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II. 産業財産権の取得 
 

 

第 1 節 

商標 
 

いずれの国でも事業を行う際にすることができる最も重要な投資の1つは貴社の商標を保

護することである。貴社が商標を出願し、登録が受けられた場合、貴社は商標の所有権者と

みなされる。貴社の善意は登録を取得した際に確定する。 

 

登録商標は、登録している製品またはサービスに関係する当該標章の独占使用権や商標侵

害に関して所管当局および裁判所を利用する権利など、登録所有権者に一連の排他的権利を

付与する。また、ベトナムを含むほとんどの法域の法律は、登録商標の所有権者が「登録」

製品またはサービスと同一であるか類似している製品またはサービスに関係した標章の無断

使用を防止し、一定の場合には、完全に異なる製品またはサービスに関係した使用を防止す

ることを認めている。判断基準は常に商品又はサービスの消費者が出所の同一性に関して混

乱するか否かである。この例として、ソニーが権利を有しない種類の商品であるにもかかわ

らず、サングラスなどの非電子製品が日本のソニー製であると推定され得る場合の「ソニ

ー」など、非常に巨大な多国籍ブランドを挙げることができる。 

ベトナムでの商標権の取得は、ベトナムで合法的に事業を立ち上げ、拡大したいと望む全

ての者にとって必須である。貴社は商標を悪用する侵害者を差止め、処罰するよう所管当局

に請求し、提訴する侵害訴訟の非常に初期段階で差止命令による救済を得る権利を有する。

まず、裁判所がある者を有利と見る一応の証拠は、登録を持たない者又は法人に対する商標

登録である。特にベトナムなどのアジア諸国のように模倣品の製造および取引が現在では洗

練して行われている諸国で、商標登録を怠った場合、事業に対して起こり得る負の結果は多

数ある。   

 

近年、ベトナムの輸出入貿易は急激に増加しており、2010 年には約 1,500 億米ドルに達し

ている。2009 年には世界経済危機や他の域内諸国との激しい競争にもかかわらず、約 210 億

米ドルの外国直接投資がベトナムに流入した。日本は常にベトナムの貿易相手国上位 5 位以

内に入っている。さらに、ベトナムは 2009 年 4 月 21 日に日本との包括的自由貿易協定に批

准しており、この協定は物およびサービス、事業環境改善、投資、労働力移動ならびに技術

基準協力など、いくつかの重要な分野を網羅している。この協定に基づき、ベトナムと日本

との間で貿易される物の 92%が今後 10 年以内に関税率ゼロになると予想されている。 

 

ベトナムは労働力市場と原材料費用が安く、日本を含む世界の企業を惹きつけており、こ

うした企業はベトナムで製造された製品を輸出のために発注している。OEM または委託生

産はベトナムで一般的になっている。しかしながら、OEM 生産の増加に伴い、知的財産侵

害は無視できない真の問題となっている。商標権の主な特徴は領域的に厳格であること、す

なわち、商標権は付与された国または地域のみで有効であるため、外部の国または地域は拘

束されない。また、ベトナム知的財産法の下では、先願主義が適用されている。したがって、

日本企業がベトナムで生産委託を行う場合、第三者が同じ製品を指定して同じ商標を先行登

録し得る状況に備えて、可能な限り速やかにベトナムで商標を登録することが望ましい。 

 

不正競争とみなされる不正登録の防止に関して、ベトナム知的財産法は、不正競争行為に

は「使用者が標章所有権者の代理人又は代理店であり、かつ、使用が標章所有権者の同意を

得ていないか正当化されない場合の、ベトナム社会主義共和国が締結国である国際条約の加

盟国である国において保護されている標章の、国際条約の規定に基づいて標章所有権者の代
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理人又は代理店が標章の使用を禁じられている場合の、使用」（第130.1条c）を含む。この

規定はパリ条約第6条の7（所有権者の許可を得ない所有権者の代理店または代理人の名義で

の登録）に合致しており、ベトナム国内の第三者が特定の日本企業が使用しており、日本と

世界のどこかで登録している商標を使用することを禁じている。 

 

1. 権利取得の基本と先願主義 
 

1.1 権利取得の基本 
 

商標についての商標権は、科学技術省下の NOIP への適切な登録に基づいて取得さ

れる。更に、1891 年～1967 年の標章の国際登録に関するマドリッド協定およびマド

リッド議定書の利益を享受する権利を有する自然人および法人は、マドリッド協定ま

たは議定書に基づくベトナムを指定国とした国際商標登録により、ベトナムにおいて

商標の保護を取得することができる。 

 

1.2 登録により付与される権利 
 

登録により、商標権者は次の権利を有する。 (a) 商標を使用する権利、または他人

に商標の使用を認める権利、(b) 他人に商標の使用を禁止する権利、および(c) 商標権

を譲渡しおよび／またはライセンスする権利（第123条）。 

 

標章の使用とは、次の行為を実施することをいう。(i) 事業活動において保護される

標章を商品、商品パッケージ、事業またはサービス提供の手段、および通信用書類に

添付すること、(ii) 保護される標章の付された商品を流通、または販売のための申し

出、宣伝もしくは保管すること、(iii) 保護される標章の付された商品またはサービス

を輸入すること（第124.5条）。 

 

       知的財産法129条で規定されている他人が登録商標を使用することを禁ずる権利に

は、当該商標の所有者の許諾なしにされた以下の行為が含まれる。(i) 保護された標

章と同一の標識を，当該標章により登録された一覧におけるものと同一の商品又はサ

ービスについて使用すること、(ii) 保護された標章と類似の標識を，当該標章により

登録された一覧におけるものと同一か類似の又は関係する商品又はサービスについて

使用すること。ただし，当該使用が，当該商品又はサービスの出所について混同を生

じさせる虞があることを条件とする、(iii) 保護された標章と類似の標識を，当該標章

により登録された一覧におけるものと同一か類似又は関係する商品又はサービスにつ

いて使用すること。ただし，当該使用が，当該商品又はサービスの出所について混同

を生じさせる虞があることを条件とする、(iv) 周知標章と同一若しくは類似の標識，

又は周知標章の翻訳若しくは翻字の形態による標識を，当該周知標章を有する商品若

しくはサービスと非類似若しくは無関係のものを含む何らかの商品若しくはサービス

について使用すること。ただし，当該使用が，当該商品若しくはサービスの出所につ

いて混同を生じる虞，又は当該標識の使用者と周知標章所有者との間の関係について

誤った印象を生じる虞があることを条件とする。 

 

ただし、「禁止」権には制限がある。ベトナム知的財産法の下では、商標所有権者

は、標章所有権者またはそのライセンシー以外の者が外国市場に投入した商品を除き、

外国市場を含む市場に合法的に投入された商品の流通、輸入、利用または使用を他者

に禁ずる権利を有しない（第125.2条b）。つまり、ベトナムがその知的財産法により

並行輸入と権利の国際消尽制度を認めているということである。また、商標所有権者

は、地理的表示の登録出願申請日以前に標章が誠実な方法で保護を取得している場合、
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他者が保護される地理的表示と同一か類似した標章を使用することを禁止する権利を

有しない（第125.2条g）。 

 

1.3 未登録標章の地位 
 

非登録標章は、ベトナムにおいて広く知られているとみなされない限り、保護され

ない（以下の（11）の「周知標章」を参照）。 

 

1.4 先願主義 
 

ベトナムは、商標規定において先願主義を採っている。NOIP に対して商標登録の

出願を最初に行う者または団体が当該商標の保有者とみなされる。従って、商標保有

者にとってはできるだけ早くベトナムで商標を登録することが重要である。 

 

2 以上の出願人が同一の商品またはサービスについて同一の標章の登録を出願した

場合、最初の出願人が登録の権利を有する。2 以上の者が同一または類似の商品また

はサービスについて同一の標章の登録を出願し、それらの出願が同一の優先日を有す

る場合、出願人は、以後いずれの出願が処理されるか、取り下げられる出願はいずれ

か、について合意するよう求められる。そのような場合において出願人が合意に至ら

ないときは、全ての出願が拒絶される。(編者注：執筆者によるとすべての出願が拒絶

された後で、再び出願人の一人あるいは第三者が同一の出願をした場合については規

定がないため、ＮＯＩＰはこれを通常の出願として扱うことになるとみている。) 

 

出願がなされている商標が周知商標と認められている他の者の登録商標と同一であ

るか紛らわしく類似している場合、先願主義の例外が存在する。この場合、標章は、

標章が登録に適格であるために満たすべき要件たる識別性のあるものとはみなされず、

出願は却下される。というのは、第 74.2 条は、「標章が以下のいずれかの場合に該当

する標識である場合、標章は識別性があるとはみなされないものとする。 …(i) 標章

の使用が周知商標の識別性を損なうか、そのような標識の登録が周知標章の顧客吸引

力を利用することを目的としている場合、周知標章が付いたものと同一か類似の物も

しくはサービスに関して、または類似していない物もしくはサービスに関して、周知

と認められている他の者の登録標章と同一であるか紛らわしく類似している標章...」

と規定しているからである。 

 

ベトナムの知的財産法制には、商標に関して先使用者権は存在しない。 

 

2. 保護対象の標章の形態と商標の定義 
 

2.1 登録可能な標章の形態 
 

ベトナムでは、商標、サービス標章、連合標章、証明標章および団体標章の登録を

出願することができる。 

 

 

2.2 商標および登録可能な標章の定義 
 

商標とは、異なる組織および個人の商品またはサービスを識別するために用いられ

る標識をいう。 
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登録可能な標章は、1 以上の色彩で表された文字、単語、絵、図形（立体図形を含

む）またはそれらを結合した形で、目に見える標識でなければならず、かつ商標保有

者の商品またはサービスを他者の商品またはサービスと識別できるものでなければな

らない。 

 

