第1節

第1節

商標の登録

商標の登録

I. はじめに
マレーシアの商標システムはもともと、英国の 1938 年商標法（1938 年 TMA）を基
礎としていた。そのため、マレーシアの 1976 年商標法（1976 年 TMA）と英国の 1938
年 TMA には類似性が見られる。

通常、商標の優先権は、マレーシアにおける当該商標の最先の使用に基づき判断され
る(Lim Yew Sing 対 Hummel International Sports & Leisure A/S [1996] 4 CLJ 784 事件)。
しかしながら、先の出願日は後続の商標出願に対して先行権の推定を享受できるため、
先の出願日を得ることには利点がある。また、商標を登録することにより、有効性の推
定（1976 年 TMA 第 36 条）を享受でき、かつ、登録から 7 年が経過した後はその有効
性に対しては限られた場合にのみ異議を申し立てられる（1976 年 TMA 第 37 条）ため、
商標を登録することにも利点はある。

II. 登録可能な標章
1976 年商標法（1976 年 TMA）第 10 条(3)の規定により、商標はいかなる商品又は
サービスに関しても登録簿に登録することができる。一般的に登録できる商標の範囲は
広いように見えるが、次に掲げる 3 つの一般条件が満たされなければならない。
a) 1976年TMAの定義の範囲内に属する「商標」を構成すること、
b) 1976年TMAの定める登録可能な商標の分類に属すること、
c) 既に登録簿に登録されている若しくは出願中の商標と同一若しくは混同を生じ
させる程度に類似していないこと又は1976年TMAが禁止している商標でないこ
と。

III. 「商標」の定義
1976 年 TMA 第 3 条(1)に定める「商標」の定義は次の通りである。
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「商標」とは、第XI部に関する場合を除き、商品又はサービスと所有者又は
登録使用者として商標を使用する権利を有する者との間の業としての関係
を、これらの者を特定する表示を伴うか否かを問わず、表示することを目
的として又はこのように表示するために当該商品又はサービスに関して使
用され又は使用を予定されている標章をいい、また、第XI部に関しては、当
該第XI部に基づいて登録可能な又は登録された標章をいう。
*この規定において言及されている第 XI 部は証明商標に関する規定を定めている。
1976 年商標法第 3 条(1)の規定は、標章を図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、
名称、署名、語、文字、数字又はこれらの組合せを含むものと定義している。現時点で、
匂い、音、色彩及び形などの非伝統的な商標は登録できない。色彩商標は、当該色の適
用範囲が限定されている場合には登録が認められている。形は識別できる場合には登録
が認められる。
大まかに言えば、商標とは商品又はサービスの出所表示として使用される標章である
と定義できる。

A.

登録可能な商標の分類
1976 年 TMA 第 10 条(1)の定める分類は次に掲げるとおりである。
ある商標(証明商標以外のもの)が登録可能なものであるためには、次に掲げる要素の

少なくとも 1 要素を含むか又はこれより成るものでなければならない。
a) 特別の又は独特な態様で表示される個人、会社又は企業の名称、
b) 登録出願人又はその者の事業の前主の署名、
c) 造語、
d) 商品又はサービスの性質又は品質に直接言及せず、かつ、その通常の意味に従え
ば、地理的名称でも人の姓でもない語、又は
e) その他識別性を有する標章。

 特別の又は独特な態様で表示される個人、会社又は企業の名称
「名称」は、出願人の氏名又は名称である必要はないが、架空のものではなく実在す
る会社、個人又は企業の氏名又は名称でなければならない。しかしながら、架空の名称
である場合にも、1976 年 TMA 第 10 条(1)(e)の定めるところにより識別できる場合には
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登録は認められる。「ある名称(a name)」でなく「その名称(the name)」への言及は、
当該名称の一部にとどまらず、当該個人又は事業体の名称全体に言及することが意図さ
れている。しかしながら、Sdn.Bhd.又は Inc.などの法人格を示す単語を削除することが
会社名として不適格とみなされる理由にはならない。
他の取引業者が使用している名称又はそうした他の取引業者との連携を示唆する名
称は、当該取引業者により明示の同意が得られていない場合には、詐称通用の不法行為
に相当する行為となる場合がある。名称又は署名は、その名称を有する者も当該名称を
使用できるように、特別の又は独特な態様で表示されなければならない。したがって、
名称は、当該名称を使用したいと誠実に希望する者と出願人を十分区別できるように構
成されていることが重要である。

 造語
通常の辞書に載っている単語について取引業者が独占的な権利を取得しないように
することが、この規定の根底をなす方針である。造語とは、まだ英語にないという意味
で、新たに創り出された語と説明されている。マレーシアでは、これはマレー語及びマ
レーシア国内の様々なコミュニティーで使われているその他の言語（例えば中国語やタ
ミル語など）にも及ぶ。
一般的な語の組み合せ又はスペルミス若しくは変形は造語とはならない。新たな造語
であること又は識別性があることを証明する責任は出願人にある。しかしながら、「混
成(portmanteau)」語、すなわち、独創的に創られた語は造語として認められる。この
場合にも、そのことを証明する責任は出願人にある。

 性質又は品質に直接言及しないこと
商標は、商品又はサービスの性質又は品質に直接言及してはならない。このことは、
出願で指定されているすべての商品又はサービスの仕様に関して考慮される。しかし、
「性質又は品質への直接の言及」を含む商標と「性質又は品質に対する隠された巧み
(covert and skilful)な隠喩」を含む商標とは区別されており、後者は登録可能である。

 地理的名称
通常、地理的名称からなる商標は、当該商標が特定の場所又は所在地ではなく当該出
願人と関連しているという二次的意味を獲得していることを証明できない限り、登録す
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ることはできない。当該商品に関して場所への言及が完全に架空のものである場合には、
登録官は当該商標が本質的に識別性を有するものであると判断し、登録を認める場合が
ある。

 姓（苗字）
姓の登録は、他の者が同じ姓を使う権利を奪うことから、通常好ましくない。出願人
は、特にその姓がありふれた姓である場合には広範にわたる証拠を示して、当該姓が識
別性を有するものになっていることを証明することが法律により義務付けられている。
しかしながら、当該姓が一般的に使われていない場合には、登録が認められることがあ
る。

 識別性
商標は識別性の要件を満たさなければならない。1976 年 TMA 第 10 条(2A)の規定は、
商標は、当該者が業として関係しているか又は関係する可能性のある商品若しくはサー
ビスを、当該関係が存在しない他の商品又はサービスから識別する能力を有する場合に
は、当該者の商品又はサービスに関する識別性を有すると定めている。この問題を判断
する上で、同法第 10 条(2B)の規定は、登録官は、当該標章が本質的に識別力を有する
程度及び当該標章が実際に識別性を有するようになった標章の利用若しくはその他の
事情を考慮に入れることができる旨を定めている。
商標は、本質的に又は事実上、識別性を有する必要がある。商標は、それまでに使用
によって確立されていない場合にもそれ自体で識別性を有する場合には、本質的な識別
性が認められる。その一方で、商標は、その使用の結果識別性を獲得した場合には、事
実上の識別性が認められる。出願人は諸外国で使用又は登録が認められている証拠を示
すことによって、自らの商標が事実上の識別性を有することを証明することができる。
この要件は、商標は他者の商品又はサービスから自己の商品又はサービスを識別する能
力、すなわち、出所表示機能がなければならないことに基づくものである。

 色彩
商標は、その全体又は一部を、1 又は複数の特定された色に限定することができる。
商標が色を限定することなく登録されている場合（すなわち白黒で登録されている）、
当該商標はすべての色について登録されたものとみなされる（1976 年 TMA 第 13 条）。
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この規定により、商標登録局は、色彩商標が（色彩商標として指定された出願において）
定義でき、かつ、識別性を有することを条件として、登録することができるとしている。

IV. 登録できない標章
 登録商標と同一又は類似している標章
かかる標章は、公衆に誤認又は混同を生じさせる可能性があるため、登録することが
できない。この問題を克服するには、出願人は、その標章の登録が当該商品又はサービ
スの出所について公衆に誤認又は混同を生じさせないことを登録官又は裁判所に納得
させなければならない。

