人に対し、定款
の提出を求め、当該定款において上記に定める要件を満たしていること。 
② 出願人が法人であることを公的機関が証明した書面（例：法人証明書等）において、出願人
が法人格を有すること。 
③ 設立根拠法の写し等において、加入自由の定めがあること。 
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参考（特定非営利活動促進法） 

別表 （第二条関係）  

 一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

二 社会教育の推進を図る活動 

三 まちづくりの推進を図る活動 

四 観光の振興を図る活動 

五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

七 環境の保全を図る活動 

八 災害救援活動 

九 地域安全活動 

十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

十一 国際協力の活動 

十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

十三 子どもの健全育成を図る活動 

十四 情報化社会の発展を図る活動 

十五 科学技術の振興を図る活動 

十六 経済活動の活性化を図る活動 

十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

十八 消費者の保護を図る活動 

十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動  
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【ポイント】 

 ① 商標が文字のみであること 

 ② 商標の構成文字が図案化されていないこと 

 ③ 「地域の名称」と「商品名」等の組み合わせであること 

 ④ 商標全体が普通名称でないこと 

※適当ではない商標例 【商標】 

東京オリーブ 

枠線で囲まれており、
文字のみで表していな
い 

【商標】高級東京オリーブ 

「高級」は、地域の名称でも商品
の普通名称、慣用名称、商品の産
地を表示する際に慣用されている
文字でもない。 

商品（役務）の普通名称 

地域の名称 

商品（役務）の慣用名称 

又は 

産地等を表示する 

際に付される文字 

として慣用されて 

いる文字（本場、 

特産、名産、○○ 

産、○○の） 

２．商標の構成 

「地域の名称」と「商品（サービス）名」等の組み合わせからなること 
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①出願人 

（構成員） 
②商 標 

③商品 

（サービス） 
が をつけた 

をその地域におい
て生産（提供）・
使用している事実 

①～③のすべてを満たしている状況を確認できる証拠書類が必要 

（例）新聞記事 

台湾□□組合（出願人又は構成員）から台北の特産品「豚肉」（商
品）が日本に輸入された。台北産の豚肉は肉質が柔らかいうえに適度
な弾力性があると評判で、「台北ポーク」（商標）の商品名で普通の
豚肉と比べて２割程度の高値で日本国内の首都圏で販売されるという。 

地域の名称が出願前から商標の使用をしている商品（サービス）と密接な関
連性を有すること 

★地域との密接関連性を示す証拠書類の例 

 ①新聞、雑誌、書籍等の記事 

 ②公的機関等の証明書 

 ③パンフレット、カタログ、内部規則 

 ④納入伝票、注文伝票等の各種伝票類 

３-①地域との密接関連性 
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適当ではない指定商品の例 

商品「ハンバーグ」を「牛」とはいわ
ない 

   【商標】 

    ○○牛 

  【指定商品】 

◎ ○○産の牛肉    

× ○○産の牛肉を使用した 

  ハンバーグ      

   【商標】 

   ○○さば 

  【指定商品】 

× ○○で漁獲された 

  さばの加工水産物 

「さば」はサバの水産加工物の普通名称等とは認められない。（サ
バの加工水産物とは具体的に何か明確ではない）                 
→例えば、加工品であっても一般に「サバ」と称しているもの、例
えば、実際に使用している「サバの干物」に限定する。 

【指定商品（指定役務）】○○（地域の名称）産の□□（商品の名称） 

地域的な限定を付すこと 
商品の品質に誤認を生じさせるおそれが
ないこと 

地域団体商標は、商品の品質（役務の質）の誤認を生じさせるおそれがあるので、
指定商品（役務）は限定的に記載 

３ｰ②指定商品（役務） 
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日本国内の需要者（最終消費者又は取引事業者）の間に広く認識されていること 

例えば、商品又はサービスの種類および流通経路等に応じて一定範囲の需要者への認識が必要 

出願人（団体）及びその構成員が、商標を使用することに
よって、商標が出願人等のものとして、一定程度の需要者
の間に広く認識されていることが認められる資料を提出。 

 