スローガンはベトナムで商標として登録することができる。但し、本質的に識別性

を有するか、識別性を獲得した証拠に基づいて識別性を有する場合とする。 

 

2.3 サービス標章の定義 
 

上記 2.2 を参照。 

 

2.4 連合標章の定義 
 

連合商標とは、同一保有者により登録された相互に同一または類似の商標であって、

同一または類似または関連する商品およびサービスのために用いられる商標をいう。 

 

2.5 証明標章の定義 
 

当該標章を付した商品またはサービスの原産地、原材料、商品の製造方法、サービ

スの提供方法、品質、精度、安全性に関する特徴またはその他の明確な特徴を証明す

るために、保有者が他の組織または個人に自己の商品またはサービスに使用すること

を許可するもの。 

 

2.6 団体標章の定義 
 

当該標章の保有者である組織の構成員の商品またはサービスを構成員以外の団体、

または個人の商品またはサービスと識別するために用いられる標章。 

 

3. 登録出願の基本 
 

3.1 出願人適格 
 

(1) 生産あるは供給に携わる団体、個人は、自己の商品または役務に使用する標章

の登録を出願することができる。 

 

(2) 第三者によって生産された商品の取引に携わる団体、個人は、当該他者が出願

に異議を申し立てず、関連の製品に当該標章を使用しない場合に、他その製品に

使用する標章の登録を出願することができる。とする。 

 

(3) 適法に設立された団体は、団体商標の使用規則に従ってその構成員により使用

される団体商標の登録を出願することができる。商品あるは役務の地理的出所を

表示する標識に関しては、その登録の権利を有する団体は、関連する地域の商品

あるいは役務の生産あるいは取引に従事している団体あるいは個人の集積体であ

る必要がある。 

 

(4) 商品あるいは役務の品質、特徴、出所、その他の関連する基準を管理し証明す

る機能を有する団体は、当該商品あるいは役務の生産あるいは取引に従事してい

ない場合には、証明標章の登録を出願することができる。 
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(5) 以上の団体または個人は共同で商標の登録をして、その共有者となることがで

きる。ただし、以下に掲げる要件を満たすことが必要である。(i) 当該商標の使用

が，共有者全員の代理で行われ，又は共有者全員が当該生産若しくは取引に従事

している商品若しくはサービスについて行われること、(ii)当該商標の使用によ

り，商品又はサービスの出所について消費者に何らの混同も生じさせないこと。 

 

(6) 上記(1)から(5)により登録を受ける権利を有する者は，登録出願後であっても，

書面による契約、法に従った遺贈あるいは相続により他の組織又は個人に当該権

利を譲渡することができる。ただし，譲受人が登録を受ける権利を有する者に適

用される各基準を満たすことを条件とする。 

 

(7) 商標所有者の代表者又は代理人に当該標章の登録を禁止しており，かつ，ベト

ナム社会主義共和国もまたその締約国である国際条約の締約国において保護され

ている標章に関しては，当該代表者又は代理人は，合法的理由を援用可能な場合

を除き，当該商標所有者が合意しない限り，当該商標を登録することを許可され

ないものとする。 

 

 

3.2 出願人の代理人 
 

ベトナムに常居所、駐在員事務所または実際の事業所を有する外国出願人は、商標

の登録をNOIP に直接出願するか、ベトナムの適法な代理人を通じて出願することが

できる。 

ベトナムに常居所、本社または駐在員事務所を有しないが、ベトナムでの商標登録

を希望する外国出願人は、ベトナムの適法な代理人を通じて保護を求める出願をしな

ければならない。 

 

ここで、ベトナムにおける適法な代理人とは、以下の要件を満たすすことで、産業

財産権代理業務をすることを所管官庁により認められた「産業財産権代理人」として

理解すべきである。(1) ベトナムにおける外国の法律事務所を除いて、適法に設立さ

れ，運営されている企業，合作社、又は科学技術サービス組織であること。(2) 工業

所有権代理業務を遂行する機能を有し，それが事業登録証明書又は事業経営登録証明

書(以下「事業登録証明書」という)に記録されていること。(3) 当該組織の所長である

か又は当該所長により授権された者の場合は，産業財産権代理人の実務証明書の付与

を受けていること。 
 

3.3 出願に利用可能な基礎 
 

標章の登録に関しては当該標章が使用されていることは要求されないが、標章が取

り消し請求の前5年間にわたり正当な理由なく使用されていないときは、当該標章の

登録は取り消される。 

 

4. 出願準備 
 

4.1 委任状 
 

現地代理人の選任は委任状により行わねばならない。委任状には出願人の氏名およ
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び住所、選任された代理人の氏名および住所、委任の範囲、委任期間、委任日、出願

人の署名および捺印（印鑑を有する場合）を明記しなければならない。公証および認

証（legalization）は不要である。 

 

包括委任状が認められている。 

 

4.2 分類方式 
 

出願人は、商品およびサービスの国際分類に従って商品またはサービスを関連する

区分に分類しなければならない。ベトナムは、第42 類を第42 類、第43 類、第44 類、

第45 類の4 分類に分割するニース分類の変更も承認している。この変更採択の効力発

生日は2001 年11 月25 日であった。ベトナムは2007 年1 月1 日から商品およびサービ

スの国際分類第9 版を適用している。 

  

4.3 複数区分にまたがる出願 
 

出願人は、ベトナムにおいて複数区分にまたがる出願を行うことができる。但し、

商品またはサービスの各追加区分につき追加手数料を納付する場合とする。（13の

「料金」を参照） 

 

4.4  商品指定の幅 
 

NOIP は、関連する区分中の「全商品」であるとの主張に関しては登録を認めない

が、出願および審査の手数料の計算上、出願には商品またはサービスの特定品目を明

記しなければならない。（13の「料金」を参照） 

 

5. 出願に必要な書類 
 

5.1  出願の方式要件 
 

商標の登録出願（以下「出願」という）は、下記の通り統一性を確保しなければな

らない。 

 

(1) 各出願は、1 商標に対する出願とする。 

 

(2) 書類は、ベトナム語で作成しなければならない。出願は現地代理人が行う。商品

またはサービスの一覧、委任状、優先権主張の基礎となる出願の写し（優先権が

主張される場合）等、外国語による作成が認められる書類については、選任され

た代理人がベトナム語翻訳文を提出する。出願書類がベトナム語以外の言語によ

り作成されている場合は、当該書類をベトナム語に翻訳しなければならない。 

 

(3) 書類は、A4 版（210mm × 279mm）白紙の片面に 20mm の余白を設けて縦長で作

成する。図形、図面および図表（もしあれば）は、横長で作成することができる。 

 

(4) 書類は、抹消または訂正なく、退色しないインクにより明瞭かつきれいにタイプ

するか印刷しなければならない。 

 

5.2  出願の内容要件 
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出願は、以下の書類および情報を含まなければならない。 

 

(1) 代理人が記入し、署名した所定のフォーム04-NHによる出願書類。以下を記載する

こと。出願人の氏名および住所、代理人の氏名、住所および電話番号。関係する

標章の種類（商標、サービス標章、証明標章、団体商章、連合商標）およびその

関連する国際分類。標章に色彩を付している場合は、関係する色彩の表示。標章

の図形的および特徴的な要素並びに標章の全体的な構成に関する簡単な説明。優

先権が主張される場合は、それに基づいて優先権を主張する条約または協定並び

に優先権主張の基礎となる出願の出願番号、出願国および出願日の表示。登録を

希望する商品またはサービスおよびそれらの商品またはサービスが属する国際分

類の区分の表示。ベトナム語または英語以外の言語による単語を含む場合は、当

該単語を音訳または英訳しなければならない。標章が連合商標の場合は、標章の

関連する要素を表示しなければならない。標章が証明標章の場合は、証明の目

的、内容、方法を記載しなければならない。 

 

(2) 出願人が署名し、捺印した（印鑑を有する場合）委任状。委任状が外国語で作成

されている場合は、そのベトナム語翻訳文を提出しなければならない。翻訳文

は、代理人が作成する。委任状は、本人および選任された代理人の氏名および住

所、委任の範囲、作成日並びに作成者の署名を記載しなければならない。 

 

(3) 最大寸法8cm×8cmの滑らかで耐久性のある紙に印刷した標章の見本16部（文字標

章の場合も必要）。色彩も主張されている場合は、関係する色彩を印刷に顕わさ

なければならない。標章が立体標章の場合は、標章の透視・投影図を提出しなけ

ればならない。 

 

(4) 優先権（主張される場合）は、それに基づいて優先権が主張される条約または協

定、並びに優先権主張の基礎となる出願の出願番号、出願国および出願日を記載

して、出願時に主張しなければならない。 

 

(5) 団体商標または証明標章の登録出願の場合は、標章、標章保有者、標章を付す商

品またはサービス、標章の使用者となるための条件、標章使用者の義務、標章保

有者の権利、ライセンス付与の方法、標章の使用および標章を付す商品またはサ

ービスの品質の管理の方法、並びに紛争解決法に関する簡潔な情報を示す標章使

用規則を提出しなければならない。 

 

(6) 主張される各分類区分および優先権主張（該当する場合）に必要な手数料の納付

証。 

 

5.3  時間的制限 
 

(1) 出願書類 2 部： 出願時に必要。 

 

(2) 委任状： 出願時には委任状のファクシミリによる写しが認められる。原本は、

出願日から 1 カ月以内に提出しなければならない。 

 

(3) 標章の見本：出願時に必要 

 

(4) 優先権主張の基礎となる出願（該当する場合）：出願時には優先権主張の基

礎となる出願の写しが認められる。NOIP の要求により、当該出願が出願され
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た当局による当該出願の認証コピーおよびそのベトナム語翻訳文を NOIP が要