 周知商標
商標は、同一の商品又はサービスについて、マレーシアで周知となっている他の権利
者の標章と同一又は極めて類似している場合には、登録できない。また、異なる商品又
はサービスについてマレーシアにおいて登録されている周知商標の場合には、標章の使
用が当該商品又はサービスと当該周知商標の所有者との関連性を示すことになるとき、
及び、当該使用により当該周知商標の所有者の利益が害される可能性があるときにも、
（第三者の商標）登録は認められない。1976 年 TMA 第 14 条(1)(d)及び(e)に定められ
たこの規定は、2000 年商標（改正）法により導入されたものである。また、1976 年
TMA 第 70B 条の規定は、周知商標としてパリ条約又は TRIPS 協定に基づく保護の対象
となる商標の所有者は、当該所有者の商標と全体として又は本質的部分において同一又
は類似する商標が、業として自己の同意なしに同一の商品又はサービスに関してマレー
シアで使用され、それによって誤認又は混同を生じさせるおそれがある場合は、かかる
商標の使用を差止命令により阻止することができると定めている。さらに、同規定は、
周知商標としての商標というときは、マレーシアで事業を営んでいる者であるか又はマ
レーシアにのれんを有する者であるかを問わず、ある者の商標としてマレーシアにおい
て周知である商標を意味するものとすると規定する。
「周知商標」の意味については、同法はパリ条約第 6 条の 2 及び TRIPS 協定第 16
条の規定を明確に記述している。
1997 年商標規則第 13B は、標章が周知商標であるかを判断する際の基準を例示列挙
している。規定されている基準は次のとおりである。
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a) 公衆の関連する範囲における当該商標の認知度、
b) 当該商標が使用されている期間、程度及び地理的領域、
c) 当該商標が使用される商品若しくはサービスの広告又は宣伝及び見本市又は博
覧会における展示を含む、販売促進活動の期間、程度及び地理的領域
d) (当該商標の使用度及び認知度を反映する限りにおいて)当該商標が登録されて
いる又は登録出願がなされている期間及び地理的領域、
e) 当該商標の権利を守るための強制手段が過去において成功した記録、特に当該商
標が管轄当局によって周知と認められた程度、及び
f) 当該商標に関連する価値
高等裁判所における Dabur India Ltd 対 Nagasegi Sdn Bhd & Ors [2011] 7 MLJ 522
事件では、インドの会社である原告が、被告がマレーシアで原告の標章と類似の標章に
ついて行なった登録出願に対して、異議申立手続をとった。高等裁判所の裁判官は
Federick W. Mostert の「著名商標及び周知標章－国際的分析」という本を引用し、周
知商標として承認されていることを証明する上で最も有力な証拠は実施権者、製造者、
卸売業者、輸入者、小売業者及び消費者になる可能性のある者又はその他の第三者によ
る自発的な要求であると判断した。さらに、原告に対して販売権及びフランチャイズに
係る複数の要求が書面によりなされていた証拠に鑑みて、被告は原告の周知商標に係る
権利を侵害しており、原告は当該周知商標と同一又は混同を生じさせる程度に類似して
いる商標の無断使用を阻止できると判示した。
Aspect Synergy Sdn Bhd 対 Banyan Tree Holdings Ltd [2009] 8 CLJ 97 事件では、
被告はパリ条約、TRIPS 協定及び 1976 年 TMA 第 70B に定める周知商標に与えられる
保護を受ける権利を有すると主張した。しかしながら、裁判所は、被告がマレーシア国
内における被告の商標の認知度を示す証拠又は調査報告書を提出しなかったために商
標規則第 13B に定める基準が満たされていないとして、被告の商標はマレーシアにお
ける周知商標とは認められないと判示した。また、権利の行使が成功したという記録も
提出されず、被告はパンフレットや契約書を作成する以外に被告の商標に関連する価値
に関する情報を提供しなかった。さらに、裁判所は原告の商標と被告の商標には大きな
相違があり、当該商標は異なる分野で使用されていることに言及し、誤認及び混同が生
じる可能性はないと判断した。そのため、被告の商標が周知商標であったとしても、原
告は取引を行なわなかっただろうとした。
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商標は、同規則第 13Ｂに定める要素に基づき、マレーシアにおいて周知でなければ
ならず、商標が周知と認められるための法的基準は高く設定される可能性があることを
強調する必要がある。商標登録局は、商標が周知であるとする法的見解を示すこと又は
宣言することに消極的である。かかる宣言を得るには、高等裁判所に申立てをしなけれ
ばならない。

 地理的表示
表示された領域を原産地としない商品について誤解を招く地理的表示を含む標章は、
マレーシアにおけるその使用が当該商品の真の原産地について公衆の誤解を招く可能
性がある場合には、登録することができない。

 その他の登録できない標章
a) 法律に反する標章、
b) 中傷的又は攻撃的な標章、
c) 国益又は国の安全保障を損なう標章、
d) 王室の紋章を表す標章、
e) 同意が示されない限り、国際機関、州、都市、協会、法人、組織又は人を表す標
章、
f) 商品又はサービスの説明を含む標章、
g) 単一の化学元素又は化合物の名称を含む標章、
h) 知的財産権（例えば、「著作権」、「特許取得済み」、「特許」）を主張する標
章、
i) 「BUNGA RAYA」という語及びハイビスカスの表示、
j) 国王又は国家元首を表す又は言及する標章、
k) 政府所有の建物を表す標章、
l) 「ASEAN」という語及びそのロゴの表示、及び
m) 「RED CRESCENT」又は「GENEVA CROSS」という語及びそれらのロゴの表
示。
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立体商標
立体商標は、商標の定義に明確に規定されていないとはいえ、その表示は商標登録局

により受理されている。しかしながら、商標は特定の立体表示についてのみ登録される
ことから、当該商標が真に 3 次元の形式により保護されているとはいえないのである。
すなわち、例えば、第三者の商標が登録された立体商標の異なる角度の表示を示す場合
があるということである。

マレーシアの商標マニュアルは、パラグラフ 6.18 及び 6.19 において次のような指針
を示している。
独特な(unusual)標章
6.18

上記のいずれかの方法により表すことのできない標章には特別な

措置が認められるべきである。このような場合、標章の表示方法及び登録
簿における当該標章への言及方法という 2 つの問題が生じる。このような
標章の取扱方法については、次のパラグラフで例証される。

6.19 標章が立体商標である場合には、登録官は当該標章の見本を商標局
に寄託するよう要請する。当該標章が非常に大きい場合には、登録官は縮
尺による見本を要請する－商標規則第21(1)。標章を一意的に識別するのに
十分な当該標章の表示は、出願書、添付される様式TM.5並びに出願後の公
告及び登録簿への登録事項として記載される。出願人及びその代理人から
当該表示の構成について支援が求められた場合には、直ちに対応がされる
が、登録簿への記載事項の最終的決定権は常に登録官にある－商標規則第
21(2)。
商標登録局は立体商標それ自体を拒絶することはないが、当該商標のすべての立体表
示について真の保護が与えられることはないことから、立体商標の保護及び効力は限定
的なものとなる。さらに、立体商標の登録は、その商標としての機能性、すなわち出所
表示機能及び識別性の証明に左右される。そのため、形の標章もまた、そのような厳格
な判断基準が適用され、識別性を有する場合には登録することができる。
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VI. 連合商標（1976 年 TMA 第 22 条）
連合商標とは、登録されているか出願中であるかを問わず、次に掲げる特徴を有する
標章をいう。
a) 商標が、同一又は密接に関連する商品又はサービスについて、同一所有者の名義
で登録されているかもしくは登録出願の対象となっている別の商標と同一であ
ること、又は
b) 商標が、所有者以外の者が使用した場合、別の商標と誤認もしくは混同を生じさ
せるおそれがある程に類似していること。

VII. 連続商標（1976 年 TMA 第 24 条）
連続商標とは、一の類における同一の商品又はサービスに関する複数の商標が重要な
特徴において相互に類似するものをいう。
連続商標は 1 回の出願で登録され、連合商標とみなされる。出願の手続は、通常の商
標と同一である。ただし、各標章の表示を出願書に添付しなければならない。

VIII. 防護商標（1976 年 TMA 第 57 条）
考案された 1 又は複数の語で構成される商標が、それが使用又は登録されている商品
又はサービスに関して周知となっている場合に、当該商標が他の商品に使用されると混
同を生じるおそれがあるときは、他の商品又はサービスについて当該商標は防護商標と
して登録することができる。当該所有者が当該他の商品について当該商標を使用する意
思がない場合にも、防護商標は登録することができる。そのため、防護商標は不使用を
理由に登録を取り消されることない。商標自体の登録とともに防護商標の登録がされた
場合には、連合商標とみなして登録される。

防護商標の登録出願は、出願人が出願の根拠として依拠する事実の全詳細を記載した
事情説明書を添付しなければならない。かかる事情説明書は、出願人又は登録官により
その目的で承認されたその他の者の宣誓書により証明されたものとする。
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登録官は、防護商標以外には、所有者の名義でなされた登録が存在しない場合には、
いつでも当該防護商標登録を取り消すことができる。
防護商標は造語に限定されているため、当該規定が援用されることは稀である。また、
防護商標は商標の登録及び維持に関しては追加的な分野でもある。2000 年商標（改正）
法による商標法への周知商標の導入により、防護商標に関わる規定を援用する重要性は
低下している。

IX. 証明商標（1976 年 TMA 第 56 条）
証明商標とは、何人かによって出所、材料、製造方法、品質、精度又はその他の特質
について証明された商品又はサービスをそのような証明のない商品又はサービスから
業として識別する機能を有する標章である。標章を証明する者は当該標章の所有者とし
て登録される。
かかる標章にも通常の商標出願と同じ手続が適用される。しかしながら、標章の使用
を規制する規約案及び事由を記載した事情説明書が出願の根拠として必要となる。規約
案には、所有者が商品又はサービスを証明する場合及び商標の使用を認める場合に関す
る規定を含み、登録官が挿入を要請又は許可するその他の規定を含むこともできる。出
願を受理した場合、登録官は次の事項を検討する。
a) 出願人が商品又はサービスを証明する上で適格であるか、
b) 規約案が十分なものか、及び
c) 一切の事情に照らし、出願された登録を行なうことが公共の利益にかなうか。
登録官は出願を拒絶するか、又は規約案の修正若しくは変更を条件として受理するこ
とができる。
現在、団体商標の登録に関する明示の規定はない。
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商標の登録出願に関する予備的事項

A.

登録官による助言

商標の登録

出願人は当該標章が登録可能かどうか登録官に事前の助言を求めることができる。こ
の請求は、所定の手数料 100 マレーシア・リンギを添えて様式 TM4 を提出することに
よりできる。
B.