【周知性を証明する資料の例】 

・出願人及びその構成員が出願前から商標を商品に付けて
いる資料 

・現在も出願人及びその構成員が商標を商品に付けている
資料 

・出願人及びその構成員の商品の販売量、市場シェア、販
売地域を示す資料 

・商品の広告宣伝の方法、回数、内容等を示す資料 

周知性を証明 

する資料 

①出願人名 

（構成員） 
＝ ＋ ②商標 ＋ ③商品（サービス）名 

①～③すべてが確認できる資料が有効 

４-① 日本における周知性 

例）広告の場合 

○○牛 

▲▲農業協同組合 

▲▲農業協同組合が定めた
基準に合格した牛肉のみ

○○牛の称号が得られます。 

②商標 

③商品（サービス）名 

①出願人名 

又はその構成員名 

※出願商標と使用商標は外観上同一であることが必要 
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【商標】 

台北焼 

【指定商品】 

台北地域に由来する製法で生産された陶
磁器製の皿・茶碗・傘立て 

皿・茶碗は周知性があるものの、傘立ては
周知性が確認ができない。（周知性につい
て商品ごとにその事実を証することが必
要） 

→例えば「傘立て」について使用している
事実を証明、あるいは指定商品の「傘立
て」を削除する。 

適当ではない例 

日本における周知
性は、指定商品ご
とに判断 

【商標】 

台北ポーク 

【指定商品】 

台北産の豚肉 

【出願人】 

○○○協同組合 

仮に「台北ポーク」は有名だが、出願人がこれを使用し、出
願人の豚肉を表す商標として認識されているか確認できない
場合 

→例えば、①出願人が、商品の包装・商品カタログなど当該出願商標
を使用している資料、②「台北ポーク」が付された商品が需要者に
よって広く認識されていることを示す資料（例えば出荷量、出荷先を
示す資料とその事実を示す伝票類、新聞・雑誌記事等）が必要。 

出願人又はその構成員の使用により「台北ポーク」が日本国内におい
て周知になったことを示す資料が必要であることに注意 

４-② 日本における周知性 



４-④ 日本における周知性 
（周知性の判断） 

周知性を証明する資料の具体例 

(1) 使用事実について 

出願商標を商品、商品の包装（出荷用段ボール箱等）又は役務に使用している写真、パンフレット、ウェブサイトの写し
等 

(2) 営業に関する事実（生産数量、販売地域、譲渡数量、売上高、使用期間等）について 

① 販売数量等が記載された注文伝票（発注書）、出荷伝票、納入伝票（納品書及び受領書）、請求書、領収書、仕切伝
票又は商業帳簿等 

② 生産数量等が記載された公的機関等（国、地方公共団体、在日外国大使館等）の第三者による証明書等 

(3) 宣伝広告の方法、内容及び回数、一般紙、業界紙、雑誌又はウェブサイト等における記事掲載の内容
及び回数について 

① 宣伝広告の内容が掲載されたパンフレット、ポスター、ウェブサイトの写し、観光案内、観光地図の写し等 

② 宣伝広告の量、回数等（パンフレットの配布先及び配布部数並びにウェブサイトの掲載期間等）が記載された広告業
者等との取引書類、証明書等 

③ 一般紙、業界紙、雑誌、地方自治体が発行する広報又はウェブサイト等における紹介記事 

(4) その他の事実について 

① 需要者を対象とした商標の認識度調査（アンケート）の結果報告書 

② 国や地方公共団体等の公的機関により優良商品として認定・表彰等された事実 
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①出願人である団体に加入しないで出願商標を使用している者がいる場合 
 １．使用している者が他の組合や商工会等であり、これらの団体も出願商標を相当程度使用している場合は、

出願人のみでは商標登録を受けることが困難。 
  ※これらの団体と共同して出願すれば登録が可能。 
 ２．使用している者が出願商標を相当程度使用していない場合や、商標を周知にしたと認められるものでな

ければ、出願人が登録を受けることが可能。 

Ａ協同組合 ○○推進協議会 

Ｂ自治体 
○○銘柄の認証 

○○の広告・販促 

○○商標の使用 

構
成
員 

○○推進協議会とＡ組合との関係を 

明らかにして、Ａ組合が商標登録を 

することについて○○推進協議会が 

同意する旨の書面を提出することで 

登録が可能 Ｃ支援企業 

Ａ組合名で出願 

周知性を有するか否かは、出願人及びその構成員による使用実績に加えて、これら以
外の者による使用の有無及びその状況を確認。 

②出願人を含めた地域ブランドを推進する協議会等が存在する場合 
  地域ブランドを推進している協議会等が存在するときは、通常、協議会全体の努力により地域ブランドを 

