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1．特許電子図書館の活用

①独立行政法人 工業所有権情報・研修館のホームページ（※）へアクセスします。

※独立行政法人 工業所有権情報・研修館ホームページ（http://www.inpit.go.jp/）

ホームページ右中央にある をクリックし、特許電子図書館のトッ

プページを開きます。

クリック
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②『特許電子図書館』のトップページが以下のように表示されます。

○会社名を使用した商標を検索 → ページ 3
○商品名（ブランド名）より検索 → ページ 7
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2．会社名を使用した商標を検索

①「特許電子図書館」のトップページを表示し、 をクリックします。

②以下のページが表示されます。次に をクリックします。

クリック

クリック
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③以下のページが表示されます。次に枠内に会社名を使用した商標を入力します。その

後 をクリックします。

④以下のページが表示されます。次に をクリックします。

会社名を使用し

た商標を入力

会社名を使用した商標を

入力後クリック

クリック

キオリア

キオリア

キオリア
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⑤以下のページが表示されます。一覧表示の中から閲覧したい商標の「出願／登録番号」

をクリックします。

ポイント

上記の一覧表示は、取引先の商標出願件数及び登録商標件数を大まかに把握するた

めに、あるいは、公的な登録資料として確認するために有効な資料です。ただし、

取引先以外の登録商標等が含まれる場合もありますので注意を要します。

キオリア娘

ＱＵＩＯＲＩＡＬＥ／キオリアーレ

キオリア

クリック

キオリア／ＱＵＩＯＲＩＡ

キオリア

キオリアシステム

キオリア

スーパーキオリア

バーボン／キオリアスイート

キオリアキャラメリゼ／ＱＵＩＯＲＩＡＣＡＲＡＭＥＬＩＳＥＥ

ニューキオリア

ＯＲＮＥＥＱＵＩＯＲＩＡ／オルネキオリア

スーパーキオリア／ＳＵＰＥＲＱＵＩＯＲＩＡ

スーパーキオリア

キオリアシステム

Ｙａｔａｍｏｌ／ＱＵＩＯＲＩＡＳＰＩＳ／キオリアエピス

キオリア・グリエ／Ｑｕｉｏｒｉａｇｒｉｌｌｅｅ

ＳＡＩＮＴＱＵＩＯＲＩＡサンクオリア

キオリア
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⑥以下のページのように、登録商標等の概要が表示されます。

注意

・登録商標等の詳細は PDF 表示がより見やすいので、そちらをお勧めします。

→ ページ 11

【商標登録番号】 第１８０６■■■号

【登録日】 昭和６■年（１９■■）９月２■日

【公告番号】 昭５■－７４■■■

【公告日】 昭和５■年（１９■■）１■月９日

【出願番号】 商標出願昭４■－２０■■■

【出願日】 昭和４■年（１９■■）４月１■日

【出願権発生日】 昭和４■年（１９■■）４月１■日

【更新申請日】 平成１■年（２０■■）９月２■日

【更新登録日】 平成１■年（２０■■）１■月１■日

【存続期間満了日】 平成２■年（２０■■）９月２■日

【分納満了日】

【拒絶査定発送日】

【最終処分日】

【最終処分種別】

【出願種別】

【商標（検索用）】 キオリア

【標準文字商標】

【呼称】 キオリア

【ウィーン図形分類】
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3．商品名（ブランド名）より検索

①「特許電子図書館」のトップページを表示し、 をクリックします。

②以下のページが表示されます。次に をクリックします。

クリック

クリック
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③以下のページが表示されます。枠内に商品名（ブランド名）を入力します。その後

をクリックします。

④以下のページが表示されます。次に をクリックします。

商品名

（ブランド名）

商品名（ブランド名）

入力後クリック

クリック

みかん大福

みかん大福

みかん大福
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⑤以下のページが表示されます。一覧表示の中から閲覧したい商標の「出願／登録番号」

をクリックします。

ポイント

上記の一覧表示は、類似する登録商標等の件数を大まかに把握するために、あるい

は、公的な登録資料として確認するために有効な資料です。ただし、取引先以外の

登録商標等が含まれる場合もありますので、注意を要します。

クリック

大愛堂／みかん大福

株式会社大愛堂みかん大福

みかん大福物語

みかん大福

み▲か▼ん大福本舗

愛媛みやげ／大愛堂みかん大福

みかん大福
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⑥以下のページのように、登録商標等の概要が表示されます。