求した日から 1 カ月以内に提出しなければならない。 

 

(5) 団体商標または証明標章の使用規則（該当する場合）： 出願時に必要。 

 

(6) 所定の手数料の納付証： 出願時に必要。 

 

委任状の原本や優先権主張の基礎となる出願の認証コピー等、一部の書類の提出に

ついては、1 カ月の延長を 1 回請求することができる。但し、所定の期限の終了前に

延長の請求を提出し、所定の延長手数料を納付することを条件とする。 

 

6. 優先権 
 

6.1  パリ条約上の優先権 
 

優先権は、パリ条約加盟国または優先権に関する二国間協定をベトナムと締結して

いる国において行われた出願に基づいてベトナムで主張することができる。条約によ

る優先期間は、最初の出願から 6 カ月である。その他の場合の優先期間は、関係する

二国間協定により決定される。  

 

6.2  国内優先権 
 

更に、知的財産法は、出願人がベトナムでの後の出願においてベトナムでの最初の

出願に基づく優先権を主張することを認めている。優先期間は、ベトナムでの最初の

出願の出願日から 6 カ月である。 

 

6.3  複合優先権 
 

1 の商標出願において、出願人は、複数の先の出願に基づく複合優先権を主張する

ことができる。 

 

7. 手続き概要 
 

商標出願の手続きは、以下の順で行われる。 

 

7.1 出願 
 

商標出願書類は、NOIP 本庁（No. 384-386, Nguyen Trai Road, Thanh Xuan District, 

Hanoi,Vietnam）または NOIP の代表事務所（representative office）（9B Tu Xuong Road, 

District 3, Ho Chi Minh City）に直接提出することができる。出願人は、出願書類を

NOIP の本庁または代表事務所に書留郵便により送付して提出することもできる。オ

ンライン出願は今のところ利用できない。 

 

7.2 出願の受理 
 

出願日を取得するためには、上記 5.2 の「時間的制限」で述べた最小限の書類を出

願に含めねばならない。必要最小限の書類が受理されると、出願日および出願番号が

直ちに付与され、出願書類に表示され、その写しが出願人に渡されるか、返送される。

これは、出願書類受領証の代わりである。 
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国際商標出願については、出願日は国際出願日として決定される。 

 

7.3 出願の方式審査 
 

出願は、自動的に方式審査に回される。この審査の期限は、出願日から 1 カ月であ

る。 

 

出願書類の必要部数の不足、標章に関する情報の不足、出願が正しく提出されてい

ない、標章に関する説明がない、商品またはサービスの分類の誤り、書類中の出願人

に関する情報が不正確、出願および公開に係る手数料を全額納付していない等、出願

が方式要件を満たさない場合、NOIP は、出願人が完全なものとするために 1 カ月間

出願を保留とする。 

 

次の場合には、NOIP は出願拒絶の公式通知を発する。（1）出願がベトナム語以外

の言語により行われた場合、（2）出願が出願人および／または代理人（該当する場

合）に関する情報を欠く、出願人またはその代理人の署名がない、商品またはサービ

スが特定されていない場合、（3）出願人が当該標章の登録出願権を有しないことを

裏付ける根拠がある場合、（4）ベトナムに実際の事業所を有しない外国出願人が

NOIP に直接出願した場合、（5）当該標章が禁止されている標章の場合（次項（8）

の「登録要件」を参照）、（6）出願人が指摘された出願の欠陥を所定の期限内に再

補正しなかった場合。 

 

出願が所定の方式に従っている場合には、NOIP は、出願受理の公式通知を発する。

当該通知には、出願人の氏名・住所、代理人の氏名・住所（該当する場合）および出

願書類に記載のその他の情報並びに出願日、出願番号および優先日を記載する。 

 

7.4 適法な出願の公開 
 

所定の方式に従っている出願は、NOIP の出願受理通知の日から 2 カ月以内に NOIP

が発行する産業財産公報に公開される。 

 

7.5 出願の実体審査 
 

出願は、次に、標章の登録可能性および競合する標章に関する審査のために審査官

に回される。実体審査の期限は、産業財産権公報における出願の公開から９カ月であ

る。実体審査中および拒絶または証書付与の決定が発せられる前であればいつでも、

出願人は出願を補正、補充、分割または譲渡することができる。 

 

標章は、例えば、識別性がない、あるいはベトナムで既に保護されている商号、既

に登録されている標章もしくは広く認識されている周知標章、または既に登録されて

いる意匠と混同を生じさせるほど類似しているか、それらと同一である、または地理

的表示と同一であるか、地理的表示から成ると判断される場合、登録を拒絶される

（詳細は 8 の「登録要件」を参照）。 
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  標章が登録要件を満たさない場合、NOIP は、拒絶理由を記載した拒絶理由通知を

発する。出願人は、NOIP の通知に応答するために通知日から 2 カ月を認められる。

NOIP の通知への応答のために更に 2 カ月の期間延長が与えられる。出願人が指摘さ

れた欠陥を補正しもしくは適切に補正しない場合、または所定の期限内に NOIP の通

知に応答しなかった場合、NOIP は、所定の期限の終了から 15 日以内に拒絶通知を発

する。 

 

出願人は、NOIP のかかる拒絶通知の日から 90 日以内に、拒絶の決定について

NOIP に審判を請求することができる。出願人は、NOIP の更なる拒絶について、科学

技術省（以下「MOST」）に審判請求するか、行政裁判所に提訴することができる。

出願人は、MOST への審判請求を選択した場合において MOST の決定に満足しない

ときは、行政裁判所に提訴する権利を依然として有する。管轄権を有する上訴裁判所

に更に上訴することは可能である。 

 

商標出願が実体審査を通過すると、NOIP は、当該商標に関する登録証付与の通知

を発する。出願人は、登録証の付与および公告に係る所定の手数料を納付するために、

通知日から 1 カ月を与えられる。付与および公告に係る所定の手数料を受領した場合、

NOIP は、所定の手数料を全額受領した日から 10 日以内に標章の登録証を交付する。

登録標章は、国家登録簿に登録され、NOIP の産業財産公報に公告される。 

 

8. 登録要件 
 

前記 2 項で述べたように、登録可能な標章は、1 または複数の色彩で表された文字、

単語、絵、図形（立体図形を含む）またはそれらを結合した形で、目に見える標識で

なければならず、かつ商標保有者の商品またはサービスを他者の商品またはサービス

と識別できるものでなければならない。 

 

知的財産法には、商標としての匂いや香り、音の登録について定めた規定はない。 

 

8.1  標章として登録できない標識 
 

(1)   色彩 

文字要素や図形要素と結合されていないか、文字要素や図形要素に含まれ

ていない色彩は、標章として登録できない。 

 

(2) 国旗、国章 

ベトナムまたは外国の国旗または国章を表す標識は、商標として登録でき

ない。 

 

(3)  組織の名称、旗、記号 

ベトナムの国家機関、政治組織、社会政治組織、社会政治・職業組織、社

会組織もしくは社会・職業組織または国際組織の名称、紋章、旗、略語また

は正式名称を表す標識は、承認を得 

ていない限り、登録を禁止される。 

 

(4)   実名、別名、筆名または肖像  

ベトナムまたは外国の国家的指導者、国民的英雄または著名人の実名、別

名、筆名または肖像を表す標識は、登録を禁止される。 

 

(5)   その他の禁止される標章 
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ベトナム、外国または国際組織の管理、品質および保証を示す公印と同一ま

たは類似の標識は、登録を禁止される。但し、当該組織の名で証明標章とし

て登録されているものを除く。 

 

商品またはサービスの出所、性質、用途、品質、価値その他の特徴について

消費者に誤認混同を生じさせたり、消費者を欺く恐れがある標識、または社

会秩序に反するか、治安を害する 

標識も登録を禁止される。 

 

8.2  識別性のないもの 
 

商標は、識別性のない場合は登録されない。審査官は、出願された標章の文字要素

および図形要素の評価に基づいて標章の識別性を審査する。以下は、審査官が標章の

識別性を評価する際の原則である。 

 

 (1) 文字要素の評価 
 

以下の文字要素は、審査官により顕著性がないとみなされる。 

 

- アラビア語、スラブ語、中国語、日本語、韓国語、タイ語等、ラテン文字以外の

文字のように、常識あるベトナムの消費者が認識し（読み、理解する）、記憶す

ることができない言語の文字。但し、商標として二次的意義を獲得しているもの

を除く。 

 

- 1 つの文字（例えば、A、B、C 等）もしくは数字（例えば、1、2、3 等）から成

る標識、または 2 文字から成るが単語を構成しない標識は、特別な形または図形

に含まれていない限り、識別性がないとみなされる。 

 

- 認識し、記憶することができない極めて多くの文字や単語が結合したものは、そ

れらが商標として二次的意義を獲得していない限り、識別性がないとみなされる 

 

- その言葉の文字通りの意味がベトナムにおいて関連分野で広く使用されていて識

別性を欠く、意味のあるラテン語の単語は、識別性があるとみなされない。 

 

- 関連する商品またはサービスの一般名としてベトナムで使用されている単語や語

句、例えば時期、地理的表示、製造方法、品質、数量、特徴等を示す標識等、商

品またはサービスの説明となる単語や語句、あるいは標章保有者の法的形態また

は事業分野の説明となる単語や語句も、それらが商標として二次的意義を獲得し

ていない限り、識別性がないとみなされる。 

 

- 消費者に誤認混同を生じさせるもしくは消費者を欺く恐れがある文字要素、また

はベトナムもしくは外国の国家的指導者、国民的英雄もしくは著名人の実名、別

名、筆名もしくは肖像を表す文字要素は、識別性がないとみなされる。 

 