調査
類似の商標が登録済か登録出願中かについては、次に掲げる方法により調査すること

ができる。
a) 所定の手数料 360 マレーシア・リンギ及び商標の表示の写しを添えて様式 TM4
を登録官に提出する方法、
b) クアラルンプールの商標局で出願人又はその代理人が自ら手作業で行なう調査、
c) .MyIPO の Online Search & Filing System へのアクセスによるネット調査
MyIPO のネット上の調査ツール https://iponline.myipo.gov.my/ipo/main/search.cfm.
により、誰でも、商標、特許、意匠及び地理的表示の登録状況を調査することができる。
商標出願番号又は商標の名称を入力すると、システムが当該調査対象である商標と類似
の商標を表示する。

C.

商品又はサービスの分類
1997 年商標規則第 5 及び別表 3 により、マレーシアの商標システムは現在、2012

年 1 月 1 日に発効された商品又はサービスの分類に関するニース分類第 10 版を採用し
ている。
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商標出願手続
フローチャート
（1976 年商標法）

出願
（出願日及び出願番号の発行）
[様式 TM5-RM370(従来形式)]
不遵守

方式審査

補正
（12 ヶ月以内に応答）

(法的要件の遵守)
遵守

調査及び審査

受理

（登録可否の審査及び先行商標の調査）

受理

拒絶

官報

受理

[様式 TM31-RM650]
(異議申立期間 2 ヶ月)

書面による
不服申立

第三者による異議申立て

異議なし

異議申立手続
当事者間審理

不受理

一方的審理
不受理

[様式 TM7-RM650]
異議受理

出願の拒絶

異議却下

高等裁判所に上訴
(知的財産権)
登録証

* 手続の詳細については商標規則を参照のこと。
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XI. 出願の手続
A.

出願の様式
出願の際には次に掲げるものを提出しなければならない。
a) 記入済の様式 TM5 の写し 5 部（各写しに商標が付されるものとする）、
b) 所定の手数料 370 マレーシア・リンギ（従来形式による出願の場合）、
c) 商標が付された宣誓書の原本、
d) 出願の詳細及び商標の表示を含む索引カード、
e) （必要な場合には）優先権主張に関する書類の写し、
f)

(必要な場合には)当該商標が英字以外の表記によるときは、商標の認証された
翻字及び翻訳の写し、及び

g) 送達用住所の通知に関する様式 TM1。

B.

出願の内容
出願には次に掲げる事項が記載されなければならない。
a) 出願が商標、防護商標又は証明商標についてなされたのかに関する表示、
b) 標章の表示、
c) 商品又はサービスのリスト及び分類の表示、
d) 商標が受ける制限、条件又は部分放棄、
e) 出願人の氏名又は名称及び住所、
f)

代理人の氏名及び住所、

g) 代理人の照会先及び登録番号、
h) 優先権主張日及び締約国名、

C.

i)

マレーシアで最初に使用された日、及び

j)

出願人が出願された標章の真正な所有者であることの宣言。

商標の表示
商標の明確で耐久性のある表示が指定された欄に添付されなければならない。ただし、

当該標章がその欄よりも大きい場合には、当該表示は様式 TM5 に添付することができ
る。色彩商標を出願する場合には、十分な表示がされなければならない。
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書類の提出
.すべての出願書及びその他の必要書類は、その通常の業務時間中に商標登録局に提

出するか、登録官に郵便により送付するものとする。送付された書類は、商標登録局が
受領した時に、受領されたものとみなされる。
2011 年商標（改正）規則第 8A 及び第 8B の規定により、現在では特許、商標、意匠
及び地理的表示について電子出願が利用可能となっている。電子出願による商標出願を
希望する出願人は手数料の割引を受けることができる。例えば、様式 TM5 の提出にか
かる手数料は電子出願の場合は 330 マレーシア・リンギと、従来形式による場合の 370
マレーシア・リンギより安くなる。

E.

署名
出願人に代わって代理人によって提出された書類は、代理人が署名することができる。

F.

翻字及び翻訳
商標がローマ字以外の文字による語を含む場合、各語の認証された翻訳及び翻字並び

に使用された言語の説明が出願書に記載されなければならない。登録局が認証された翻
訳及び翻字を受領するまで、出願は処理されない。この手続は通常、商標代理人がマレ
ーシア国内で手配し、出願後に行うことができる。

G. 送達用住所
マレーシア国内に居住していない又はマレーシア国内で事業を行なっていない出願
人は、マレーシア国内での送達用住所を届け出るために様式 TM1 を提出しなければな
らない。様式 TM1 は、出願人に代わって任命された商標代理人が署名及び提出できる。

H.

証拠の提供方法
宣誓書(SD)
出願人は、当該商標の真正な所有者であることを正式に公証された SD で証言しなけ

ればならない。この書類は、出願後に提出することができる。出願及び訴追目的で提出
が求められる SD は、次に掲げる方法により作成されなければならない。
a) マレーシアで作成される場合には、1960 年法定宣言法に従って作成すること、
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b) マレーシア以外の国で作成される場合には、裁判所、裁判官、治安判事、下級裁
判所の裁判官若しくは公証人の面前で又は訴訟手続のために宣誓を行なうこと
が法律により認められているその他の職員の立会いの下で、作成すること。

口頭による証言
登録官の面前で行なわれるすべての手続きにおいて、証拠は SD により提供されるも
のとする。ただし、登録官が適切とみなす場合には、宣誓による証拠に代わって口頭で
証拠を提供することができる。しかしながら、この慣行は商標登録局では採用されてい
ない。

I. 優先権主張を伴う出願
出願人が条約締約国、すなわちパリ条約締約国及び所定の国々（商標の相互保護をマ
レーシアと取決めた国として、官報に掲載された MDTCC 大臣の命令により宣言された
国々）において商標の保護出願をした場合、当該出願人は、出願日及び出願国に関する
情報を提供することにより、当該外国で保護を出願した日と同じ日をマレーシア国内に
おける出願日とすることができる。ただし、当該外国で出願した日から 6 ヵ月以内に優
先権の主張を伴った出願が行なわれるものとする。

この出願は、出願日及び出願国が示された宣言を含み、かつ、優先権書類を添えなけ
ればならない。この優先権書類とは、事前に提出した出願の写しであり、当該出願を受
理した当局が正確であると証明し出願日を示しているものである。

J.

出願の受理
登録局は、商標出願及び所定の手数料を受理した際には、提出された様式 TM5 の写

しについて商標出願番号及び出願日を発行する。
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XII. 出願の審査
A.

方式審査
審査官は、出願が方式要件に適合していない場合には、出願人に不備を補正するよう

通知する。出願人は当該通知日から 2 ヵ月以内に不備を補正するものとする。当該補正
が行なわれなかった場合、当該出願は取り下げられたものとみなされる。また、この段
階で、審査官は商品又はサービスの分類が適正かを判断し、商品がニース分類に基づい
て適切に分類されていないと判断された場合には出願人に明確にさせるか補正を求め
るものとする。

B.

調査及び審査
審査官は、当該出願された商標に関して、同一の又は類似の商品又はサービスにつき

登録簿に登録された同一又は類似の商標で公衆に誤認又は混同を生じさせるものがな
いかを判断するために、登録済及び登録出願中の商標の調査を行う。商標登録局では、
互いに 6 ヵ月以内に出願された類似の商標の出願を相互引用することを慣行としてい
る。6 ヵ月以上前に出願された古い出願は先行権の推定を享受し、認められる。
しかしながら、通常マレーシアでは商標の優先権は最先の使用者に付与される。最初
に出願した者は優先権の推定を享受し、後願の出願人は最先の使用を証明する責任が課
される。しかしながら、最終的には、商標を受ける権利及び優先権に関する問題は、登
録を求める商品又はサービスに関してマレーシアにおいて最初に使用した事実に基づ
き、判断される。
Lim Yew Sing 対 Hummel International Sports and Leisure (1996) 4 CLJ 784 事件で
控訴裁判所は、商標とは本来領域的なものであると判示した。1976 年商標法において
は、外国の商標がマレーシア国内で使用されていないことを条件として、マレーシアの
取引業者が類似の商品について当該外国の商標の登録所有者となることは適法とされ
ていた。また、裁判所は最先使用の原則を定め、マレーシアで商標と認められるには、
商標は業としてその所有者の商品について識別性を有する必要があり、かかる識別性の
判断はマレーシア市場のみについて行なわれ、外国の市場は全く考慮されないとした。
Hummel 事件の判決は、後の「Elba」 SPA 対 Fiamma Sdn Bhd [2008] 8 CLJ 202
事件で追随された。しかしながら、現在定められている周知商標に関する規定により、
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Hummel 判決の効力は低減されてしまったが、マレーシア国内で周知商標として認めら
れていない外国の商標は引き続き、Hummel 判決に拘束される。

C.

