
事務所標準手数料 計算例〔特許〕 

２０１９年１０月１日現在 

Ａ．新規の特許出願 

例：明細書（特許請求の範囲を含む）４頁 請求項３ 図面４図 要約書１枚 

摘要 数量 単価 税抜計 税込計 

出願基本料 1 \200,000 \200,000 \220,000 

増加請求項 2 \12,000 \24,000 \26,400 

印書代 4 \7,600 \30,400 \33,440 

図面代 4 \5,000 \20,000 \22,000 

要約書 1 \4,200 \4,200 \4,620 

電子化手数料 1 \7,500 \7,500 \8,250 

特許印紙代 1 \14,000 \14,000 \14,000 

合計 \300,100 \328,710 

※標準的な案件の条件で計算しており、具体的案件により増減いたします。 

 

Ｂ．国内優先権の主張を伴う特許出願 

例：先の出願が１件で、併合する出願はない 

新たに追加した明細書（特許請求の範囲を含む）３頁 

新たに追加した請求項２ 

新たに追加した図面２図 

要約書の修正あり 

摘要 数量 単価 税抜計 税込計 

出願基本料 1 \180,000 \180,000 \198,000 

増加請求項 2 \10,000 \20,000 \22,000 

印書代 3 \7,600 \22,800 \25,080 

図面代 2 \5,000 \10,000 \11,000 

要約書 1 \4,200 \4,200 \4,620 

電子化手数料 1 \8,200 \8,200 \9,020 

特許印紙代 1 \14,000 \14,000 \14,000 

合計 \259,200 \283,720 

※標準的な案件の条件で計算しており、具体的案件により増減いたします。 

 



Ｃ．出願審査請求 

例：請求項３ 

摘要 数量 単価 税抜計 税込計 

出願審査請求 1 \25,000 \25,000 \27,500 

電子化手数料 1 \1,900 \1,900 \2,090 

特許印紙代※１ 1 \130,000 \130,000 \130,000 

合計 \156,900 \159,590 

※１ 出願請求料の軽減が掛かる場合があります。 

 

Ｄ．拒絶理由通知に対する応答 

例：引用文献２件で、補正を必要とする場合（但し、請求項の増加なし） 

意見に及び補正に係る請求項の数 ２ 

意見書２頁 補正書２頁 

摘要 数量 単価 税抜計 税込計 

引用文献複写代 14 \50 \700 \770 

意見書 1 \70,000 \70,000 \77,000 

意見書（請求項加算） 1 \4,000 \4,000 \4,400 

補正書 1 \70,000 \70,000 \77,000 

補正書（請求項加算） 1 \4,000 \4,000 \4,400 

印書代 4 \7,600 \30,400 \33,440 

電子化手数料 1 \4,000 \4,000 \4,400 

合計 \183,100 \201,410 

※拒絶理由の内容は予め予見困難で、対処方法及び金額は大きく変動いたします。 

 

Ｅ．登録査定時 

例：請求項３（平成１６年４月１日以降の特許出願） 

摘要 数量 単価 税抜計 税込計 

成功報酬 1 \120,000 \120,000 \132,000 

成功報酬（請求項加算） 2 \12,000 \24,000 \26,400 

料金納付 1 \25,000 \25,000 \27,500 

電子化手数料 1 \1,900 \1,900 \2,090 

特許印紙代 1 \8,100 \8,100 \8,100 

合計 \166,000 \181,790 

※印紙代は、第１年度～第３年度分の登録料となります。 

 

Ｆ．拒絶査定不服審判請求 

例：請求項３ 補正書２頁 

摘要 数量 単価 税抜計 税込計 

審判請求 1 \190,000 \190,000 \209,000 

審判請求（請求項加算） 2 \10,000 \20,000 \22,000 

補正書 1 \70,000 \70,000 \77,000 

印書代 7 \7,600 \53,200 \58,520 

電子化手数料 1 \6,100 \6,100 \6,710 

特許印紙代 1 \66,000 \66,000 \66,000 

合計 \405,300 \439,230 

※拒絶理由の内容は予め予見困難で、補正の内容及び金額は大きく変動いたします。 



事務所標準手数料 計算例〔実用新案〕 

２０１９年１０月１日現在 

Ａ．新規の実用新案登録出願 

例：明細書（実用新案登録の範囲を含む）４頁 請求項３ 図面４図 要約書１枚 

摘要 数量 単価 税抜計 税込計 

出願基本料 1 \200,000 \200,000 \220,000 

増加請求項 2 \10,000 \20,000 \22,000 

印書代 4 \7,600 \30,400 \33,440 

図面代 4 \5,000 \20,000 \22,000 

要約書 1 \4,200 \4,200 \4,620 

電子化手数料 1 \8,200 \8,200 \9,020 

特許印紙代 1 \43,100 \43,100 \43,100 

合計 \325,900 \354,180 

※印紙代には、第１年度～第３年度分の登録料を含みます。 

※標準的な案件の条件で計算しており、具体的案件により増減いたします。 

 