標章の適法な使用による識別性獲得の証拠：登録の目的上、顕著性を備えているこ

とを求める NOIP が要求する事項には以下が含まれる。 

 

(a)  ベトナムにおける商標の使用期間 

(b)  商標が用いられる商品またはサービス 

(c)  商標の使用地域 
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(d)  商標による売上げ 

(e)  例えば広告による等、商標を認知させるための費用の額 

(f)  包装見本、カタログ、広告パンフレット等の形での商標の使用例 

 

証拠は、商標としての標章の使用を示さねばならず、かつ、ベトナムにおける標章

の使用についての法定宣言書に添付しなければならない。 

 

(2) 図形要素の評価 
 

以下の図形要素は、審査官により識別性がないとみなされる。 

 

- 円、楕円、長方形、四角形等の幾何学的図形、簡単な図案、製品やラベルの装飾

的な線、背景の図形やイメージの図形要素は、それらが商標として二次的意義を

獲得していない限り、識別性がないとみなされる。 

 

- 複雑な図形またはイメージであって、消費者に認識されにくいか、記憶されにく

いもの、一般的なシンボルや広く使用されているもの、あるいは標章を付した商

品またはサービスの場所、製造方法、地理的表示、種類、品質、数量、特徴等を

示す図形等、商品またはサービスの説明となるものは、それらが商標として二次

的意義を獲得していない限り、識別性がないとみなされる。 

 

- 保護されている意匠を表す、またはかかる意匠と実質的に異ならない図形要素は、

それらが商標として二次的意義を獲得していない限り、識別性がないとみなされ

る。 

 

- ベトナムまたは外国の国家的指導者、国民的英雄または著名人の肖像または絵を

表すか、それらと混同を生じさせるほど類似している図形要素、あるいは広く知

られている、著作権で保護されたイメージまたはキャラクターを表すか、それら

と混同を生じさせるほど類似している図形要素は、著作権者が別途許可しない限

り、登録できない。 

 

 (3) 文字と図形の結合標識の評価 
 

文字と図形の結合標識は、全体としての当該標識に識別性がある場合は識別性があ

るとみなされ、商標として登録できる。法は、識別性があるとみなされる文字と図形

の結合形式として以下のものを明示している。 

 

- 標章の文字要素と図形要素のそれぞれに識別性があり、その結合により全体とし

て顕著性のある標識が生じている場合の結合。 

 

- 消費者に強いインパクトを与えるか消費者の感覚に訴える標章の主要素は、顕著

性のある文字要素または図形要素であるが、他方これ以外の要素は顕著性を欠く

か顕著性がないものとなる。 

 

- 文字要素と図形要素のそれぞれはそれ自体に顕著性がないか顕著性の低いもので

あるが、それらの独特または特別な結合により印象的な標章が生じている場合の

結合。このような結合は顕著性があるとみなされる。 
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- 文字要素と図形要素のそれぞれはそれ自体に顕著性がないか顕著性の低いもので

あるが、全体としてのそれらの結合が相当の使用により顕著性を獲得している場

合の結合。 

 

8.3  先行権利の引用 
  

(1) 先行権利を有する標章に抵触する標章：以下のものは登録することができない。 

 

- 登録されている他の標章と同一もしくは混同を生じさせるほど類似している標章、

またはベトナムにおける、もしくは国際条約により保護されている、同一もしく

は類似の商品またはサービスについて登録が出願されている標章。 

 

- 周知標章と同一または混同を生じさせるほど類似している標章。 

 

- 登録意匠または先の出願日をもとに優先権主張を伴う出願が行われている意匠と

同一または混同を生じさせるほど類似している標章。 

 

- 保護されている商号もしくは地理的表示と同一もしくは混同を生じさせるほど類

似している標章、または広く知られていて著作権で保護された著作物のキャラク

ターのイメージと同一または混同を生じさせるほど類似している標章。但し、著

作権者により別途許可された場合を除く。 

 

- 登録が満了したか、登録者が更新しなかったか、権利放棄を申請したために登録

簿から削除された標章については、または商標保有者が死亡しているかその事業

を停止しているか、あるいは権利承継人がいないため商標登録が無効とされ、登

録簿から削除された標章と同一、または混同を生じさせるほど類似している標章

については、削除の日から 5 年間、第三者がこれを登録することはできない。 

 

 (2) NOIP による調査 
 

NOIP は、ベトナムを指定国とする国際登録を含む登録標章と係属中の出願を調査

し、先の出願日または優先日を有する類似標章を出願に対して引用する。 

 

NOIP は、他者の登録標章であって、その登録が 5 年以内に満了したか取り消され

た標章を調査し、類似標章を出願に対して引用する。 

 

NOIP は、ベトナムで保護されている地理的表示を調査し、類似の地理的表示を出

願に対して引用する。 

 

NOIP は、NOIP で利用可能な、商品またはサービスの地理的原産地表示、地理的名

称、品質標章、管理標章、保証標章、国旗、国章、ベトナムおよび外国の国家的指導

者や国民的英雄等の氏名および肖像も調査し、類似標識を出願に対して引用する。 

 

 (3) NOIP および施行当局による標識の類似性の評価 
 

出願標章と引用標章の類似性を評価するために、審査官は、構成、発音、意味、外

観について出願標章全体と引用標章を比較する。関係する標章を付した商品およびサ

ービスについても、審査官は評価の際に考慮する。 
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出願商標が構成および／または発音、意味および／または外観に関して引用商標と

似ているために、消費者が 2 つの標章は同一であるまたは出願標章は引用標章の一種

であるか同一の出所を有すると誤認する場合は、当該出願標章は引用商標と混同を生

じさせるほど類似しているとみなされる。 

 

標章の構成が引用標章の全てのまたは主要な要素（特徴を与える要素）を含んでお

り、かつ、そのような構成に含まれる全てのまたは主要な要素が標章の主な要素を生

み出している（すなわち、標章が、引用標章にとって副次的であるか引用標章の主要

な要素にとって副次的である新たな要素を加えることによって、または引用標章から

副次的な要素を除くことによって、または引用標章の副次的要素を変更することによ

って、生み出されている）場合、標章は構造および／または発音に関して引用標章と

混同を生じさせるほど類似しているとみなされる。表示が異なる様式の文字で書かれ

ているが、ベトナムで一般的な言語の1つによると発音が類似している場合（例えば、

SUNSEATとSUNSIT; SERCUITとSERKIT）、類似しているとみなされる、またはベ

トナムの主要地域で人々が発音する方法に関して（例えば、THÀNH LIÊMとTHÀNH 

LIM; MINH NHẬTとMINH NHẬT）、類似しているとみなされる（商標出願審査に関

する規則20.2.2、国家知的財産庁（NOIP）発行）。標章の発音の類似性を判断する際、

商標の声調、音量、抑揚および音節が類似性に関して審査される。 

 

標章と引用標章または標章の主要要素と引用標章が同じ意味／観念を有し、および

／または同じ対象（物、現象、概念…）を表し、および／または 2 つの類似した対象

を表す場合、標章は意味／観念に関して引用標章と混同を招くほど類似しているとみ

なされる。例えば、ORIENT（英語）と BOCTOK（ロシア語）と PHƯƠNG ĐÔNG

（ベトナム語） は同じ「東洋」と言う意味である。（商標出願審査に関する規則

20.2.3、国家知的財産庁（NOIP）発行） 

 

標章の全てのまたは主要な要素と引用標章の全てのまたは主要な要素が同じ様式で

示されている場合、標章は体裁（外観）に関して混同を招くほど類似しているとみな

される。この場合、標章／引用標章の色彩は主要な様式とみなされる（商標出願審査

規則 20.2.4、国家知的財産庁（NOIP）発行）。 

 

商標の類似性は、同一のまたは類似する商品への2つの商標の使用が出所の同一性

に関して混乱をもたらす可能性が高いかを検討することにより決定するべきである。

当該標章の外観、観念及び発音が商人にもたらす印象、記憶および連想に配慮して、

その標章を全体として考察することが重要である。決定に至る際には、こうした要素

を、取引を巡る市場要素に関して入手可能なできるだけ多くの情報と合わせて包括的

に観察するよう配慮する必要がある。 

 

引用標章が周知標章である場合において、出願標章が当該周知標章の音訳または翻

訳であるときは、当該出願標章は当該周知標章と混同を生じさせるほど類似している

とみなされる。 

 

出願標章を付した商品と引用標章を付した商品は、（1）それらが同一の性質、機

能または用途を有し、（2）同一の取引経路により市場に出される（例えば、同じ流

通方法、同じデパートでの販売、同じ棚での展示等）場合には、相互に類似するとみ

なされる。 

 

(4)      インターネットを通じた NOIP データベースの調査 

NOIP の産業財産権デジタルライブラリ（IP-Lib）に蓄積されている NOIP による公

開知的財産権の出願、ならびに特許、工業意匠および商標の権利証取得に関する情報
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は、以下のウェブサイトで調査することができる。
http://iplib.noip.gov.vn/IPDL_EXT/WEBUI/WLogin.php 

 

 

9. 異議申し立て手続き 
  

9.1 異議申立人適格 
  

利害関係を有する第三者は、係属中の出願に対して NOIP に異議を申し立てること

ができる。 

 

9.2 異議申し立て期間 
 

異議は、商標出願が産業財産公報に公開された日から商標登録証の付与決定日前の

日までの期間内に申し立てなければならない。 

 

9.3 異議申し立ての基本 
  

(1) 異議申し立ての最も一般的な理由は、次のものが考えられる。 

 

(a) 出願人の標章が、登録に必要な識別性を欠いていること。 

 