注意

・登録商標等の詳細は PDF 表示がより見やすいので、そちらをお勧めします。

→ ページ 11

【商標登録番号】 第５０８４■■■号

【登録日】 平成１■年（２０■■）１■月１■日
【登録公報発効日】 平成１■年（２０■■）１■月２■日
【公開日】 平成１■年（２０■■）２月１■日

【出願番号】 商標出願２０■■－３０■■
【出願日】 平成１■年（２０■■）１月１■日
【出願権発生日】 平成１■年（２０■■）１月１■日

【更新登録日】
【存続期間満了日】 平成２■年（２０■■）１■月１■日
【分納満了日】

【拒絶査定発送日】
【最終処分日】
【最終処分種別】

【出願種別】

【商標（検索用）】 愛媛みやげ／大愛堂みかん大福
【標準文字商標】

【呼称】 エヒメミヤゲダイアイドーミカンダイフク、エヒメミ
ヤゲ、ダイアイドーミカンダイフク、ダイアイドー、
ダイアイ

【ウィーン図形分類】

【権利者】

【氏名又は名称】 株式会社大愛堂みかん大福
【住所又は居所】 愛媛県松山市大西■丁■１■番■号■
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4．商標公報あるいは商標公告の PDF 閲覧およびダウンロード

個別の公告された商標や登録された商標を PDFで閲覧、印刷保存できます。

①「特許電子図書館」のトップページを表示し、 をクリックし

ます。

クリック
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②以下のページが表示されます。次に をクリックします。

クリック
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③以下のページが表示されます。

下記の枠に文献種別と文献番号を入れ、テキスト/イメージ表示をクリックします。そ

して「文献番号照会」をクリックします。

①（入力例）『登録番号 5084■■■』の場合 『公告番号 昭 5■-74■■■』の場合

②選択

③クリック

① 入
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④以下のページが表示されます。左の文献番号をクリックします。

⑤以下のページが表示されます。 をクリックします。

クリック

クリック

（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成１■年１■月２■日（２０■■．１■．２■）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５０８４■■■号（Ｔ５０８４■■■）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】
（５１１）【商品及び役務の区分ならびに指定商品又は指定役務】
第３０類 みかん大福
【国際分類第９版】
（２１０）【出願番号】商願２０■■－３０■■（Ｔ２０■■－３０■■）
（２２０）【出願日】平成１■年１月１■日（２０■■．１．１■）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５００５４９５■■■
【氏名又は名称】株式会社大愛堂みかん大福
【住所又は住居】愛媛県松山市大西■丁■１■番■号■
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００９８■■■
【弁理士】
【氏名又は名称】 商標太郎
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⑥以下のページが表示されます。 をクリックします。

クリック
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⑦以下のページが表示されます。必要に応じて印刷あるいは保存します。
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⑧以下のような出力結果が印刷、あるいは閲覧できます。

ポイント：指定商品または指定役務の区分

商標権には必ず商品または役務の区分が指定してあります。この指定商品または指

定役務の範囲で商標権は排他的独占権を有しております。

よって、取引先のビジネスや商品が、指定商品または指定役務の範囲にあることを

確認します。

株式会社大愛堂みかん大福

愛媛県松山市大西■丁■１■番■号■

株式会社大愛堂みかん大福みかん大福
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5．商標の経過情報を閲覧する

①「4．商標公報あるいは商標公告の PDF閲覧およびダウンロード」の①～⑧の手順
に従って下さい（ページ 11～17参照）。

注意

平成 2 年 1 月以降に出願された案件の経過情報を、出願番号、公開番号、登録
番号等の番号から照会することができます。ただし、平成元年以前に出願された案

件であっても、平成 10年 4月以降に何らかのデータ更新があったものについては、
照会することができます。



19 
 

②以下のページが表示されます。 をクリックします。

クリック
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③以下のページが表示されます。 をクリックします。

クリック

株式会社大愛堂みかん大福

株式会社大愛堂みかん大福
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④以下のページのように登録情報が表示されます。

ポイント：商標更新（手数料）と権利の有効性

商標登録日（登録記事に記載の日付）に最終納付年分の期間（例：10 年）を加えた

日が現在の日付を越えていれば、更新（手数料）は支払済で、現在も有効である。

逆に、現在の日付を越えていない場合、期限切れ（無効）になっている可能性があ

ります。

・商標登録日＋最終納付年分の期間 ＞ 現在の日付 → 有効

・商標登録日＋最終納付年分の期間 ＜ 現在の日付 ← 無効の可能性

（例）登録日 2007 年 8 月 20 日

納付期間 10 年

登録日＋納付期間 2017 年 8 月 20 日

現在日 2010 年 10 月 1 日

結果 有効

国際分類第９版３■ みかん大福

愛媛県松山市大西■丁■１■番■号■（５０００５４９■■■）株
式会社大愛堂みかん大福
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6．問い合わせ先

特許電子図書館の検索・照会に関するお問い合わせについては、下記をご参

照ください。

●ＩＰＤＬヘルプデスク

電話：03-5690-3500 FAX：03-5690-3536 
E-mail: helpdesk@ipdl.inpit.go.jp 