早期審査
商標規則第 18A の定めるところにより、同規定に基づき商標出願をする又はした出

願人は当該出願の早期審査を請求することができる。
当該請求は、出願日から 4 ヵ月以内に様式 TM5A を正副 2 通提出することにより行
なうことができる。登録官は、早期審査が行なわれるべきか否かを決定した後、可能な
限り速やかに、当該決定を出願人に書面により通知しなければならない。登録官が当該
請求を受理した場合、
出願人は登録官の決定を受けた日から 5 営業日以内に、様式 TM5B
を提出しなければならない。
出願人が所定の期間内に様式 TM5B を提出できない場合、
登録官は迅速出願の請求はされていないものとして取り扱う。
早期審査の請求は、商標規則が定めるように当該請求に関わる特定の事情及び理由を
記載した宣誓供述書又は宣誓書に裏付られていなければならない。請求の受理又は拒絶
は、出願人が記載した理由に基づき決定される。
早期審査を選択することにより、商標出願は出願日から 7 ヵ月以内に登録できるよう
になる。これは、迅速出願の承認の請求が出願日から 1 ヵ月以内にされ、出願人に不利
益な通知が発行されず、かつ、異議申立て手続が行なわれないことを前提とする。
しかしながら、審査官から異議が申立てられた場合には、早期審査は利用できなくな
り、出願は通常の審査手続及び時間枠で処理されることになる。
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早期審査に関するフローチャート

出願人は様式
TM5(RM370)を提出

早期審査の承認の請求
様式 TM5A(RM250)

早期審査を請求する
出願人は様式
TM5B(RM1200)を提出

調査及び審査
＞受理

公告の請求
出願人は様式
TM31(RM650)を提出

官報の作成

官報

再調査及びクリアランス

証明書の発行

出願日から 4 カ月以内
（5 営業日以内に承認）

登録官の決定を受けた日から 5 営業日
以内

1 カ月と２週間

受理通知を受けた日から 1 カ月以内

MyIPO は 1 カ月で官報の草案を作成し、
公告用政府の印刷所に提出

異議申立期間は 2 カ月

クリアランス及び再調査の期間は 2 週
間（パリ条約に基づく 6 カ月の優先権主張
を遵守するため）

1 週間

出典：MyIPO
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通常審査
1997 年商標規則の改正は、早期審査という選択肢を提供するだけでなく、通常の手

続についてもより迅速な審査手続を可能にしている。改善された通常審査手続により、
商標出願は、出願から登録までの手続が円滑に行なわれることを前提として、出願日か
ら 13 ヵ月以内に登録できるようになった。
2 ヵ月以内に異議が申し立てられない場合には、登録は認められ、2 週間でクリアラ
ンス及び証明書の発行が行なわれる。

E.

類似基準の一般原則
2 つの出願又は出願されている商標と登録商標の類似性を判断する際に、審査官は主

に次の 2 つの要素を検討する。

a) 商標が同一又は誤認若しくは混同を生じ可能性がある程度まで類似しているか、
及び
b) 商標が、同一の商品若しくはサービス又は同一種類の商品若しくはサービスにつ
いて使用されているか、あるいは商品若しくはサービスが密接に関連しているか。
また、審査官は次の要素も考慮に入れる。
a) 商標の特徴に通常の注意を払う通常の記憶力を有する通常の消費者に誤認又は
混同が生じるか、
b) 両商標の外観及び呼称、
c) 商標の本質的な特徴及び観念、及び
d) 商標全体の比較、
次に掲げるものは、商標の類似性を判断する際にマレーシアの裁判所が取っている見
解を示すための事案である。
a) Caitlin Financial Corp NV 対 CA Seimer (M) Sdn Bhd [2001] 3 MLJ 423 事件
本件は、異議申立人が出願人の標章の登録を認めた登録官の命令を取り消すため
に高等裁判所に提訴した事件である。異議申立人は、第 2 類、第 3 類、第 4 類
及び第 5 類について、「KIWI」及び／又はキウイという鳥の図案から構成され
る商標の所有者である。出願人は、第 25 類について、鳥の図案の下に「KIWI」
という語を配した標章の登録を出願した。裁判所は、両商標が音声上及び視覚上
同一であり、かつ、キウイ鳥の図案が同様の方法で描写及び表現されていること
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を理由に、誤認及び混同が生じると判示した。また、裁判所は、通常の公正な方
法により原告と被告とで異なる商品の区分にされた場合にも、相当数の一般購買
者に誤認及び混同を生じる可能性があると判断した。

b) Tohtonku Sdn. Bhd. 対 Superace (M) Sdn. Bhd. [1992] 2 MLJ 63 事件
裁判所は 「「MISTER」と「SISTER」という 2 つの語は誤認又は混同を生じる
ような類似性はない。2 つの語は異なる語である。第二音節には類似点があるが、
全体的に見て、当該類似点は誤認又は混同を生じるほどのものではない」と判示
した。

c) Walton International Ltd 対 Yong Teng Hing b/s Hong Kong Trading Co & Anor
[2007] 4 MLJ 133 事件
被告は第 9 類の光学グラス及びサングラスについて、「GIODANO」という商標
の登録を出願した。原告は被告の商標出願に対する原告の異議申立てを却下した
登録官の決定に対して提訴した。裁判所は、当該分類の商品に関して当該商標が
使用されていたことの証拠又は証明がなされていないことを理由に、原告は第 9
分類の商品に関して「GIRODANO」という商標で名声又はのれんを受けていな
いと判示した。さらに、原告の製品と被告の製品は異なる店で販売されていたこ
とにより、原告が主張した誤認又は混同の問題は生じていないとした。以上に基
づき、高等裁判所は控訴を棄却した。

d) Bata Ltd 対 Sim Ah Ba @ Sim Teng Khor & Ors (trading as Kheng Aik Trading)
[2006] 6 MLJ 445 事件
原告の商標は「POWER」という語と右を差す二本に分かれた鋭い矢のような図
案から構成されていた。その一方で、被告の商標は「SPORTS」及び「POWER」
という語と 3 本の羽のような縁の図案から構成されていた。裁判所は原告の商
標で販売された商品は、原告の専門店「BATA」又は原告のフランチャイズ店の
みで販売されており、被告の店舗のような一般的な量販店では売られていなかっ
たと判断した。さらに、原告の商標は、被告の販売する商品については登録され
ていなかった。裁判所はまた、原告及び被告両者の商標について「POWER」と
いう語を使用する権利が放棄されていることから、原告及び被告のいずれも
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「POWER」という語の使用を独占する権利はないとした。しかしながら、
「POWER」という語は原告の商標においては支配的な特徴であり、この語がな
ければ、原告の商標は原告の商品につき識別性を持たないものになる。したがっ
て、対照的な取引経路及び 2 つの商標のデザインの重大な相違により、2 つの競
合する商標が存在することによって公衆に誤認及び混同が生じるおそれはない
とされた。

e) Elba Group Sdn Bhd (以前は Chie Seng (M) Sdn Bhd) 対 Pendaftar Cap
Dagangan dan Paten, Malaysia & Anor (1998) 4 AMR 3366 事件
この事件では、2 つの商標が相互に混同を生じるかは、次の点について 2 つの語
を判断することにより決定されるべきであるとされた。
(i)

外観及び呼称、

(ii)

当該語が使用される商品、

(iii)

当該商品を購入する可能性のある消費者の性質及び種類、

(iv)

とりまくあらゆる状況、及び

(v)

その所有者の商品の商標として通常の方法で各商標が使用された場合に起

こる可能性のある出来事。
裁判所は、「adax」と「DAKS」という語は視覚上区別できるだけでなく、音
声上も混同及び誤認を生じる程度に類似していないと判断した。「DAKS」が防
寒服に用いられているのに対して、「adax」は熱帯気候における衣類に関する
ものであった。したがって、混同及び誤認が生じる可能性は低いとされた。ま
た、「adax」がマレーシア国内の消費者をひきつける一方で「DAKS」は外国
の市場やマレーシア国内の富裕層をひきつけるとされた。

F.

受理又は異議
出願の検討後、登録官は次のいずれかの判断を下すことができる。
a) 出願の全面的な受理、
b) 登録官が課すことが正当であると考える条件、補正、修正又は制限に従うことを
条件に、出願を受理すること、又は
c) 出願の受理を拒絶すること。
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G. 補正
出願の補正を請求するには、所定の手数料 140 マレーシア・リンギ（従来方式の出
願方法の場合）を添えて様式 TM26 を提出しなければならない。

H.

拒絶理由の通知
審査官は登録要件に基づく拒絶理由を出願人に書面により通知し、出願人は当該拒絶

理由の通知に対して 2 ヵ月以内に応答するものとする。出願人は、延長の理由を記載し
た様式 TM27 を提出することにより、上記期間の延長を求めることができる。

審査官が拒絶の決定を維持する場合には、出願人は登録官の決定を受けた日から 2
ヵ月以内に聴聞を申請することができる。当該申請が行なわれない場合、出願は取り下
げられたされたものとみなされる。

I. 不服申立て
命令第 87 号 2012 年裁判所規則により、出願人は、不服を申し立てる決定の日から
1 ヵ月以内に、手続開始令状により、登録官の決定に対して裁判所に訴えを提起できる。
出願人が所定の期間内に訴えを提起しない場合には、出願は取り下げられたものとみな
される。利害関係を有する者の申請により、当該期間は 1 ヵ月間延長することができる。

XIII. 出願の受理後
A.

公告
出願が受理された場合、出願人に出願が受理されたことを通知し、かつ、所定の手数

料を添えて様式 31 を 2 ヵ月以内に提出するよう求める通知書が発行される。
当該通知を受けた出願人は次のことをしなければならない。
a)

適切な手数料を添えて様式 TM31 を提出すること。

登録官の要請を受けてから 2 ヵ月以内に出願人が手数料を支払わない場合には、出願
は取り下げられたものとみなされる。
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異議申立て
商標が官報に公告された日から 2 ヵ月以内であれば、様式 TM7 による異議申立ての

理由を記載した異議申立通知を所定の手数料を添えて提出することにより、当該商標に
異議を申し立てることができる。当該通知を提出する前に、異議申立人は異議の申し立
てられる出願人に対して相応の通知をすることが賢明であると思われる。
出願人は、異議申立通知を受領した日から 2 ヵ月以内であれば、様式 TM8 による出
願の根拠を記載した答弁書を所定の手数料を添えて提出することができる。答弁書が提
出されない場合、出願は取り下げられたものとみなされる。
各当事者には、それぞれ異議申立て及び出願の根拠を裏付ける証拠を宣誓書により提
出するため順次２ヵ月の期間が与えられる。いずれかの当事者が様式 TM27 を提出する
ことにより当該２ヵ月の期間は延長することができる。登録官は、各当事者に証拠が揃
い次第、意見書又は提出物を送付するよう通知する。出願人は異議申立てに関する聴聞
を請求することができる。
登録官は意見書及び提出物を検討し、当事者にその決定及びその根拠を書面により伝
達する。出願人は、当該決定を受けた日から 1 月以内であれば、登録官の決定に対して
裁判所に訴えを提起することができる。
商標法に定められている理由のうち、特に悪意により登録出願された商標に異議を申
し立てる手段として、異議申立手続は利用可能である。

C.