(b) 出願商標が先の権利に抵触するため、公衆に混同を生じさせる恐れがあるこ

と。 

 

(2)典型的な異議申し立て理由の例 

 

知的財産法に基づく異議申し立ての典型的な理由は次の通り。 

  

(a) 出願商標が顕著な特徴を欠いている、および／または出願商標は取引におい

て商品もしくはサービスの種類、品質その他の特徴を示すための標識もしく

は表示のみから成る、および／または出願商標は商品もしくはサービスの普

通名称となっている標識もしくは表示のみから成る。 

 

(b) 当該標章が社会秩序に反する、または当該標章は、例えば、関連する商品も

しくはサービスの性質、品質もしくは地理的原産地に関して、公衆を欺くよ

うなものである。 

 

(c) 当該商標が悪意で出願された。 

 

(d) 当該標章が先の標章と同一であり、当該出願標章の商品またはサービスは先

の標章が保護されている商品またはサービスと同一である。 

 

(e) 当該標章が先の標章と同一であり、商品もしくはサービスが先の標章が保護

されている商品またはサービスに類似している、または当該商標は先の標章

と混同を生じさせるほど類似しており、商品もしくはサービスが先の標章が

保護されている商品もしくはサービスと同一もしくは混同を生じさせるほど

類似している。 

 

http://iplib.noip.gov.vn/IPDL_EXT/WEBUI/WLogin.php
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(f) 当該標章が、周知標章と認識されているものと同一または混同を生じさせる

ほど類似している。 

 

(g) 当該標章が、保護されている地理的表示と同一または混同を生じさせるほど

類似している。 

 

(h) 出願人が、当該標章の登録出願権を有しない。 

 

9.4  書類 
 

異議申し立ては書面で行う。異議申立人は、異議申し立ての理由についての詳細な

記述を含め、当該理由を裏付ける関連資料または参考文献を添付しなければならない。 

 

9.5  異議申し立ての審理 
 

NOIP は、異議申し立てを受理し、異議申し立ての理由があると判断した場合、異

議申し立てを受理した日から 1 カ月以内に出願人に異議申し立てについて通知し、出

願人は、異議申し立てについて NOIP に書面で応答するために、当該通知の日から 1

カ月を与えられる。その後、NOIP は、出願人の意見について知らせる通知を異議申

立人に送付する。異議申立人は、NOIP に書面で応答するために、NOIP の通知の日か

ら 1 カ月を与えられる。NOIP は、関係当事者の意見書および提出証拠に基づいて異

議申し立てを処理する。NOIP は、必要に応じて、異議申し立てに関して関係当事者

の意見を直接聞く会合を設けることができる。 

 

NOIP は、異議申し立てに理由がないと判断した場合、異議申し立ての処理を拒絶

する旨を異議申立人に通知する。この場合には、NOIP は異議申し立てについて出願

人には通知しない。異議申し立ての理由が標章の登録出願権に関する場合において、

NOIP が異議申立人の意見について決定できないと判断したときは、NOIP は当該事案

に関して裁判所に訴えるよう異議申立人に通知・助言する。NOIP の通知の日から 1 

カ月以内に異議申立人が裁判所への申し立てについて NOIP に通知した場合、NOIP 

は裁判所の決定あるまで当該出願の審査を中止する。NOIP の通知の日から 1 カ月以

内に裁判所への申し立てについて NOIP に通知しなかった場合、NOIP は異議申立人

が異議申し立てを取り下げたとみなす。 

 

 

10.  登録の存続期間と権利の有効性 
 

登録は、商標出願日から 10 年間有効で、継続的に 10 年間毎に無限に更新すること

ができる。商標の法的保護は、登録日から開始する。  
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商標登録出願の審査手続 
 

 

 NOIP*への出願 

出願の補正または補充の通知 

NOIP の通知に対する応答 

出願受理拒絶の通知 

出願受理の通知 

異議申し立てのための公告 

異議申し立て 

出願人への異議申し立

ての通知 

NOIP の通知に対する 

応答 

実体審査の通知 

登録証付与の決定 

付与・公告手数料の納付 

登録証の付与 

IP 公報での登録商標の公告 

拒絶理由通知 

審判請求 

登録証交付拒絶の通知 

NOIP への審判請求 

登録証付与の拒絶 

MOST**への審判請求 

登録証付与の拒絶 

裁判所へ 

の提訴 

方式審査 １ヵ月 

2 ヵ月 

6 ヵ月 実体審査 

3 ヵ月 

2 ヵ月 

3 ヵ月 

NOIP 長官の決定 
30～45 日 

30 日 

MOST 大臣の決定 
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11.  周知商標 
 

11.1  定義 
 

周知商標とは、ベトナムの領土内で消費者（関連する消費者）に広く知られている

商標をいう。 

 

11.2  権利取得の基本 
  

パリ条約第 6 条の 2 の意味での周知商標の保護は、下記 11.3 記載の周知商標評価の

基準を満たす当該商標の実際の使用に基づいて取得することができ、登録手続を条件

としない。 

 

11.3  周知標章評価の基準 
  

所管当局は、商標の周知性を判断するに当たっては、以下の基準を考慮する。 

 

- 当該商標を付した商品またはサービスの購入もしくは使用を通じて、または宣伝

を通じて当該商標を知る関連する消費者の数。 

 

- 当該商標を付した商品またはサービスが流通または供給されている地域。 

 

- 当該商標を付した商品またはサービスの売上げまたは販売数。 

 

- 当該商標の継続使用期間。 

 

- 当該商標を付した商品またはサービスの広範囲に及ぶ営業上の信用。 

 

- 当該商標が保護されている国の数。 

 

- 当該商標が周知であると認められている国の数。 

 

- 当該商標の譲渡価格、ライセンス価格、投資額。 

 

 

11.4  周知商標の保護の拡大 
 

周知商標と同一もしくは類似の商標、または周知商標を翻訳もしくは音訳した商標

を、あらゆる商品またはサービス（周知商標を付した商品およびサービスと同種また

は類似でないか関連しないものを含む）について不正に使用することは、それにより

商品の出所につき混同を生じさせるか、その使用者と広く認識されている周知商標の

保有者との関係について、誤った印象を与える場合には商標侵害とみなされるという

意味では、周知商標の保護は拡大されている。 

 

12. 審判制度 
    

 上記のとおり拒絶査定あるいは登録査定がなされる前の不服申し立てについては説明し

た。NOIP の拒絶査定に対する不服申し立てや NOIP の決定に対する不服の審判は、知的財産
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法のあちこちに散らばって規定がされている。この件に対するより詳しい説明/手続きは政令

あるいは知的財産法の実施を指示する科学技術省の通達でみることができる。 

 NOIP の査定前にする不服申し立ては知的財産法112条に規定されている。工業所有権出

願が工業所有権公報に公開された日から保護証書付与に関する決定の日までは，如何なる第

三者も，当該出願に関する保護証書の付与又は拒絶に関してNOIPに意見を提示する権利を有

する、としている。このような意見は、書面でおよび資料とともの提出するか、あるいは証

拠となる情報源を特定してすることが必要である。 そして、同117条3項で保護証書付与の

拒絶は、(a)号 保護証書付与の意図された拒絶の通知を送達し，当該通知にはその理由を，

出願人が当該意図された拒絶に異議を唱えるための期限を付して，明記することとしている。 

  

 政令No. 103/2006/ND-CP OF SEPTEMBER 22, 2006の14条は、産業財産権に関して知的財産

法の多数の条項の実施について詳細を定め指示している。 

  

上記政令14条  産業財産権登録に関する審判請求及びその解決 

１.産業財産に関する国家管理機関により発行された産業財産権登録申請書処理に関する決定

又は通知に直接的に関連する権利及び利益を有する申請者、組織及び個人の全ては、知的財

産法及び関連法律の規定に従い、産業財産に関する国家管理機関に審判を請求し、又は裁判

所に訴えを提起することができる。審判請求の解決期間は本条第5項による。 ２.産業財産に

関し、直接的に決定及び通知を発出した機関による審判請求（第一回審判請求）の解決期間

満了時において、審判請求が解決されず、又は請求人がその機関の解決決定に賛成しないと

きは、請求人又はその決定に直接的に関連する権利及び利益を有する者は、科学技術省大臣

にさらに審判を請求し（第二回審判請求）、又は裁判所に訴えを提起することができる。本

条の第5項に規定する第二回審判請求の解決期間が満了した場合、又は科学技術省大臣の決

定に賛成しない場合、請求人又はその決定に直接的に関連する権利及び利益を有する者は、

裁判所に訴えを提起することができる。 ３.請求内容は、書面で提示し、以下の事項を明記

しなければならない。請求人の氏名及び住所；審判の請求された通知又は決定の番号、署名

日付、及び内容；請求内容、請求理由、及び請求を基礎づける証拠；関連する通知又は決定

の変更又は廃止の請求。 ４.審判請求の権利は、下記の期間内に行使されなければならない。

ただし、客観的な障害により請求人が審判請求の権利を行使することができなかった期間を

除く。 １）第一回審判請求の期間は、請求の権利保有者が産業財産権登録申請書処理に関す

る通知又は決定を受け取り、又はこれを知った日から90日間である。 ２）第二回審判請求の

期間は、本条の第5項に規定する第一回審判請求の解決期限満了日までに解決しない場合に

は、当該期限の満了日から30日間、又は請求権利保有者が第一回審判請求の解決決定を受領

し、もしくはこれを知った日から30日間である。 ５.審判請求解決の権限を有する機関は、

保護証書の発行、補正、終了、廃止、及び更新に関する審判請求を受け取った時から10日間

以内に、審判請求の受理通知、又は拒絶理由明記を伴う受理拒絶通知を発する。  

審判請求の解決期間は、審判請求に関する法律の規定に従う。  

審判請求書類の補正及び追加の期間は、審判請求の解決期間に算入しないものとする。  

6. 審判請求解決の手順及び手続は、審判請求に関する法律の規定に従う。 

 