事務所標準手数料一覧表　〔特許（１／２）〕 加藤特許商標事務所

事務所手数料 成功報酬額
(税込み) (税込み)

\22,000
\220,000 \14,000 \132,000
\13,200 \13,200

\13,200 \11,000

\28,600
\4,620
\5,500
\8,360
\1,320
\770

\9,020
実費

\27,500
\44,000

\16,500

\27,500 案件による
案件による

優先審査に関する書類の提出 出願人の場合 \170,500
実施者の場合 \275,000

\154,000

\16,500
\55

\77,000
\4,400
\77,000
\4,400
\44,000
\8,360
\1,320
\770

\9,020
実費
実費

　２項目以降の請求項１項毎に加算する額
補正書

通信費
交通費

　補正による増加する請求項１項毎に加算する額
審査官等との面接又はその準備
印書代（１頁あたり）
電子化手数料
　１枚あたりの加算する額
　（上限）

中間処理
方式補正
引用例等複写代（１頁あたり）
意見書その他の中間手続

出願審査請求
出願審査請求　※2
　請求項1項毎に加算する額

早期審査に関する書類の提出

　当所営業日１０日以内の場合

出願公開請求
出願公開請求

　それ以外の場合（１事例につき）
緊急割増料

５０％増し

（１時間あたり）
新規性喪失の例外規定適当の申請
　刊行物記載の場合（１事例につき）

明細書完成後に当初の開示内容を越えて明細
書、図面の変更があった際に、特に検討を必要と
した場合の検討費用（弊所担当者による）

\22,000

電子化手数料
　１枚あたりの加算する額
　（上限）
通信費

国内優先権主張で併合する出願毎に加算する額
要約書作成
図面作成（１図あたり）
印書代（１頁あたり）

発明検討料（１時間あたり）
特許出願料　※1
　２項目以降の請求項１項毎に加算する額

国内優先権の主張を伴う場合、元の出願における
請求項からの増加、変更がなされた請求項１項毎
に加算する額

2019年10月1日現在
特許出願

項目 特許庁手数料



事務所標準手数料一覧表　〔特許（２／２）〕 加藤特許商標事務所

事務所手数料 成功報酬額
(税込み) (税込み)

\209,000 \49,500 \209,000
\11,000 \5,500

\253,000 \49,500 \187,000
\11,000 \5,500

\187,000 \49,500 \187,000
\73,700 \5,500

\440,000 \49,500 \440,000
\11,000 \5,500

\440,000 \440,000
\11,000

\121,000
\11,000
\93,500
\11,000
\93,500
\11,000
\82,500

\319,000 \40,000 \319,000
\143,000
\77,000
\1,320

\770
\9,020

実費
実費

\132,000
\528,000
\49,500

\198,000

７万～
実費

       増減する場合があります。

※1　特許設定登録時には、別途特許庁に対し設定登録料の納付が必要です。
※2　出願案件によって、特許庁手数料が異なります。
※ 　上記に規定する以外の手続につきましては、別途ご相談ください。
※ 　上記に規定する手数料は、実質的に要した仕事の量（頁数あるいは時間）と難易度に応じて

出願および審査請求に関する書面鑑定

調査
先行技術調査
その他調査

鑑定
口頭鑑定(出願及び審査請求に関するものを除く)
書面鑑定(出願及び審査請求に関するものを除く)
出願および審査請求に関する口頭鑑定

　１枚あたりの加算する額
　（上限）
通信費
交通費

早期審理に関する書類の提出
判定事件
刊行物の提出（情報提供）

電子化手数料
　情報２件目以降の１情報毎に加算する額

訂正請求の拒絶理由に対する意見書及び補正書
　２項目以降の請求項1項毎に加算する額
審判事件等の中間手続
　２項目以降の請求項1項毎に加算する額

無効審判事件
　２項目以降の請求項1項毎に加算する額
無効審判事件に伴う訂正請求
　２項目以降の請求項1項毎に加算する額

訂正審判請求
　２項目以降の請求項1項毎に加算する額
無効審判請求
　２項目以降の請求項1項毎に加算する額

拒絶査定不服審判請求
　２項目以降の請求項1項毎に加算する額
拒絶査定不服審判請求（補正却下決定の不服）
　２項目以降の請求項1項毎に加算する額

2019年10月1日現在
審判・情報提供

項目 特許庁手数料



事務所標準手数料一覧表　〔実用新案（１／２）〕 加藤特許商標事務所

事務所手数料 成功報酬額
(税込み) (税込み)