費用の担保
登録官又は裁判所は、異議申立手続の当事者でマレーシア国内に居住していない又は

マレーシア国内で事業を行なっていない者に対しては、当該手続に関わる費用の担保を
提供するよう求めることができる。

XIV. 登録
公告された商標に対して 2 ヵ月以内に異議が申立てられない場合、当該商標は登録料
の支払をもって登録が認められる。登録官は、様式 TM10 に商標、商標番号、類、登録
の発効日、所有者の氏名及び商品若しくはサービスを記載し、登録証を発行する。
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登録の効果

商標の登録により、登録所有者は（10 年間。ただし、更新することで永久に）次に
掲げる権利を有する。
a) 登録簿に記載された権利について、商標を譲渡する権利、
b) 登録簿に記載された条件、制限又は修正に従うこと条件として、商標が適用され
る商品又はサービスに関連して当該商標を使用する独占的な権利、及び
c) 商標の無断使用に対して商標侵害訴訟を提起する権利。
なお、商標登録の効果に関し７６年商標法３８条は、登録者の許可なく登録商標を使
用した者は侵害したこととなると規定し、その使用はその商標が登録されるに関しての
商品又はサービスに関関連して同一の標章か取引過程で誤認させ混同を惹起する酷似
した標章をいうとされる。商標の侵害行為は、登録された同一の商品に関して同一か酷
似した標章にしかないということに注意を要する。

1976 年 TMA 第 46 条の規定により、商標が登録から連続して 3 年以上使用されなか
った場合は、登録の削除又は取消の根拠となることに留意頂きたい。
不使用取消につき、指定商品・役務の全体を取り消すか、その一部のみを取消すかは
状況次第である。実際、我々は指定商品全体の取消しという申請の選択肢も、申請者が
すべての商品について不使用であるとの確信がない場合はより狭い部分的な指定商品
の取消しの選択肢もある。不使用の規定（1976 年商標法４６条）は、裁判所は不服の
ある者の請求に基づき、当該商標が登録された商品あるいはサービスのいずれをも登録
簿から削除することを命ずることができると規定している。

XVI. 登録簿の訂正
出願人は次に掲げる理由により、裁判所に登録簿に記載されている事項の削除又は変
更を命じるよう請求することができる。
a) 記載事項の不記載若しくは登録簿からの脱漏又は十分な理由なく行なわれた登
録簿への記載、
b) 登録簿に誤って残っている記載事項、又は
c) 登録簿の記載事項の誤り又は不備。
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1976 年商標法第 45 条は、裁判所は、記載事項の登録簿への不記載若しくは登録簿
からの脱漏、十分な理由なしに登録簿になされた記載、誤って登録簿に残っている記載
又は登録簿の記載における誤り又は不備により権利を侵害された者から申立てがあっ
たときは、その適当と考えるところに従い、登録簿への記載、記載の削除又は記載の変
更を命じることができると定めている。
同法第 46 条は、権利を侵害された者は、申請により、次のいずれかの理由に基づき、
登録商標をその登録に係る商品又はサービスのいずれかに関して登録簿から抹消すべ
き旨の命令を求めることができると定めている。
(a) 当該商標が、その登録出願人の側において、それらの商品又はサービスに関し
て当該商標を使用する誠実な意図がないにもかかわらず登録され、かつ、当該商
標の登録所有者又は登録使用者が、当該申請の日の 1 月前までに、それらの商
品又はサービスに関して当該商標の誠実な使用を実際に行っていないこと、又は
(b) 申請の日の 1 月前に至るまで連続して 3 年以上、当該商標が登録されているに
もかかわらず当該商標の登録所有者又は登録使用者がそれらの商品又はサービ
スに関して当該商標の誠実な使用を行っていないこと
出願人が権利を侵害された者であるかの判断に関して、連邦裁判所は McLaren
International Ltd 対 Lim Yat Meen [2009] 4 CLJ 749 事件で、先行する商標により自ら
の商標登録が阻止されたことのみを理由として、権利を侵害されたとはいえないと判示
した。裁判所は Re Arnold D. Palmer [1987] 2 MLJ 681 事件の 686 ページで示された次
のようなテストを適用した。
「...所有者の名義において登録された商標は、その効力が発生した場合には、該
当する商品に取引上の利害関係を持たない者により妨げられるべきではない。
更正を求める請求人がかかる利害関係をそもそも持たず、したがって、登録簿
上に競合する商標が存在していることにより損害を被るはずがない場合には、
原則として、当該申請のみをもって、更正手続を目的とする請求人に必要な訴
えの利益を認めることは正しくない。さもなければ、Powell’s Trade Mark [1984]
11 RPC 7; [1984] AC 8事件で提起された不服申立ての判断基準は、申請人が削
除を求める商標そのものの登録出願をするという単純な便宜的手段を用いるこ
とによって、完全に効力のないものとされてしまうことになろう。」
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また登録官は、登録商標の登録、譲渡又は移転に関して不正行為が行なわれた場合、
又はそれが公益に適うと考える場合には、裁判所に登録簿の更正を申請することができ
る。
商標の侵害訴訟においては、登録簿の更正は抗弁及び反訴として機能しうる。
更正手続は、登録官に請求書の写しと共に申立ての通知をすることにより行なわれる。
登録簿の更正を命じる裁判所の命令は様式 TM28 により所定の手数料を添えて登録官
に提出されるものとする。当該命令等の受領後、登録官は登録簿を更正する。

XVII. 譲渡及び実施許諾
1976 年 TMA 第 55 条(1)の規定は、登録商標は、当該商標が登録されている商品若し
くはサービス、又はそれら商品若しくはサービスの一部について、関係事業ののれんと
共に又はのれんを伴わずに譲渡及び移転が可能なものであると定めている。
登録所有者は、商標を譲渡する権限を有する。商標に関する衡平法上の諸権利は、他
の動産の場合と同様の態様で行使することができる
商標の譲渡又は移転が複数の者が同一の商標を使用する独占的な権利を有すること
又は誤認若しくは混同を生じるような相互に類似する標章を使用することにつながる
場合には、商標は譲渡又は移転できないことに留意頂きたい。
登録出願中の商標について譲渡の申請はできるが、当該商標が登録されなければ処理
はされない。

A.

譲渡及び移転の登録手続
（通常、譲渡証書による）譲渡又は移転により、登録商標に係る権利を取得した者は、

所定の手数料を添えて様式 TM15 を提出することにより、その権利の登録を申請するこ
とができる。かかる提出物に義務付けられている記載事項は次の通りである。
a) 申請人の正式な名称及び事業所の住所、
b) 譲渡又は移転を認める認証された証書。申請人が、それ自体で自己の権利を証明
する書証としての証拠能力を有する証書に基づき権利を主張しない場合には、申
請人は様式 TM15 により、自己が当該商標の所有者であるとの主張を理由付け
る事実を全面的に記載しており当該権利が自己に譲渡又は移転されたことを示
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す陳述書を提出しなければならない。登録官が要請する場合には、当該陳述書は
宣誓書により証明される。

B.

のれんつきの譲渡
IRC 対 Muller (1901) AC 217 事件で、「のれん」は「名声、評判及び事業のつなが

りによる利益及び利点、(並びに)顧客を惹きつける力」であると定義された。「当該商
品又はサービスに関係する事業」ののれんの移転を目的とする譲渡の場合は、移転と同
時に他の商標の登録が取り消される場合を除き、当該事業において使用されている当該
他の登録商標に関する権限も移転しなければならない。
譲渡証書には、売主の事業ののれんが当該事業で使用されている商標と共に譲渡され
るという当事者の意図が明確に記載されなければならない。また、譲渡証書には、譲渡
が有効かつ十分な約因を目的としていることを、望ましくは約因の額面価額とともに記
載しなければならない。マレーシアでは確認譲渡証書も受理される。

C.

のれんの移転を伴わない譲渡
のれんの移転を伴わない譲渡は、単独譲渡(assignment in gross)としても知られてい

る。のれんの移転を伴わない譲渡を登録する手続は多少異なる。出願人は次の手続を取
らなければならない。
a) 商標が、譲渡の時点において、当該商品又はサービスに関する事業で使用されて
いたことを述べること、
b) 譲渡が当該事業ののれんとの関連以外で行なわれたことを述べること、
c) 譲渡を大手の新聞又は登録官が承認したその他の刊行物に公告すること。実際に
は、登録官は譲渡を News Strait Times に公告するよう譲受人に求めている。
法律上、マレーシア国内で使用されたことのない商標は、当該事業ののれんを伴わず
に譲渡することはできない。

D.