続いて、政令No. 103/2006/ND-CP OF SEPTEMBER 22, 2006の実施指示のためとして、通達

No.01/2007/TT-BKKCN of 14 February 2007が発せられた。これによると以下の通りである。 

 

22.7 審決 

a）申立人及び関連する者の論義（主張・反論）及び証拠に基づき、審判を行う権限を有

する者は、審判に関して法により定められた審判による解決の時間的制限内に審決をしなけ

ればならない。 
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b) 審決を発する前に、審判を行う権限を有する者は、申立人及び関連する者に対して審判

の解決のために用いられた相手方の反論および証拠、並びに審判の結論を伝えなければなら

ない。 

c) 審決には審判に関して法により規定された内容を含めなければならない。 

 

22.8  審決は、署名の日から2ヶ月以内に産業財産公報で公告される。 

 

22.9  審決の効力 

   審判請求に係る産業財産権の確定の手続きは、いずれの場合も、以下の原則によるも

のとする。 

 a)  第1回目の審判に係る審決。それが第2回目の申立の制限条項の期間を超えているとき

に、その申立人は2回目の申立をすることができない場合、あるいは、行政訴訟の提起

の制限条項の期間を超えているときに、その申立人は行政訴訟を提起することができな

い場合。 

 b)  第2回目の審判に係る審決。 その申立人が規定の時間的制限内に行政訴訟を申立て

そこなった場合、あるいはその申立人が行政訴訟を申立てて既に効力を有する判決とな

っている場合。 

  

  

13. 商標権と商号権の抵触 
 

企業は、事業活動で自らを名乗り、取引文書、店舗看板、製品、商品、商品パッケージ、

サービス手段及び広告で表示するために商号を使うことができ、この商号はベトナム知的財

産法で保護される（第124.6条）。商号の知的財産権は、事業の領域および現場に応じてかか

る商号の実際の使用に基づき、登録することなく確立される。標章の使用は「事業活動にお

ける商品、商品パッケージ、事業手段、サービス提供手段および連絡文書への保護標章の添

付…（第124.5条）」も含むため、尐なからぬ小規模企業が商号権と商標権を混同する場合が

あり、一定の状況下で商標権と商号権との潜在的抵触が発生し得る。 

 

企業がその製品またはサービスを明らかにするために商号を使用している場合、商号は商

標として機能しており、商標法が検討されなければならない。企業は既存の商標を侵害しな

い（または周知商標を希薄化しない）限りにおいてのみ、商号を商標として使用する法的権

利を有する。ベトナム知的財産法の下では、標章および商号に対する権利の侵害は、同一か

類似の商品またはサービスに関して以前から使われていた他の者の商号と同一か類似の商業

的表示を使用する行為を含み、事業法人、事業場所、または事業活動に関して混同を生じさ

せる商号の使用は商号権の侵害とみなされる（第129.2条）。ここに言う商業的表示とは、標

章、商号、事業シンボル、事業スローガン、地理的表示、パッケージ意匠、ラベル意匠など

の商品およびサービスの取引の目安として役立つ記号や情報をいい（第130.2条）、商業的表

示の使用は商品、パッケージ、サービス手段、取引文書および宣伝手段へのかかる商業的表

示を添付する行為、ならびにかかる商業的表示を添付した商品の販売、販売のための宣伝お

よび輸入を含む（第130.3条）。商標に対する商号侵害、商号に対する商標侵害、及び商標権

と商号権との抵触は、必ずしも常に明白ではない。企業の名称が登録商標に十分に類似して

おり、「顧客の混同の可能性」を引き起こす場合、当該企業は厄介なことになり得る。当該

企業は最終的にその名称を変更し、訂正広告に金銭を支払い、とりわけ登録標章の所有権者

に逸失利益を賠償しなければならない可能性がある。 

 

13. 料金（付属資料 Bを参照） 

B 

14. その他フォーム（付属資料 A－フォーム 1を参照。） 
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付属資料  A
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Form 1 

 
APPLICATION FOR REGISTRATION OF TRADEMARK  

 

APPLICATION FOR REGISTRATION  

OF TRADEMARK  

     
To: National Office of Intellectual Property  

 386, Nguyen Trai, Hanoi  

 
The undersigned requests the National Office of 

Intellectual Property to examine and grant a 

Certificate of Registration of the Trademark 
 

 

 OFFICE’S STAMP UPON RECEIPT 
 OF APPLICATION 

(For official use) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     MARK         
Representative of the trademark Type of mark 

 

 Collective mark        

 Associated mark 

 Certification mark     

Description of mark: 

Colors:  

Description:  

 
 

 

 

 

 

 

                                                      APPLICANT     

(For organization, individual requesting registration of the mark)                                    
Full name:   

Address:   

Phone No:                                         Fax:                                         E-mail:       
 Other Joint-applicant(s) is/are indicated in Supplemental page(s) 

                                                                             REPRESENTATIVE OF APPLICANT   

  as a legal representative of Applicant  

 as an Industrial Property Agent, authorized by Applicant 

 as another person, authorized by Applicant 
 

Full name: 

Address:  

Phone No.:                                          Fax:                                        E-mail: 

                   
 Note: On this page and the following pates, please tick „x“ in appropriate square .          
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      PRIORITY CLAIM PRIORITY DOCUMENT(S) 

 Based on the first application(s) filed in 
Vietnam 

 Based on the first application(s) filed 
under the Paris Convention 

 Based on the first application(s) filed 
under another Agreement, namely: 

Application No. 
  

Filing Date 
  

Country 
  

                                                       FEES 

Kinds of fees  Amount Official Fees 

  Filing fee for all classes of goods/services: 
           ..... class(es) 

 

  Filing fee for each class for each additional item of 
goods/services from the 7

th
 one: 

   ..... goods/services  dịch vụ 

 

  Fee for claiming priority                                                     
 

 

  Fee for publication of application 
 

 

 Search fee of examination as to substance for each class 
of goods/service             .....  class(es) 

 

 Search fee of examination as to substance for each class 
for each additional item of goods/services from the 7th 
one:  ..... goods/services 

 

  Fee for examination as to substance for all classes of 
goods/services            ..... class(es) 

 

 Fee for examination as to substance for each class for 
each additional item of goods/services from the 7

th
 one: ...... goods/services 

 

Total fees payable:                                                                                         
Payment receipts (where payment made by mail or transfer): 

 

                  DOCUMENTS ATTACHED 
Minimum documents: 

Application, consists of......pages  x ......copies (có danh mục và 

phân nhóm hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu) 

 Representation of mark, consists of....... 

 Receipt of payment of fees 

Other documents: 

 Power of Attorney in  ........language., consists of .....page(s)             

     Original    

     Copy   (  the original will follow 

             the original was filed together with application No.….) 

 Vietnamese translation, consists of ........ page(s) 

 Document attesting to the right to use (State flag, state Emblem, 

portraits, stamp...), consists of......... pages 

 Document evidencing the right to file application:   

 Deed of assignment of the right to file applciation 

 Rules for use of collective mark/certification mark, consists 

of.......pages  x .......copies 

 Priority document  

 Copy of the first application, consists of.....copies  

 Vietnamese translation version, consists of.......copies 

 Deed of assignment of priority right  

 Other doucments indicated in Supplemental page(s) 

  

CHECK LIST 

(For official use) 

 
 

  

 
 

  

  

                           

 

 

 
                                

 

 

 

                                

 

 

                

                   

APPLICATION 

RECEIVING 

OFFICER 

(Full Name and 

Signature) 
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                  LIST OF GOODS/SERVICES AND CLASSIFICATION  

(Please list in order in accordance with the Nice Agreement on International Classification of 

Goods and Services; using “;” between goods or services in each class; and indicating the total 

number of goods/service at the end of each class) 

 

 

 

 

                                           COMMITMENT OF APPLICANT 

 

I hereby undertake that the information stated above is true and correct to my knowledge and I shall 

bear all legal liability for any false or untrue content therein. 

 

                                                                                       Made in: ……on (d/m/y) 

Signature and full name of Applicant/representative of Applicant 
                                                                                                                                 (position and seal if any) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 There is/are .... supplemental page(s) 
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Supplement page No.:

                                                                                                       

 

                                                               JOINT-APPLICANTS 

(Other than the Applicant specified in the first page) 

Full name: 

 

Address: 

   

Telephone No.:                                                 Fax:                                                     Email: 

  Request grant of copy of the Certificate of Registration of Mark 

Full name: 

 

Address: 

   

Telephone No.:                                                 Fax:                                                     Email: 

  Request grant of copy of the Certificate of Registration of Mark 

Full name: 

 

Address: 

   

Telephone No.:                                                 Fax:                                                     Email: 

  Request grant of copy of the Certificate of Registration of Mark        

Full name: 

 

Address: 

   

Telephone No.:                                                 Fax:                                                     Email: 

  Request grant of copy of the Certificate of Registration of Mark 

                                                              OTHER DOCUMENTS 
(Specify each document, number of pages.....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    SIGNATURE OF APPLICANT/REPRESENTATIVE OF APPLICANT 
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付属資料 B 

 

 

 

 

 

 

 

ベトナムにおける特許、実用新案、工業意匠、集積回路の回

路配置、商標、地理的表示、著作権の各種料金表 

 

 

 

（参考）     

 

 

 

 

 

（2009 年 3 月 21 日現在） 

        

 

 

 

 

各種料金表（料金一覧の例） 
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＜注＞ 

 