 育成する活動が行われていることが多い。この場合、協議会に参加している組合等を出願人とするときは、 

 以下のように協議会等の了解が必要。 

４-⑤ 日本における周知性 

（周知性の判断と第三者の関係） 
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地域団体商標の権利の特性 
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正当な第三者の使用の保護 

出願前からの使用者の保護 

<商標権の効力の及ばない範囲> 
 

表示されている態様からみて、商品の普通名
称や産地、品質等を普通に表示するにすぎず、
出所表示機能を果たしていないと認められる
商標については、商標権の効力が及ばない
（商標法２６条）ため、商標権の侵害にはな
りません 。 
→第三者の使用による表示態様からして、商 
 標的使用でない場合は、商標権の効力が及 
 びません。 

<地域団体商標に対する先使用権> 
 

地域団体商標が出願される前から、不正競争
の目的なく、継続して商標を使用している者
は、引き続きその商標を使用することができ
る（商標法３２条の２）。 
（注）地域団体商標の出願前からの使用を明 

   らかにする必要があります。「当該業 

   務を承継した者」についても認められ 

   ます。 

商品特性の表示としての使用 

※地域団体商標の権利者は、先使用権を有する者に
対し、混同の防止のための適当な表示をするよう
請求ができる（商標法３２条の２） 。 

※商標権の効力が及ばない事例 

 商標権：霞が関ピーマン 

 第三者の使用：霞が関産のピーマン 
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地域団体商標の権利の移転・使用権の設定 

合併その他の一般承継
による移転 

商標権の譲渡 

通常使用権の設定 

専用使用権の設定 

移 

転 

使
用
権
の
設
定 

（団体から使用許諾を受けた者の他、団体
の構成員の使用も可能） 

（設定行為で定めた範囲内において、独占
的に使用することができる権利。その範囲
では団体・構成員の使用も不可） 

地域団体商標 

に係る商標権 
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日台両国制度の比較 
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地域団体商標と産地証明標章、産地団体商標の比較 
  産地証明標章 産地団体商標 地域団体商標 

保護対象（物） 全ての商品・サービス 全ての商品・サービス 全ての商品・サービス 
保護対象 
（標章） 

地理の名称又は地理区域を含む、又は地理
区域を示すことのできる標識 

地理名称を含む、又は地理区域を示すこと
ができる標識 

「地域名」＋「商品又は役務名」の文字 

機能 

他人の商品役務の特定の産地を証明し、証
明されていない商品又は役務と区別する 

団体がその会員の提供するその産地の商品
役務を示し、これによって団体の会員でない
者が提供する商品又は役務と区別する 

団体又はその構成員が提供する商品又は
役務を示し、これによって団体以外の者が提
供する商品又は役務と区別する 

登録主体 
他人の商品役務を証明する能力を有する法
人、団体又は政府機関 

法人資格を有する同業組合、協会又はその
他の団体 

農協等の組合、商工会、商工会議所、ＮＰＯ
法人（法人格必要） 

主な登録要件 

・当該地理区域の商品役務が特定の品質、
名声又はその他の特性を具備していること 

・当該地理区域の商品役務が特定の品質、
名声又はその他の特性を具備していること 

・地域の名称と商品が関連性を有すること
（商品の産地等） 

・その特性が地理的要因に起因していること ・その特性が地理的要因に起因していること ・商標が需要者の間に広く認識されているこ
と 

品質管理 

使用規範書に産地証明標章の使用条件、及
び産地証明標章の使用を管理及び監督する
方法等の事項を明らかに定めること。使用規
範書に基づいて管理及び監督をしなかった
場合、産地証明標章の取消し事由に該当す
る 

使用規範書に産地団体商標の使用条件、及
び産地団体商標の使用を管理及び監督する
方法等の事項を明らかに定めること。使用規
範書に基づいて管理及び監督しなかった場
合、産地団体商標の取消し事由に該当する 

商品の品質等は商標権者の自主管理 

効力  

産地証明標章の登録は、証明内容における
商品又は役務において排他的専用権を享有
する。 

産地団体商標の登録は、登録が指定された
商品又は役務において排他的専用権を享有
する。 

登録商標及びこれに類似する商標の不正使
用を禁止 

効力範囲 

他人が同一又は類似する証明商品又は役
務において、登録された産地証明標章と同
一又は類似する商標/標章を使用し、誤認・
誤信を生じる虞にいたることを禁止すること
ができる。 