登録使用者
適法な契約により、登録所有者から商標を使用する権利を付与された者は、登録所有

者として登録簿に記載されることができる。登録所有者は、登録官に所定の手数料を添
えて様式 TM23 を提出して申請をしなければならない。McLaren 事件で連邦裁判所は
登録使用者は当該申請を義務付けられていないと述べたとはいえ、当該登録をしていな
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かったために 1976 年 TMA 第 46 条の規定に基づく不使用により当該商標が登録簿から
削除されることもあるため、登録使用者は当該登録をするのが望ましい。
登録使用者による商標登録の使用は、当該商標登録の登録所有者による使用とみなさ
れる。しかし、次に掲げる場合には、この規定は効力を失う。
a) 何らかの理由により商標が登録商標でなくなった場合、
b) 登録所有者が商標の使用及び商品又はサービスの質を管理することを停止した
場合、及び
c) 新たな登録所有者が登録使用者の登録について新たに申請を行なった場合。
1976 年 TMA 第 48 条は、登録所有者は、商標の使用及び商品又はサービスの質を管
理しなければならないと定めている。
登録使用者は次に掲げる権利を有する。
a) 登録所有者が商標侵害訴訟の提起を拒否又は怠る場合には、当該訴訟を提起する
権利、
b) 登録使用者に係る記載事項の誤りの訂正又はその氏名若しくは住所の変更の記
録を登録官に申請する権利、
c) ;登録使用者としての記載の取消しを登録官に申請する権利、
d) 登録使用者としての記載に影響を及ぼす行為に関して登録官から通知を受ける
権利、及び
e) 登録使用者の不利益になることに対し、登録所有者が登録により付与された権利
を行使しない場合に、裁判所に救済措置を申し立てる権利。

様式

手数料（RM）

関連事項又は手続き

従来形式

電子

CD 0

事務文書及び原稿の写しの請求

10.00

CD46

商標の登録出願の補正許可の請求

20.00

-

45.00

40.00

送達用住所の記載、変更又は差換えの承
TM01

認及び請求の様式

TM02

商標代理人の登録申請

TM03

商標代理人の登録更新申請

1,350.00

商標の登録可能性に関する登録官の予備
TM04

的助言の請求
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570.00

520.00

140.00

130.00
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TM4A
TM05
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手数料（RM）

関連事項又は手続き

従来形式

電子

調査請求

360.00

330.00

商標の登録出願

370.00

330.00

50.00

50.00

250.00

200.00

1,200.00

1,060.00

連続商標（連続商標一つにつき）

TM5A

商標出願の早期審査の承認請求

TM5B

商標出願の早期審査の請求

TM06

決定の根拠を示した文書の請求

700.00

650.00

TM07

異議申立通知

650.00

600.00

TM08

異議申立通知への答弁書

440.00

400.00

TM09

登録官への審理出席の通知

680.00

630.00

TM9A

登録官への一方的審理出席の通知

170.00

150.00

TM11

商標登録とその他の商標登録の連合解消
の申請

180.00

160.00

TM12

商標登録の更新申請

600.00

550

TM13

商標登録の遅延更新申請

870.00

820.00

TM14

登録の回復及び更新申請

930.00

880.00

TM15

商標の所有者としての登録のための譲渡
／移転の申請及び宣言

260.00

240.00

TM16

登録商標の登録所有者／登録使用者によ
る登録簿における記載の変更、事業所の
住所の変更又は誤記の訂正請求

90.00

80.00

TM17

登録商標の登録所有者による登録簿の記
載事項の記載、取消し又は変更の請求

140.00

130.00

TM18

登録商標の登録所有者による商品又はサ
ービスの削除の請求

140.00

130.00

TM19

登録商標の登録所有者による部分放棄覚
書の記載請求

180.00

160.00

TM20

登録商標の登録所有者による登録簿への
裁判所の有効性証書の付記請求

180.00

160.00

TM21

登録所有者による登録商標への追加又は
その変更の申請

180.00

160.00

TM22

登録商標への追加又はその変更の申請に
対する異議申立ての通知

680.00

630.00

TM23

登録使用者の登録申請

260.00

240.00

TM24

登録使用者の登録の変更又は取消しの申
請

220.00

200.00
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手数料（RM）

関連事項又は手続き

従来形式

電子

TM25

登録証以外の登録官の証明書の請求

140.00

130.00

TM26

出願書における事務的な誤りの訂正又は
その他の方法による登録目的での出願の
補正の許可の請求

140.00

130.00

TM27

期間の延長申請

80.00

70.00

140.00

130.00

80.00

70.00

140.00

130.00

1 ヵ月につき
(異議申立手続きに関する)期間の延長
TM27A 申請
1 ヵ月につき
TM28

裁判所の登録簿の更正又は変更の命令の
通知

140.00

130.00

TM30

模倣商標の付された商品の輸入制限の申
請

330.00

300.00

650.00

600.00

TM31 商標の公告請求
出典：1997 年商標規則別表１

商標法により義務付けられているその他の手数料

手数料（RM）

事務文書及び草稿の写しの請求：

1.

2.

a)

登録簿の抄本

1 ページにつき 10

b)

登録簿の写し

1 ページにつき 5

c)

コンピュータによるプリントアウト

1 ページにつき 5

d)

請求により認められる情報（対象リスト）

10 枚 以 下 に つ い て は
100、それ以降は 5

一般調査の実施請求

1 時間につき 10

コンピュータによる一般調査の実施請求
3.
出典: MyIPO ウェブサイト
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INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TM 01
TRADE MARKS REGISTRY
TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATION 1997
FORM OF AUTHORISATION AND REQUEST TO ENTER, ALTER OR SUBSTITUTE
AN ADDRESS FOR SERVICE
This form must be filed whenever an agent is appointed or when one agent is
substituted for another
(Subregulations 10(1), (10(2), 10(3) and 11(2))
1.

Trade Mark No:

2.

Class

3.

Full name and address of proprietor:

4.

Full name and address of agent (if any):

5.

Agent’s Registration No (if known) :

6.

Agent’s own reference :

7.
I request that all communication concerning the above mark be sent to the address indicated,
which is the address for service.
Note: Enter (3) or (4) as appropriate in the box. An address for service must be in Malaysia. The full
postal addresses of the parties must be given.
Signature: ……………………………………………………………………………..
Name of signatory (in block letter ):
Date :

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TM 04

TRADE MARKS REGISTRY
TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATION 1997
REQUEST FOR REGISTRAR’S PRELIMINARY ADVICE AS TO
REGISTRABILITY OF A MARK
(Subregulations 17 (1))
1.

Representation of mark:

If the space provided is insufficient, the representation may be made on a separate sheet
which must be firmly annexed to this Form.
The representation must be clear and durable and comply with regulation 34 of the Trade
Marks Regulations 1997.
2.

List of Goods or services

3.Class

Goods or services falling within more than one international class must be the subject of
separate applications. Continue on a separate sheet if necessary.
4.

Full name and address of applicant :

If the applicant resides abroad, an address for service in Malaysia must be provided.

5.

Full name and address of agent (if any):

If this is the address for service and is not already on record, Form TM 1 must be filed with
this Form.
6.

Agent’s Registration No (if known) :

7.

Agent’s own reference :

8.

The Registrar is requested to advice whether the mark appears to him prima facie to be
inherently adapted to distinguish or inherently capable of distinguishing the goods or services
specified, within the meaning of sections 10, 11 and 12 of the Act.

Signature: ……………………………………………………………………………..
Name of signatory (in block letter ):
Date :

TM 4A

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TRADE MARKS REGISTRY
TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATIONS 1997 REQUEST FOR SEARCH
(Regulation 17A)

1. Representation of mark:
If the space provided is insufficient, the representation may be made on a separate sheet
which must be firmly annexed to this Form.
The representation must be clear and durable and comply with regulation 34 of the Trade
Marks Regulations 1997.

2.

Class :

3. List of goods or services :

4. Full name and address of applicant:
If the applicant resides abroad, an address for service in Malaysia must be provided.

5. Full name and address of agent (if any) :
If this is the address for service and is not already on record, Form TM1 must be filed
with this Form.

6. Agent’s Registration No. (if know ) :
7. Agent’s own reference :
8. The Registrar is requested to search in Class
in respect of
to ascertain
whether the trade mark(s) sent herewith in duplicate and each representation being
mounted on ISOA4.
( Priority claim search is not included)
Signature: …………………………………………………………………………
Name of signatory (in block letters): …………………………………………….
Date: ……………………………………………………………………………….

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TRADE MARKS REGISTRY
TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATIONS 1997
APPLICATION FOR REGISTRATION OF A MARK
[Subregulation 18(1)]

TM 5

Applicant’s* or Agent’s* file reference: ………………………………..………………………..……………………….
* Delete whichever not applicable

1. Application is hereby made for the registration of a:
trade mark

defensive trade mark

certification trade mark

Note: Please tick the box appropriate to the kind of mark which registration is desired. In the case of a trade mark, please attach a copy of
the oath, sworn statement or statutory declaration evidencing that the applicant is the true owner. In the case of a certification trade mark,
please attach a copy of the rules governing its use. In the case of a defensive trade mark, please attach a copy of the statement of case
verified by a statutory declaration.
[Please enclose five (5) copies of the Form with the application]

2. Representation of mark:

Note: If the space provided is insufficient, the representation may be made on a separate sheet and firmly attached to this Form. Please
ensure that the representation is clear and comply fully with regulation 34 and the size of the trade mark shall not exceed 10 x 10 cm.