 この料金一覧は財務省の 2009 年 2 月 4 日付の通達第 22/2009/TT-BTC 号による変更を含むもので
ある。 

 
 通達第 22/2009/TT-BTC 号に従い、知的財産権分野のすべての出願について公定料金はベトナム通

貨ドンで表示されている。 

 
 米ドル建ての公定料金は単に参考のためである。算定は、ベトナム国立銀行の公式サイト

（www.sbv.gov.vn）で発表された為替レートを基に四捨五入して行っている。 

 
 請求書は発行の際の実際の為替レートで計算されて発行される。 

 

 代理人費用は事務所により異なるが一例を参考のため示す。一覧表に表示されていないものは時

間単位で課金される。 

 一覧表に表示されている金額は最低料金のものとして推奨されたもので、送金の際に為替レートの
変動により変わることがある。 

 
 特急の要請の場合には割増料金が適用される。 
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  公定料金 

(ドン) 

公定料金 

(米ドル 

概算) 

弁護士費用 

(米ドル) 

 特許および実用新案 
   

 A – 出願、審査、特許付与    

1 a. 国内出願またはPCTの国内段階の手続き（紙形式での出

願）： 

   

 - 最初の独立クレーム 180,000 11 200 
 - 同一の出願におけるそれ以後のそれぞれの独立クレーム

につき 

180,000 11 70 

 - 明細書について 5 頁目以後の各頁に対する割増料金 12,000 0.7 1 

 b. 国内出願またはPCTの国内段階の手続き (電子形式のコ

ピーを添えた紙形式での出願）： 

   

 - 最初の独立クレーム 150,000 9 200 
 - 同一の出願におけるそれ以後のそれぞれの独立クレーム

につき 

150,000 9 70 

 - 明細書について 5 頁目以後の各頁に対する割増料金 12,000 0.7 1 

 c. 国内出願またはPCTの国内段階の手続き（電子出願）：    

 - 最初の独立クレーム 100,000 6 200 
 - 同一の出願におけるそれ以後のそれぞれの独立クレーム

につき 

100,000 6 70 

 - 明細書について 5 頁目以後の各頁に対する割増料金 12,000 0.7 1 

2 優先権主張：    

 a. 最先の優先権 600,000 36 50 

 b. 追加のそれぞれの優先権につき 600,000 36 30 

3 出願中のものについて明細書、クレーム、図面等に対す

る補正 

120,000 7 100 

4 出願分割 120,000 7 60 

5 出願公開／補正された出願の公開／分割された出願の公

開 

120,000 7 40 

 図面について 2 枚目以後のそれぞれの公開につき 60,000 3.5 4 

6 発明または実用新案特許の出願審査請求（審査のための調

査を含む。） 

   

 a. 最初の独立クレーム 540,000 32 100 

 b. 同一の出願におけるそれ以後のそれぞれの独立クレー

ムにつき 

540,000 32 50 

7 期間徒過後の出願審査請求またはPCTの国内段階の手続き

（本来の期限から 6 ヶ月以内） 

200,000 12 40 

8 特許（発明）から実用新案への出願変更およびその反対の

出願変更 

120,000 7 60 

9 特許付与    

 - 最初の独立クレーム 120,000 7 120 

 - 同一の出願におけるそれ以後のそれぞれの独立クレーム

につき 

100,000 6 0 

10 特許の公告およびその登録 240,000 14 40 

 図面について枚目以後のそれぞれの公告につき 120,000 7 7 

11 存続期間延長の請求 120,000 7 40 

     
 B – 異議申し立て    

1 異議申し立て    

 a. 最初の独立クレーム 420,000 25 時間料金 

 b. 同一の出願におけるそれ以後のそれぞれの独立クレー

ムにつき 

420,000 25 時間料金 

2 最初の独立クレームについて、異議申し立てに対する応

答 
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  公定料金 

(ドン) 

公定料金 

(米ドル 

概算) 

弁護士費用 

(米ドル) 

 a. 最初の独立クレーム - - 時間料金 

 b. 同一の出願におけるそれ以後のそれぞれの独立クレー

ムにつき 

- - 時間料金 

     
 C – 査定不服申し立ておよび無効請求    

1 特許出願拒絶査定に対する不服申し立て（それぞれの独立

クレームにつき） 

540,000 32 時間料金 

2 特許無効請求 300,000 18 時間料金 

     
 D – 強制実施許諾    

1 強制実施許諾裁定請求（それぞれの独立クレームにつき） 500,000 30 180 

2 強制実施許諾裁定請求審査（それぞれの独立クレームにつ

き） 

1,000,000 60 60 

3 強制実施許諾裁定（それぞれの独立クレームにつき） 300,000 18 120 

     
 E – 登録    

1 出願人の名前・名称、住所、出願代理人の変更の登録お

よびその公開 

240,000 14 60 

2 特許権者の名前・名称、住所、特許代理人の変更の登録

およびその公開、登録簿への記載 

360,000 21 60 

3 出願中の権利譲渡の登録およびその公告 240,000 14 60 

4 特許に関する権利譲渡または実施許諾の登録およびその

公開、登録簿への記載 

690,000 41 100 

     
 その他のサービス：    

1 特許証の写しの取得 120,000 7 120 

 頁目以降頁ごとの追加料金 5,000 0.4  

2 書類の証明つきコピーの取得 12,000 0.7 30 

 頁目以降頁ごとの追加料金 5,000 0.4 0.4 

3 出願に関する資料の翻訳（100 語あたり）：    

 a. 英語からベトナム語   10 

 b. ベトナム語から英語   15 

4 ベトナム産業財産権公報で公告された特許の調査（主題

毎） 

  150 

5 分類（主題毎） 100,000 6 100 

     
 F - 年金    

1 年金（各年およびそれぞれの独立クレームにつき）：   50 米ドル 

（最初の独立

クレーム）プ

ラス 10 米ドル

（同一特許の

それ以後のそ

れぞれの独立

クレームにつ

き） 

 

当該年金の
10% 

 1 年目および 2 年目 300,000 18 

 3 年目および 4 年目 480,000 29 

 5 年目および 6 年目 780,000 47 

 7 年目および 8 年目 1,200,000 72 

 9 年目および 10 年目 1,800,000 110 

 11 年目から 13 年目 2,520,000 152 

 14 年目から 16 年目 3,300,000 198 

 17 年目から 20 年目 4200000 252 

2 6 ヶ月の猶予期間内で遅延支払いの月当り割増料金： 当該年金の 10%  

    

 工業意匠 
   

 
 

   

 A - 出願、審査、意匠特許付与    
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  公定料金 

(ドン) 

公定料金 

(米ドル 

概算) 

弁護士費用 

(米ドル) 

1 a. 出願（紙形式での出願）：    

 一つの意匠につき 180,000 11 60 

 同一出願のそれ以後のそれぞれの意匠につき 180,000 11 30 

 b. 出願（電子形式のコピーを添えた紙形式での出願）：    

 一つの意匠につき 150,000 9 60 

 同一出願のそれ以後のそれぞれの意匠につき 150,000 9 30 

 c. 出願（電子出願）：    

 一つの意匠につき 100,000 6 60 

 同一出願のそれ以後のそれぞれの意匠につき 100,000 6 30 

2 審査（審査のための調査を含む）：    

 一つの意匠につき 420,000 25 120 

 同一出願のそれ以後のそれぞれの意匠につき 420,000 25 15 

3 優先権主張：    

 a. 最先の優先権 600,000 36 50 

 b. 追加のそれぞれの優先権につき 600,000 36 30 

4 分類 100,000 6 50 

5 出願中のものの補正 120,000 7 100 

6 出願分割 120,000 7 60 

7 出願公開、補正された出願の公開、分割された出願の公

開 

120,000 7 40 

 図面について 2 枚目以後それぞれの公開 60,000 3.5 10 

8 書類または期間延長請求の期間徒過後の提出 120,000 7 40 

9 意匠特許の付与（最初の 5 年間） 240,000 14 120 

 意匠について 2 つ目以後それぞれの意匠につき 100,000 6 0 

 図面について 2 枚目以後それぞれの図面につき 60,000 3.5 10 

10 意匠特許の公告 120,000 7 40 

 図面について 2 枚目以後それぞれの図面につき 60,000 3.5 10 

11 更新    

 a. 最初の更新 540,000 32 50 

 b. 2 回目以後のそれぞれの更新につき 540,000 32 0 

12 更新の公告およびその登録簿への記載 240,000 14 40 

 図面について 2 枚目以後それぞれの図面につき 60,000 3.5 10 

     

 B – 異議申し立て    

1 異議申し立て 300,000 18 時間料金 

2 異議申し立てに対する応答 - - 時間料金 

     
 C – 不服申し立ておよび無効請求    

1 意匠特許出願拒絶に対する不服申し立て 300,000 18 時間料金 

2 意匠特許出願拒絶査定に対する不服申し立て（それぞれの

不服申し立てにつき） 

300,000 18 時間料金 

3 意匠特許無効請求    

 a. 第三者の代理 180,000 11 時間料金 

 b. 意匠特許を受けた者の代理 180,000 11 時間料金 

4 意匠特許の取消し 300,000 18 時間料金 

     
 E – 登録    

1 出願人の名前・名称、住所、出願代理人の変更の登録お

よびその公開 

240,000 14 60 

2 意匠特許権者の名前・名称、住所、特許代理人の変更の

登録およびその公開、登録簿への記載 

360,000 21 60 
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  公定料金 

(ドン) 

公定料金 

(米ドル 

概算) 

弁護士費用 

(米ドル) 

