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Ⅰ．タイ 
 
１．商標法の動向等 
 
 タイでは、2017 年 11 月 7 日からマドリッド協定議定書（以下、「議定書」という。）

が発効している 1。加えて、タイを領域指定した国際登録については、商標は、その

登録が一旦承認された場合には、タイで登録出願された商標に与えられるものと同じ

保護を享受する（タイ改正商標法 79-6 条）。 
 
 タイでは、国内法として、タイ改正商標法（以下、「商標法」という。）（2016 年 7
月 28 日施行）及び、同法に基づく省令（以下、「商標等規則」という。）（2006 年 7 月

12 日公布、同日施行）が存在する。また、マドリッドプロトコルに基づく国際商標登

録に関する省令（以下、「マドプロ規則」という。）（2017 年 12 月 18 日公示）も別途

存在する。その他には、タイ商標に関する審査・異議マニュアル等がある。いずれも、

原文（タイ語）については、タイ知的財産局（DIP）のウェブサイト 2から閲覧が可能

である。世界知的所有権機関（以下、「WIPO」という。）が提供する WIPO Lex3の英

語訳、日本国特許庁が提供する日本語訳（諸外国の法令・条約等のウェブサイト 4, 5

参照）でも閲覧可能であるが、必ずしも最新の改正法に対応していないので注意を要

する。 
 また、WIPO が提供する Madrid Member Profiles Database から、各締約国にお

ける国際商標登録手続等の情報等を取得することができる 6。 

                                                   
1 WIPO Madrid Information Notices (No.12/2017) 

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2017/madrid_2017_12.pdf 
2 マドプロ規則（タイ語） (DIP): 
 https://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-

2/item/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0
%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%97%E
0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%
E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B
2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8
%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%
B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E
0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%9
6%E0%B9%90.html?category_id=2215 (アクセス確認: 2019 年 11 月 28 日) 

3 WIPO Lex (Thailand): 商標法(英語) (WIPO): 
 https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/16367 (アクセス確認: 2019 年 11 月 28 日) 
4 諸外国の法令・条約等: 商標法(日本語) (日本国特許庁): 
 https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/thailand-shouhyou.pdf (アクセス確認: 2019 年

11 月 28 日) 
5 諸外国の法令・条約等: 商標に関する審査・異議マニュアル(日本語) (日本国特許庁): 
 https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/thailand-shouhyou_kijun.pdf(アクセス確認: 

2019 年 11 月 28 日) 
6 Madrid Member Profiles Database (WIPO): 
 https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/ (アクセス確認: 2019 年 12 月 23 日) 
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 なお、商標法 79-3 条の規定により、マドリッド議定書に基づく商標登録は、79-2
～79-15 条（マドリッド協定議定書に基づく商標登録に関する規定）及び、第 10 条・

第 59 条（タイ国内所在地に関する規定）、第 40 条（登録料納付に関する規定）を除

き、当該国内商標法の規定に準ずる旨明記されている 7。 
 
 
２．標章の定義 
 
 「標章」とは、肖像、図案、創作物品、ロゴ、名称、語、句、文字、数字、署名、

色彩の組合せ、物の配置、音またはこれらの組合せを意味する。 
「商標」とは、その商標の所有者の商品が他人の商標を有する商品と異なることを

示す目的で商品に関連して使用するまたは使用を意図する標章を意味する。 
「役務商標」とは、その役務商標の所有者の役務が他人の役務商標を有する役務と

異なることを示す目的で役務に関連して使用するまたは使用を意図する標章を意味

する（商標法 4 条）。 
 
 団体標章（collective marks）とは、同じグループの会社または企業または協会、社

団、共同組合、連盟または同盟、個人の集まりまたは他の民間または政府団体が使用

するまたは使用を意図する商標または役務商標を意味する（商標法 4 条）。 
 
 証明標章（certification marks）とは、商品の出所、成分、製造方法、品質または

他の特徴または役務の性質、品質、種類または他の特徴を証明する目的で、他人の商

品または役務に関して使用されることにその所有者が同意した標章を意味する（商標

法 4 条）。 
 
 
３．出願時の留意点（方式要件等） 
 
 国際登録出願においてタイを領域指定する場合、次の点に留意する。 
 
（１）保護の対象となる標章 
  タイでは、文字標章、図形標章、立体標章、色彩の組合せからなるもの、物の配

                                                   
 
7 以降も、特段の明示のない限り、タイを領域指定した国際登録出願の手続に国内商標法が準用される前提で記

載を行う。 
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置、音声、及び団体商標、証明商標が商標として保護され得る。それ以外の、保証

商標、匂い、味覚、位置、動き、ホログラム、テクスチャー、単一色からなる標章

等は保護対象外となる 8。 
 
（２）商標の説明に関する要件 
  標章が三次元標章（立体標章）の場合は、その標章の幅・長さ・奥行きがわかる

ように示すべきである 9。 
 
（３）団体標章及び証明標章に関する追加的要件 
  
① 団体標章（collective marks） 

  名義人による、団体標章の使用を規定する規則の提出は必須ではない。但し、提

出が必要とみなされる場合、タイ語によるものを提出すべきである 10。 
 
② 証明標章（certification marks） 

  証明標章の名義人は、タイ知的財産局（DIP）に、証明標章の使用に関する規則

の写しを提出しなければならない。提出は、代理人を通じ、暫定的拒絶理由の通知

に対処する形で行われる 11。 
当該規則には、以下の内容を含むものとする。 
・証明する商品または役務の出所、成分、製造過程、品質またはその他の特徴 
・証明標章の使用許諾に際して課する規則、手続及び条件等 
なお、名義人には、同規則に定められた商品または役務の特徴を証明する能力の