If the mark is coloured and is to be limited according to the colour, please tick this box:
If the application is for a series of trade marks under section 24, please specify the number of series in this
box:
Note: Any application made for a series of trade marks exceeding two trade marks is subject to an additional fee of RM50.00 per trade
mark.

3. Limitations, etc.:
(Insert below any conditions, disclaimers or other limitations to which the registration will be subjected to. If the mark contains or
consists of a word or words in non-Roman characters or in a language other than English language or the national language, please
provide a certified transliteration and translation as appropriate.)

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Class:
5. List of goods or services:
(Goods or services falling within more than one international class are subject to separate applications. Please use a separate sheet
if necessary.)

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

6. Full name and address of applicant:
Name

: .………………………………………………………………….………………….……………………..

Address : ….………………………………………………………………….…………………………………..…
…………………………………………………………………..…………….………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
… .…………………………………………………………………………….………………………….
NRIC No./Company Registration No./Passport No.: ………………………………………………………..……
(as a personal reference number)
If the applicant is a partnership, please state the full names of all the partners.
If the applicant resides abroad, please provide an address for service in Malaysia (Column 7).

7.

Full name and address of agent (if any):
Name

: .………………………………………………………………….………………….……………………..

Address : ….………………………………………………………………….…………………………………..…
…………………………………………………………………..…………….………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
… .…………………………………………………………………………….………………………….
Note: If this is the address for service, please file Form TM 1 together with this Form.

8. Agent’s Registration No. (if known): …………………………………………....................................................
9. Agent’s own reference: ………………………………………………………………………………………………..

10. International Convention priority claim: If priority date is claimed under International Convention or a bilateral arrangement,
please give details below and attach the relevant documents.

Convention country in which the trade mark was first filed: ………................................................................
Date: ............................................................... No. (if any): ...........................................................................
11. Date of first use of the mark in Malaysia (if any): .......................................................................
12. Declaration: I/We claim to be the bona fide proprietor of the mark whose registration is applied for and,
where the mark has not been used in Malaysia, that the application is made in good faith and that I am/we
are entitled to be registered as the proprietor of the mark.
An agent signing this Form on behalf of the applicant shall satisfy himself as to the truth of the declaration.
Signature: ………………………………………………………..
Name of signatory (in block letter): ………………………………………………………………………..
Telephone No.: ……………………………………..

E-mail: ……………………………………………

Date: ……………………………………….
Note: If the applicant is a partnership, please state the full names of all the partners.

IN THE MATTER of the Trade Marks Act, 1976 and
the Trade Marks Regulations, 1997
and
IN THE MATTER of application for the Registration of
a Mark in Malaysia.
STATUTORY DECLARATION

I, _________________________________(a), [NRIC No.______________ (b)] of full age and care of
__________________________________________________________________________________(c),
Malaysia, do solemnly and sincerely declare that:
1)

I am ______________________________________________________(d)(Company Registration No. ) of

___________________________________________________________________________________(e), Malaysia
(hereinafter referred to as the "Applicant") and I am duly authorized to make this Statutory Declaration on behalf of the
Applicant. The facts deposed herein are true to the best of my knowledge, information and belief.
2) The Applicant is the bona fide proprietor of the mark; a representation of which appears below and the Applicant is
entitled to be registered as the proprietor of the same in Class(s)____________________.

(representation of trademark)

3) The Applicant hereby appoints _________________ of_______________ of_______________ to be the Trade Mark
Agents for the filing, prosecution and registration of the above mark and all other matters related thereto.
AND I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true and by virtue of the Statutory
Declarations Act 1960.
Subscribed and solemnly declared by the)
abovenamed, ________________________ )

this day of ___________________ )
At

)

Before me,
Commissioner for Oaths

·
·
·
·
·

a. insert name of declarant
b. I.C or passport number
c. insert address of declarant
d. insert designation of declarant
e. insert name of company

TM 5A

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TRADE MARKS REGISTRY
TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATION 1997
REQUEST FOR APPROVAL FOR EXPEDITED EXAMINATION OF A TRADE MARK APPLICATION
(Subregulation 18A(2))
Please submit this Form in
duplicate together with the
prescribed fee
1.

Applicant’s* or Agent’s* file reference: ..………………………………….…….
* Delete whichever not applicable

IN THE MATTER OF :
Trade Mark Application No. :.……..………….................................... Filing Date : …………………….….…………
Class: …………………………………

2.

FULL NAME AND ADDRESS OF APPLICANT:
Name
: ...…………………………………………………………………………………….…………….……………
…………..
Address : .…………………………………………………………………………………..….…………………………
…..……..…………………………………………..…..…………………………………………..………….……………
…

3.

REQUEST :
The applicant(s) request(s) the Registrar to refer the trade mark application identified above for an expedited
examination in accordance with Regulation 18A of the Trade Mark Regulations 1997. This application contains the
following, stating the reason(s) for the request (please tick):
a) Statutory Declaration
b) Other (please specify )
…………………………………………………………..

4.

ADDITIONAL INFORMATION accompanying this Form :
Yes

5

Please specify: ………………………..…………..…

No

Signature: ………………………………………………………..
Name of signatory (in block letter): ………………………………………………………………………………………..
Telephone No.: ………………………………………….. Valid E-mail: …………………………………………………
Date : ……………………………………….

If Column 5 is signed by an agent on behalf of the applicant, the agent must satisfy himself as to the truth of the declaration.

For Official Use Only
Notification:

(a) Your request for approval for expedited examination of a trade mark application is approved.
Please file Form 5B accompanied by the prescribed fee.
(b) Your request for approval for expedited examination of a trade mark application is refused.

Authorised Signature : ……………………………..………….
Name : ……………….………………………………...………
Date : ………………………………………………..…..……..
Note: Applicant is advisable to conduct a proper search of the trade mark filed for application prior to the filing of
this Form

Statutory Declaration
Expedited Examination of a Trade Mark Application
I, ……………………………………………………………………………………..………….……. (insert name of
person making declaration) of
…………………………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………
(insert full address of person making declaration) do solemnly and sincerely declare that:
1. I am making this declaration in my capacity as
………………………………………………………………….……… (insert designation of person making
declaration) of .………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………
(insert name of company and address of person making declaration); or I am making this declaration on behalf of
another person
…………………………………..………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………
(insert name name and address of another person)
2. I request the Registrar of Trade Mark to expedite the examination of trade mark application no.
…..………………..……… In class ………………………………. for reason(s) stated below:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
AND I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true and by virtue of the Statutory
Declarations Act 1960.
Subscribed and solemnly declared by the
above named,
this day of
At
Before me,
Commissioner for Oaths

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TRADE MARKS REGISTRY

TM 06

TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATION 1997
REQUEST FOR STATEMENT OF GROUNDS OF DECISION
(Subregulation 29 (1))

1.

Application No:

2.

Class :

3.

Full name and address of applicant :

If the applicant resides abroad, an address for service in Malaysia must be provided.
4.

Full name and address of agent (if any):

If this is the address for service and is not already on record, Form TM 1 must be filed with this
Form.
5.

Agent’s Registration No (if known) :

6.

Agent’s own reference :

7.

Date of Registrar’s decision:

Please state above the date of Registrar’s letter conveying his refusal or conditional acceptance
of the application.
8.
The Registrar is requested to state in writing his decision and the grounds. Note: The
date of the Registrar’s decision for the purpose of any appeal will be the date that the written
grounds are issued in response to this request.
Signature: ……………………………………………………………………………..
Name of signatory (in block letter ):
Date :

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TRADE MARKS REGISTRY

TM 07

TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATION 1997
NOTICE OF OPPOSITION
(Regulation 37, Subregulations 50(1) and 51(1))

1.

Application No:

2.

Class :

3.

Notice is hereby given to oppose the application for registration of a:

trade mark

certification trade mark

defensive trade mark

alteration of rules of a registered
certification trade mark

Others
(Please tick whichever is applicable)
4.

Full name and address of opponent:

If the opponent resides abroad, an address for service in Malaysia must be provided.
5.

Full name and address of agent (if any):

If this is the address for service and is not already on record, Form TM 1 must be filed
with this Form.
6.

Agent’s Registration No. (if known):

7.

Agent’s own reference:

8.

Date and details of Gazette in which the opposed mark was advertised:

9.

Grounds of opposition :

If registration is opposed on the ground that the mark resembles marks already on the Register,
the number of those marks and the Gazette in which they were advertised must also be given
If the space provided is in sufficient, please continue on a separate sheet which must be firmly
annexed to this Form.
Signature:

………………………………………………………..

Name of signatory (in block letter):
Date:

Note:
- A copy of this Form must be sent to the applicant for registration at this address for service.
- One notice for each opposition

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TRADE MARKS REGISTRY

TM 12

TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATION 1997
APPLICATION FOR RENEWAL OF REGISTRATION OF A TRADE MARK
(Subregulation 57 (1))

Trade Mark No:

Class:

I/We/Agent
of -

Hereby apply to renew the above registration. Fee is enclosed herewith.
(Cheque/ Cash)

Signature

: ………………………………………….Proprietor
…………………………………………. Agent

Date

:

Note:




If the agent is newly appointed, please file Form TM 1
A letter of authority must be attached if the applicant is other than the registered proprietor or
the agent.
A representation of the mark must accompany the application.