3 意匠の限定の登録、その公開および登録簿への記載 360,000 21 40 

4 出願中の権利譲渡の登録およびその公開 240,000 14 60 

5 意匠特許に関する権利譲渡または実施許諾の登録、その

公開および登録簿への記載 

690,000 41 100 

 その他のサービス：    

1 意匠特許証の写しの取得 120,000 7 120 

 2 頁目以降頁ごとの追加料金 5,000 0.3  

2 書類の証明つきコピーの取得 12,000 0.7 20 

 2 頁目以降頁ごとの追加料金 5,000 0.3 0.2 

3 調査（それぞれの意匠につき） - - 120 

     
 集積回路の回路配置 

   

 
 

   

 A - 出願、審査、特許付与    

1 a. 出願（紙形式の出願）： 180,000 11 60 

 b. 出願（電子形式のコピーを添えた紙形式での提出）： 150,000 9 60 

 c. 電子出願 100,000 6 60 

2 出願中のものの補正 120,000 7 30 

3 出願／補正／分割の公告 120,000 7 20 

4 権利証付与 120,000 7 60 

5 権利証の登録および公告 240,000 14 30 

6 期間の延長請求 120,000 7 30 

     

 B - 不服申し立ておよび無効請求    

1 出願拒絶に対する不服申し立て 300,000 18 時間料金 

2 権利証無効請求 300,000 18 時間料金 

     

 C – 登録    

1 出願人の名前・名称、住所、出願代理人の変更の登録お

よびその公告 

240,000 14 60 

2 権利者の名前・名称、住所、代理人の変更の登録、その

登録簿への記載および公告 

360,000 21 60 

3 出願中の権利譲渡の登録 240,000 14 60 

4 権利証の権利の譲渡または実施許諾の登録、その公告お

よび登録簿への記載 

690,000 41 100 

     
 その他のサービス：    

1 特許証の写しの取得 120,000 7 30 

 2 頁目以降頁ごとの追加料金 5,000 0.3 0.2 

2 書類の証明につきコピーの取得 10,000 0.7 30 

 2 頁目以降頁ごとの追加料金 5,000 0.3 0.2 

     

 商標 
   

 
 

   

 A - 出願、審査、登録承認    

1 a. 出願（紙形式の出願）：    

 - 商品／役務の 1 区分 6 品目につき 180,000 11 40 

 - 同一出願においてさらに 1 区分 6 品目毎に 180,000 11 30 

 - 7 品目から追加の商品／役務の 1 品目毎に 30,000 2 2 

 b. 出願（電子形式のコピーを添えた紙形式の出願）：    

 - 商品／役務の 1 区分 6 品目につき 150,000 9 40 

 - 同一出願においてさらに 1 区分 6 品目毎に 150,000 9 30 
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公定料金 

(米ドル 
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 - 7 品目から追加の商品／役務の 1 品目毎に 30,000 2 2 

 c. 出願（電子出願）：    

 - 商品／役務の 1 区分 6 品目につき 100,000 6 40 

 - 同一出願においてさらに 1 区分 6 品目毎に 100,000 6 30 

 - 7 品目から追加の商品／役務の 1 品目毎に 30,000 2 2 

2 審査（審査のための調査を含む）    

 商品／役務の 1 区分 6 品目につき 360,000 21 80 

 同一出願においてさらに 1 区分 6 品目毎に 360,000 21 70 

 7 品目から追加の商品／役務の 1 品目毎に 84,000 5 5 

3 優先権主張：    

 a. 最先の優先権 600,000 36 50 

 b. 追加のそれぞれの優先権につき 600,000 36 30 

4 商品および役務の区分の分類    

 - 商品／役務の 1 区分 6 品目につき 100,000 6 30 

 - 7 品目から追加の商品／役務の 1 品目毎に 20,000 1.2 1 

5 出願中のものの補正 120,000 7 60 

6 出願分割 120,000 7 20 

7 出願公開／補正された出願の公開／分割された出願の公

開 

120,000 7 20 

8 書類または期間延長請求の期間徒過後の提出 120,000 7 40 

9 登録の付与 240,000 14 120 

 - 商品／分類の追加の区分それぞれにつき 100,000 6 0 

10 登録商標の公告 120,000 7 20 

11 登録の更新    

 a. 商品／役務の一区分につき 540,000 32 50 

 b. それ以後のそれぞれの区分につき 540,000 32 0 

12 更新の公告およびその登録簿への記載 240,000 14 20 

     
 B – 異議申し立て    

1 異議申し立て 300,000 18 時間料金 

2 異議申し立てに対する応答 - - 時間料金 

     

 C – 不服申し立ておよび無効請求    

1 商標登録出願却下に対する不服申し立て 360,000 22 時間料金 

2 商標登録出願拒絶査定に対する不服申し立て 360,000 22 時間料金 

3 商標登録の無効請求 420,000 25 時間料金 

4 商標登録の取消し 540,000 32 時間料金 

     
 D – 登録    

1 出願人の名前・名称、住所、出願代理人の変更の登録お

よびその公告 

240,000 14 60 

2 商標権者の名前・名称、住所、代理人の変更の登録、そ

の登録簿への記載および公告 

360,000 21 60 

3 商品／役務リストの限定登録、その公告および登録簿へ

の記載 

360,000 21 40 

4 出願中の権利譲渡の登録およびその公告 240,000 14 60 

5 登録商標に関する権利譲渡の登録、その公告および 登録

簿への記載 

750,000 45 100 

6 登録商標に関する権利の実施許諾の登録、その公告およ

び登録簿への記載 

690,000 41 100 

     
 その他のサービス：    

1 登録証の写しの取得 120,000 7 120 
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(ドン) 

公定料金 

(米ドル 

概算) 

弁護士費用 
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 頁目以降各頁ごとの追加料金 5,000 0.3  

2 書類の証明つき写しの取得 12,000 0.7 20 

 2 頁目以降各頁ごとの追加料金 5,000 0.3 0.2 

3 商標調査（商品または役務の区分毎）   

 a. 同一商標  

 至急の調査（2 営業日以内）  

 + 文字標章 80 

 + ロゴ 140 

  至急でない調査（5 営業日以内）  

 + 文字標章 60 

 + ロゴ 100 

 b. 類似商標  

 至急の調査  

 + 文字標章（2 営業日以内） 120 

 + ロゴ（5 営業日以内） 220 

 至急でない調査  

 + 文字標章（5 営業日以内） 100 

 + ロゴ（10 営業日以内） 180 

   
 地理的表示 

   

 
 

   

 A - 出願、審査、登録の付与    

1 a. 出願（紙形式での出願）： 180,000 11 40 

 b. 出願（電子形式でのコピーを添えた紙形式での出願）： 150,000 9 40 

 c. 電子出願 100,000 6 40 

2 審査（審査のための調査を含む） 480,000 28.8 80 

3 商品区分の分類 100,000 6 30 

4 出願中のものの補正 120,000 7 60 

5 出願分割 120,000 7 20 

6 出願公開、補正された出願の公開／分割された出願の公

開 

120,000 7 20 

7 書類または期間延長請求の期間徒過後の提出 120,000 7 40 

8 登録の付与およびその登録簿への記載 240,000 14 120 

9 登録された地理的表示の公告 120,000 7 20 

     

 B – 異議申し立て    

1 異議申し立て 420,000 25 時間料金 

2 異議申し立てに対する応答 - - 時間料金 

     

 C – 不服申し立ておよび無効請求    

1 登録出願却下に対する不服申し立て 360,000 22 時間料金 

2 登録出願拒絶査定に対する不服申し立て 360,000 22 時間料金 

3 登録の無効請求 420,000 25 時間料金 

4 登録の取消し 540,000 32 時間料金 

     

 D – 登録    

1 出願人の名前・名称、住所、出願代理人の変更の登録お

よびその公告 

240,000 14 60 

2 権利者の名前・名称、住所の変更の登録、その公告およ

び登録簿への記載 

360,000 21 60 

3 商品リストの限定登録、その公告および登録簿への記載 360,000 21 40 
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 その他のサービス：    

1 登録証の写しの取得 100,000 6 120 

 頁目以降の頁ごとの追加料金 5,000 0.3  

2 書類の証明付き写しの取得 10,000 0.6 20 

 頁目以降の頁ごとの追加料金 5,000 0.3 0.2 

 
 

   

 
VI – 著作権 

   

     

 A - 著作権登録の取得    

1 文学的著作物 100000 6 100 

2 写真著作物 100,000 6 100 

3 地図および技術的製図 300,000 18 100 

4 美術的著作物 100,000 6 100 

5 映画・映像著作物 500,000 30 150 

6 音声著作物    

 a. テープ録音のもの 100,000 6 100 

 b. ディスク録音のもの 200,000 12 150 

7 コンピュータ・プログラム 600,000 38 150 

8 応用美術著作物 400,000 24 200 

9 建築著作物 300,000 18 150 

     
 B – 登録    

1 著作権者の名前・名称、住所の変更の登録 - - 60 

2 権利譲渡の登録 - - 120 

 その他    

1 出願に関する資料の翻訳（100 語当たり）：    

 a. 英語、ロシア語からベトナム語へ - - 10 

 b. ベトナム語から英語、ロシア語へ - - 15 

2 商品リストの翻訳、＠＠＠10 語当たり    

 a. 英語、仏語、独語、ロシア語からベトナム語へ - - 2 

 b. ベトナム語から英語、仏語、独語、ロシア語へ - - 4 

3 タイプ、頁当たり - - 5 

4 コピー、10 頁当たり - - 2 

5 依頼人とのコンサルティング - - 時間料金 

6 審査官との面接   時間料金 

7 応答内容の転送 - - 実際の費用 

8 時間料金 (米ドル)    

 シニアパートナー：   200    

 ジュニアパートナー：  150    

 シニアアソシエイト：  100    

 ジュニアアソシエイト： 75    

 パラリーガル：         25    
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