他人が同一又は類似する商品又は役務に
おいて、登録された産地団体商標と同一又
は類似する商標/標章を使用し、誤認・混同
を生じる虞にいたることを禁止することがで
きる。 

出願時に指定する商品若しくはサービス又
はこれと類似する商品若しくはサービス 

規制手段 

権利者は権利侵害民事責任の主張及び罰
則規定により刑事告訴又は告発することが
できる 

権利者は権利侵害民事責任の主張及び罰
則規定により刑事告訴又は告発することが
できる 

商標権者による権利行使又は刑事罰 

費用・保護期間 

出願費用：1件5000台湾元 
登録費用：1件2500台湾元 

出願費用：1区分3000台湾元 
登録費用：1区分2500台湾元 

出願・登録：４０２００円（１０年間）  

延長費用：1件ごとに付き4000台湾元 延長費用：1区分ごとに付き4000台湾元 更新：３８８００円（１０年間） 
 ※それぞれ１区分で計算 

譲渡・ライセンス 
譲渡不可、ライセンス不可（TIPOが許可した
場合を除く） 

譲渡不可、ライセンス不可（TIPOが許可した
場合を除く） 

譲渡不可、ライセンス可 
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日本におけるGI保護制度との比較 



    地域団体商標制度と地理的表示（ＧＩ）保護制度 

○ 地域団体商標制度は、商品・サービス
の幅広い分野における地域ブランドの名
称を商標権（出所表示）として登録し、その
名称を独占的に使用することができる制
度。 

○ 地理的表示保護制度は、生産地と結び
付いた特性を有する農林水産物等の名称
を品質基準とともに登録し、地域の共有財
産として保護する制度。 
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参考           

地理的表示（ＧＩ） 地域団体商標 

保護対象（物） 農林水産物、飲食料品等（酒類等を除く） 全ての商品・サービス 

保護対象（名称） 地域を特定できれば、地名を含まなくてもよい 「地域名」＋「商品名」等 

登録主体 生産・加工業者の団体（法人格のない団体も可） 農協等の組合、商工会、商工会議所、ＮＰＯ法人 

主な登録要件 

・生産地と結び付いた品質等の特性を有すること 

・一定期間（概ね２５年）継続して生産された実績
があること 

・地域の名称と商品が関連性を有すること（商品の産
地等） 

・商標が需要者の間に広く認識されていること 

使用方法 
地理的表示は 

登録標章（ＧＩマーク）と共に使用（義務） 
登録商標である旨を表示（努力義務） 

品質管理 

・生産地と結びついた品質基準の策定・登録・公開 

・生産・加工業者が品質基準を守るよう団体が管 

 理し、それを国がチェック 

商品の品質等は商標権者の自主管理 

効力  
地理的表示及びこれに類似する表示の不正使用
を禁止  

登録商標及びこれに類似する商標の不正使用を禁止 

効力範囲 
登録された農林水産物等が属する区分に属する
農林水産物等及びこれを主な原料とする加工品 

出願時に指定する商品若しくはサービス又はこれと類
似する商品若しくはサービス 

規制手段 国による不正使用の取締り 商標権者による差止請求、損害賠償請求 

費用・保護期間 
登録：９万円（登録免許税） 

更新手続なし（取り消されない限り登録存続） 

出願・登録：４０２００円（１０年間）  

更新：３８８００円（１０年間） ※それぞれ１区分で計算 

申請先 農林水産大臣（農林水産省） 特許庁長官（特許庁） 

地理的表示（ＧＩ）と地域団体商標との違い 
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参考 



37 

地域団体商標の申請方法 

（出願方法） 



○地域団体商標を取得するには、特許庁に出願料等を納付し出願する必要があります。 

○書面の不備等の確認が行われた後、審査官による審査が行われます。 

○登録要件を全て満たしていた場合は、登録とする旨の通知が特許庁から送られてきます。 

○登録料を納付して、初めて商標権として権利が発生します。 

○権利期間は１０年ですが、更新料の納付により半永久的に継続させることができます。 

権利取得までの流れ 
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特許庁に「地域団体
商標登録願」と、必
要な書類を申請する
と共に、出願料金を
納付します 