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TRADE MARKS REGISTRY
TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATION 1997
APPLICATION FOR LATE RENEWAL OF REGISTRATION OF A TRADE MARK
(Subregulation 59)

Trade Mark No:

Class:

I/We/Agent
of -

hereby apply to renew the above registration. Fee is enclosed herewith.
(Cheque/ Cash)

Signature

: ………………………………………….Proprietor
………………………………………….Agent

Date

Note:

:

-

If the agent is newly appointed, please file Form TM 1

TM 13

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TRADE MARKS REGISTRY
TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATION 1997
APPLICATION FOR RESTORATION AND RENEWAL OF REGISTRATION
(Subregulation 60(2))

Trade Mark No:
Class:
I/We/Agent
of hereby apply to renew the above registration. Fee is enclosed herewith.
(Cheque/ Cash)

Signature

: ………………………………………….Proprietor
………………………………………….Agent

Date

Note:

:

-

If the agent is newly appointed, please file Form TM 1

TM 14

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TRADE MARKS REGISTRY

TM 15

TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATION 1997
APPLICATION AND DECLARATION OF AN ASSIGNMENT/ A TRANSMISSION FOR
REGISTRATION AS PROPRIETOR OF A TRADE MARK
(Subregulations 63(1) AND 69(1))

Trade Mark No:

Class:

Associated No:

PARTICULARS OF ASSIGNOR/ PRESENT/ PREVIOUS PROPRIETOR:
Name:
Address:

PARTICULARS OF ASSIGNEE/ NEW PROPRIETOR:
Name:
Address:

Telephone No:

I/We hereby apply for the approval of the Registrar to be entered in the
Register as proprietor of the trade mark for the following:

assignment with goodwill

assignment without goodwill

proposed assignment (with goodwill)
(without goodwill)

proposed assignment

transmission

(Please tick whichever is applicable)

I/We am/are entitled to the trade mark by virtue of:

‘Deed of Assignment’
Statement of Case verified by a Statutory Declaration
Others (Please specify)
Dated

, a copy/copies which is/are attached together with this Form.

(Please tick whichever is applicable)

………………………………………………
(Signature of Assignee)

Date

Note:




If there is any appointment of agent or address for service, please attach Form TM 1
together with this Form.
If partial assignment is to be made, goods or services assigned should be stated clearly
in the Deed.
One application form for each trade mark.

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TRADE MARKS REGISTRY

TM 16

TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATION 1997
REQUEST BY THE REGISTERED PROPRIETOR/REGISTERED USER OF A REGISTERED
TRADE MARK FOR ENTERING A CHANGE IN THE DESCRIPTION, ALTERATION OF
TRADE/BUSINESS ADDRESS OR CORRECTION OF AN ERROR IN THE REGISTER
(Subregulation 70(1))

Trade Mark No:

Class:

I/We am/are the:
Proprietor

Registered User

of a registered mark.

I/We hereby request for :

entering a change in the description in the Register
alteration of trade/ business address in the Register
correction of an error in the Register
(Please tick whichever is applicable)

PREVIOUS PARTICULARS:
Name:
Address:

NEW PARTICULARS:
Name:
Address:
Actual date of change of:
i)

name:

ii)

address:

Address for service:
(If there is a change of agent or address for service, please Form TM 1)

………………………………………………………..
(Signature of Registered proprietor or registered user)

Date

Note: A registered proprietor or a registered user whose address has been altered by a public
authority, while the change of address designates the same premises as before, shall attached
the supporting statement together with this Form to avoid payment of fee.

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TRADE MARKS REGISTRY

TM 18

TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATION 1997
REQUEST BY REGISTERED PROPRIETOR OF A REGISTERED TRADE MARK TO STRIKE
OUT GOODS OR SERVICES
(Subregulation 71 (1))

1.

Trade Mark No:

2.

Class

3.

Full name and address of the registered proprietor :

If the applicant resides abroad, an address for service in Malaysia must be provided.
4.

Full name and address of agent (if any):

If this is the address for service and is not already on record, Form TM 1 must be filed
with this Form.
5.

Agent’s Registration No (if known) :

6.

Agent’s own reference :

7.

The Registrar is requested to strike out the following goods or services from the
registered specification:

(If the space provided is insufficient, please continue on a separate sheet which must be firmly
annexed to this Form)
Signature: ……………………………………………………………………………..
Name of signatory (in block letter ):
Date :
Note:

A copy of this Form must be sent to the opponent at his address for service.

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TRADE MARKS REGISTRY

TM 23

TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATION 1997
APPLICATION FOR REGISTRATION OFREGISTERED USER
(Subregulation 80(1))

Trade Mark No:

Class:

PARTICULARS OF REGISTERED PROPRIETOR:
Full name:
Address:

Telephone No:
PARTICULARS OF REGISTERED USER:
Full Name:
Address:

Telephone No:
Note: Please state the full names of each of the partners, if the registered user is a
partnership.
Effective from:
Without limit of period
With limit. Please state the expiry date: ………………………
Exclusive/ Sole registered user.
Non exclusive/ Not sole registered user.
To use all goods or services registered under the proprietor.
To use parts of the goods or services registered under the proprietor. Please state below:

(If the space provided is insufficient, please continue on a separate sheet which must be firmly
annexed to this Form)
(Please tick whichever is applicable)
Representation of the registered mark:

(If the space provided is insufficient, please continue on a separate sheet which must be firmly
annexed to this Form)

……………………………………………
(Signature of registered proprietor)

Date

Note: if there is any appointment of agent or address for service, please attach Form TM 1
together with this Form.


One application form for each trade mark.

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TRADE MARKS REGISTRY

TM 24

TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATION 1997
APPLICATION FOR VARIATION OR CANCELLATION OF
THE REGISTRATION OF REGISTERED USER
(Subregulation 82(1))
Trade Mark No:

Class:

PARTICULARS OF REGISTERED PROPRIETOR:
Name:
Address:

Telephone No:
PARTICULARS OF REGISTERED USER:
Name:
Address:

Telephone No:
Sate the goods or service registered under the registered user:

(If the space provided is insufficient, please continue on a separate sheet which must be firmly
annexed to this Form)
This application is for:

cancellation

variation

Effective date of cancellation of registered user:
Effective date of variation of registered user:
State the goods in respect of which the registered user is to be altered.

(If the space provided is insufficient, please continue on a separate sheet which must be firmly
annexed to this Form)
(Please tick whichever is applicable)

……………………………………………
(Signature of registered proprietor)

Date

Note:




Please attach a representation of the registered mark together with this Form.
If there is any appointment of agent or address for service, please attach Form TM 1
together with this Form.
One application form for each trade mark.

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TRADE MARKS REGISTRY

TM 28

TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATION 1997
NOTICE OF ORDER OF COURT FOR RECTIFICATION OR
ALTERATION OF THE REGISTER
(Regulation 75 (1))
1.

Trade Mark No:

2.

Class:

3.

Full name and address of the registered proprietor:

If the proprietor resides abroad, an address for service in Malaysia must be provided.
4.

Full name and address of agent (if any):

If this is the address for service and is not already on record, Form TM 1 must be filed with this
Form.
5.

Details of the amendment required to be made:
(An office copy of the order of court must be attached)

Signature: ……………………………………………………..
Name of signatory (in block letter):
Date

:

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TRADE MARKS REGISTRY
TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATION 1997
APPLICATION TO RESTRICT IMPORTATION OF COUNTERFEIT
TRADE MARKS GOODS
(Regulation 83A)

FOR OFFICIAL USE
Application Date: …………………………………….
Fee: …………………………………..
* Cheque/ Postal Order/ money Order / Cash / Draft No: ……………………………..
Registrar’s Remark: ………………………….
Notice remain in force from ………………….. until ……………………….
(Not more than 60 days)
Security Deposit: ……………………………………..
(As required under Section 70E of the Trade Marks Act 1976)
Place of storage of seized goods: ………………………………….
(As required under Section 70F of the Trade Marks Act 1976)
I.

Applicant:
(Proprietor of a registered mark or agent having the power)
Name:
Address:

Nationality:
Telephone:

2.

Trade Mark No:

3.

Class:

4.

Representation of mark:

5.

Specification of goods:

TM 30

6.

Particulars of importers of counterfeit trade mark goods:

(i)

Name and address of the importer:

(ii )

Name and registration number of the ship, aircraft, vehicle, etc :

(iii)

Name of the place of the counterfeit trade mark goods expected to be imported:

(iv)

Expected date and time of arrival:

(v)

Company of origin:

7.

Interest of the application in the mark, if any:

Signature: …………………………………………………………………….
Name of signatory (in block letters):
Date :

TM 31
INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TRADE MARKS REGISTRY
TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATION 1997
REQUEST FOR ADVERTISEMENT OF A TRADE A MARK
(Subregulation 33(2))
Applicant’s* or Agent’s* file reference: ..……………………………..…………………………….…….
* Delete whichever not applicable
1.

IN THE MATTER OF:
Trade Mark Application No. :.……..…………..................... Filing Date: ……………………………………
Class: …………………………………

2.

Full name and address of applicant:
Name
: ...……………………………………………….……………………………….……………………..
Address : .………………………………………………………………….…………………………………..…
.…………………………………………………………………………….………………………….

3.

REQUEST :
The prescribed fee for the advertisement of the above mentioned application is hereby transmitted.

4.

ADDITIONAL INFORMATION accompanying this Form :
Yes

5.

Please specify: ………………………..…………..………

No

Signature: ………………………………………………………..
Name of signatory (in block letter): ………………………………………………………………………..
Telephone No.: ………………………………………….. Valid E-mail: ………………………………………………
Date: ……………………………………….
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