\11,000
\220,000 \14,000
\11,000

\11,000

\26,400
\4,620
\5,500
\8,360
\1,320
\770

\9,020
実費

\27,500
\44,000

\16,500
\77,000
\4,400
\77,000
\4,400
\38,500
\8,360
\1,320
\770

\9,020
実費
実費

\16,500 \42,000
\1,000

\88,000
\275,000

図面作成（１図あたり）
印書代（１頁あたり）

2019年10月1日現在
実用新登録出願

項目 特許庁手数料

考案検討料（１時間あたり）
実用新案登録出願料　※１
　２項目以降の請求項１項毎に加算する額

国内優先権の主張を伴う場合、元の出願における
請求項からの増加、変更がなされた請求項１項毎
に加算する額

国内優先権主張で併合する出願毎に加算する額
要約書作成

新規性喪失の例外規定適当の申請
　刊行物記載の場合（１事例につき）

電子化手数料
　１枚あたりの加算する額
　（上限）
通信費

明細書完成後に当初の開示内容を越えて明細
書、図面の変更があった際に、特に検討を必要と
した場合の検討費用（弊所担当者に依る）

（１時間あたり）

\22,000

５０％増し
　当所営業日１０日以内の場合

補正書
　補正による増加する請求項１項毎に加算する額

　それ以外の場合（１事例につき）
緊急割増料

中間処理
方式補正
意見書その他の中間手続
　２項目以降の請求項１項毎に加算する額

実用新案技術評価書に関する口頭鑑定
実用新案技術評価書に関する書面鑑定

審査官等との面接又はその準備
印書代（１頁あたり）
電子化手数料
　１枚あたりの加算する額
　（上限）
通信費
交通費

技術評価請求
実用新案技術評価の請求
　請求項１項毎に加算する額



事務所標準手数料一覧表　〔実用新案（２／２）〕 加藤特許商標事務所

事務所手数料 成功報酬額
(税込み) (税込み)

\440,000 \49,500 \440,000
\7,370 \5,500

\440,000 \440,000
\7,370

\93,500
\7,370

\82,500
\319,000 \40,000 \319,000
\143,000

\1,320
\770

\9,020
実費
実費

\132,000
\528,000
\49,500

\198,000

７万～
実費

早期審理に関する書類の提出
判定事件

2019年10月1日現在
審判・情報提供

項目 特許庁手数料

無効審判請求
　２項目以降の請求項1項毎に加算する額
無効審判事件
　２項目以降の請求項1項毎に加算する額
審判事件等の中間手続
　２項目以降の請求項1項毎に加算する額

出願に関する書面鑑定

調査

刊行物の提出（情報提供）
電子化手数料
　１枚あたりの加算する額
　（上限）
通信費
交通費

鑑定
口頭鑑定（出願に関するものを除く）
書面鑑定（出願に関するものを除く）
出願に関する口頭鑑定

       増減する場合があります。

先行技術調査
その他調査

※1　出願時に、別途特許庁に対し設定登録料の納付が必要です。
※ 　上記に規定する以外の手続につきましては、別途ご相談ください。
※ 　上記に規定する手数料は、実質的に要した仕事の量（頁数あるいは時間）と難易度に応じて



事務所標準手数料一覧表　〔一般手続〕 加藤特許商標事務所

事務所手数料 成功報酬額
(税込み) (税込み)

\11,000
\27,500

印書代（Ａ４判１頁につき） 和文 \8,360
英文 実費

実費
実費

期間の延長、期日の変更 \16,500 \2,100
\16,500 \4,600
\16,500
\27,500 \4,200
\16,500
\27,500
\44,000 ※2
\16,500
\16,500
\22,000
\44,000

証明の請求 オンライン請求 \16,500 \1,100
窓口請求 \16,500 \1,400

\16,500 \1,500
\16,500 \300

ファイル記録事項の閲覧請求 オンライン請求 \16,500 \600
窓口請求 \16,500 \900

登録事項の閲覧請求 オンライン請求 \16,500 \600
窓口請求 \16,500 \800

\16,500 \1,400
\16,500 \350

ファイル記録事項の交付請求 オンライン請求 \16,500 \1,000
窓口請求 \16,500 \1,300

登録事項の交付請求 オンライン請求 \16,500 \800
窓口請求 \16,500 \1,100

磁気ディスクへの記録 基本料金 \1,650 \1,200
書面の頁毎 \1,100 \700

実費
\16,500
\22,000

\5,500

\1,320
\770

\9,020

料金納付

図面代

2019年10月1日現在

項目 特許庁手数料

相談料（３０分につき） ※1

\22,000
（弊所担当者に依る）（１時間あたり）

料金納付
登録申請（1件当り）

通信費
特に検討を必要とした場合の検討費用

登録証の再交付
方式補正
出願人名義変更届（１件当たり）
住所、住居表示、氏名、商号、印鑑等の変更届

識別番号付与請求
複数の依頼者より依頼を受けた事件における、出
願時及び中間処理時の割り増し手数料

住居表示変更による登録申請（1件当り）
権利継続管理（1年1件につき）
登録後の代理人受任申請
権利回復申請

書類の閲覧請求
紙原簿の閲覧請求

書類の謄本
紙原簿の謄本

閲覧資料のコピー代
既納手数料返還請求

電子化手数料
　１枚あたりの加算する額
　（上限）

※1　相談のみで、手続等のご依頼がない場合にのみ請求させて頂きます。
※2　申請の内容により、登録免許税が必要となる場合があります。
※ 　上記に規定する以外の手続につきましては、別途ご相談ください。
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