出願 審 査 

特許庁で、出願内
容の審査を受けま
す 

拒 絶 

登 録 

審査に合格すると登録の
通知が送られてきます 

更新 

登録料 
納付 

特許庁へ登録に必要
な金額を納付します 

商標権の有効期間は１
０年ですが、更新料を
支払うことにより何度
でも権利を更新するこ
とができます 

権利発生 

登録番号が設定さ
れ、商標登録証が
発行されます 

●更新登録申請料（10年）     38,800円 × 区分数  

○書面で手続きする場合には、電子化のための手数が必要な場合があります。 

  電子化手数料 1,200円 ＋（700円 × 書面のページ数）  

●出願料（商標登録出願：通常） 3,400円 ＋（8,600円×区分数） 

●登録料（商標登録料：10年）   28,200円 × 区分数 

（平成28年4月時点） 
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 【書類名】 地域団体商標登録願 
（【整理番号】 ○○○○○○） 
（【提出日】 平成２８年４月１日） 
 【あて先】 特許庁長官 殿 
  【商標登録を受けようとする商標】 
  
 
 
 
 
 
 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 
   【第２９類】 
   【指定商品（指定役務）】台北産の豚肉 
 【商標登録出願人】 
   【識別番号】     ０１２３４５６７８ 
   【住所又は居所】  ・・・・・・・・・・ 
   【氏名又は名称】  ○○○○協同組合 
   【代表者】     △△ △△    
   【法人の法的性質】 ○○組合法第□□条  
   【電話番号】     ・・・・・・・・・・  
 【提出物件の目録】   
   【物件名】 商標法第７条の２第１項に規定する組合等で 
         あることを証明する書面 １ 
   【物件名】 商標法第７条の２第２項に規定する地域の名称であることを 
        証明する書類 １ 
  （【物件名】 商標法第７条の２第１項に係る商標として需要者の間に広く 
        認識されていることを証明する書面 １） 

地域団体商標登録出願の様式例 

出願料 3,400円＋（8,600円×区分数） 
 
書面で提出する場合は電子化手数料が別途必
要。後日納付（1,200円＋１枚700円） 

使用している商標を記載する場合
は、８㌢四方の枠線を設けて、そ
の中に記載する（文字サイズ２０
～４２ポイント）。 

特許印紙 

（12,000円） 

台北ポーク 

願書に法律名及び条文を直接記載
することにより「設立根拠法律の
写し」の提出に代えることができ
る 

識別番号が分からない場合は、
【識別番号】の欄ごと不要 

代理人は出願人の後に記載する 



○特許庁への出願手続（※代理人必要）は、 自宅や会社等のパソコンからオンラインで行
う方法（電子手続）と書面（特許庁へ提出（持参又は郵送））で行う方法があります。 

申請の方法（出願方法） 
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申請書類 
電子手続 

書面手続 

持 参 

郵 送 

申請書類を電子化
し、オンラインに

より特許庁に申請。 

○書面で手続きする場合には、電子化のための手数料が必要な場合があります。 

  電子化手数料 1,200円 ＋（700円×書面のページ数 ）  

特許庁1階南側  

出願課受付カウンター（9時～17時） 

【最低限必要な書類】 

・地域団体商標登録願 

・商標法第７条の２第１項に規定する組
合等であることを証明する書面 

・商標法第７条の２第２項に規定する地
域の名称を含むものであることを証明す
る書類 

【出願後に提出することも可】 

・商標法第７条の２第１項に係る商標と
して需要者の間に広く認識されているこ
とを証明する書類 

〒100-8915 

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 

 特許庁長官 宛 

 ※封筒に朱書きで「出願関係書類在中」と記載 

※詳細は電子出願ソフト
サポートサイトをご覧く
ださい。 
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商
標
公
報 

の
発
行 

拒
絶
理
由
通
知 拒絶理由 

あり 

 

商
標
登
録
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願 

不
服
審
判 

知
財
高
裁
へ
提
訴 

最
高
裁
に
上
告 

拒
絶
査
定 

登録査定 

 
 

設定登録 

拒絶理由 

なし 

出願公開 

（公開公報の発行） 

方
式
審
査 

実
体
審
査 

意
見
書 

補
正
書 

登録料納付 

異
議
申
立 

維
持
決
定 

取
消
決
定 

意
見
書 

権利消滅 

又は更新 

10年 

２月 

 

 

○金銭的請求権 
他人が使用したことによる損失額
を登録後に請求する権利 

 
10年ごとに更新を繰り返すことで

半永久的な権利として存続 

存続期間の更新 出願の公開 

無効審判 

取消審判 

は省略 

商標登録出願の流れ（詳細） 

10年 