論証が求められうるが、十分に証明する能力がない場合、当該標章の登録付与が公

衆に有益でないと登録官が判断する場合は、拒絶される（商標法 82 条、84 条）。 
 
（４）分類 
  タイでは多区分による出願が可能である（商標法 9 条） 

タイ知的財産局（DIP）では、現行のニース国際分類（Nice Classification）が適

用されている。 
  ニース国際分類の類見出し（Class Headings）、及び類見出しの個々の用語を用

                                                   
8 WIPO Madrid Member Profiles（「Types of trademarks that can be protected」の欄、及び DIP 審査官への

ヒアリング結果に基づき作成） 
9 WIPO Madrid Member Profiles（「Requirements for representation of mark」の欄） 
10 WIPO Madrid Member Profiles （「Additional requirements for protection of collective, certification and 

guarantee marks」の欄） 
11 DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
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いることは認められていない 12。タイで指定が認められる商品・役務名称に関して

は、ニース分類第 11 版を参考にタイ独自に作成された指定商品・役務リストが採

用されており、ホームページにて公開されている（P32 参照）。なお、リスト掲載

の商品・役務名同様に明快ではっきりと理解できる商品・役務名であれば、リスト

未掲載の商品・役務名であっても自由に利用可能である 13。 
 
（５）文字 
  国際商標登録に関し、タイ知的財産局（DIP）では、英語以外の言語による標章

翻訳（translation）、音訳（transliteration）が必要なため、名義人は、願書（MM2）
第 9 欄(a)・(b)「Transliteration of the mark（標章音訳）」・「Translation of the 
mark（標章翻訳）」において音訳・翻訳を記載する必要がある 14。 

  標準文字（standard charactors）制度は採用されていない。従って、名義人が仮

に MM2 の「標準文字」にチェックして出願した場合でも、標準文字の条件は考慮

されずに審査が行われる 15。 
 
（６）出願番号 
  タイ知的財産局（DIP）は、WIPO 国際事務局からの領域指定通報を受け、国際

登録に対し国内出願番号を付与する。 
 
（７）その他 
  その他、タイを領域指定する国際登録出願に関する留意点等を以下に示す。 

・色の組み合わせからなる標章の場合、標章に含まれる色、及び各色がどのよう

に配置されているかを説明する必要がある 16。 
・使用または不使用についての宣誓供述書の提出は不要である（P20 参照）17。 
・音響標章の場合、音の明確な記載と共に、音符、サウンドグラフ（スピクトロ

グラム）、または当該標章の特性を示すものを貼付できる。記載は願書（MM2）
第 9 欄(e)(ii)「Voluntary description of mark（任意の標章の記述）」に行い、音声フ

ァイル等の添付物は、暫定的拒絶通報への応答として、別途タイ知的財産局（DIP）
に提出する。音声ファイルの形式は MP3 形式、ファイルのサイズは 5MB 以内

                                                   
12 WIPO Madrid Member Profiles （「Information on classification practices」の欄） 
13 DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
14 DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
15 DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
16 DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
17 WIPO Madrid Member Profiles （「Requirement of intention to use, and form in which such intention 

must be submitted (where applicable)」の欄） 
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で、USB メモリの媒体で提出が可能である 18。 

  

                                                   
18 DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
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４．審査 
 
（１）実体審査の概略 
  タイ知的財産局（DIP）における実体審査を含む一連の手続の概略は、次のとお

りである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（領域指定の通知から 18 ヵ月以内） 
実
体
審
査 

応答 

名義人 WIPO 国際事務局 

国際登録の出願 
（事後指定含む） 

国際登録の領域指
定の通知 

拒絶の決定 
（R18ter(3)） 

暫定的拒絶通報 
（R17(1)） 

（暫定的拒絶の通報から 90 日以内） 

応答なし 

中間ステータスの 
通知（R18bis） 

保護の決定 
（R18ter(1)(2)） 

公告 

異議手続の通報 

異議決定 

異議申立あり 
（異議申立ては、公 
 告から 60 日以内） 

異
議
手
続 応答 

（異議決定の通知受領後 60 日以内） 

訴えの提起 
裁判（知的財産国際取引

裁判所） 

訴えの提起 
審判（商標委員会） 

訴えの提起 
裁判（知的財産国際取引

裁判所） 

訴えの提起 
審判（商標委員会） 

拒絶 

拒絶 

保護認容 

保護認容 

保護認容 

保護認容 

DIP 

不服 
（暫定的拒絶の通報から 90 日以内） 

審査官の判断に承服して補正等をする場合 

異議申立なし 

不服 

拒絶の決定 
（R18ter(3)） 

取消容認 

維持 

拒絶の決定 
（R18ter(3)） 

拒絶の決定 
（R18ter(3)） 
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※  R17(1)・・議定書共通規則 17(1) 
   R18bis・・議定書共通規則 18 の 2 
   R18ter(1)(2)(3)・・議定書共通規則 18 の 3(1)(2)(3) 

 

 

  タイ知的財産局（DIP）は、WIPO 国際事務局からタイが領域指定された旨の通

知を受け取ると、当該出願はタイにおける出願とみなされ、国内商標法に基づき手

続が進められる（商標法 79-6 条）。 
 
  タイ知的財産局（DIP）は、タイを領域指定した国際登録を対象とし、国内法に

基づく出願と同様、拒絶理由に該当するか否かについての審査を行う（商標法 79-
6 条）。 

 
  国際登録が拒絶理由に該当する場合、タイ知的財産局（DIP）は、WIPO 国際事

務局に対して、暫定的拒絶通報を送付する（商標法 79-6 条）。 
 

タイ知的財産局（DIP）から WIPO 国際事務局への上記通報の発行日から 30 日

以内に名義人が受領したものとみなされる。当該通報に対する名義人の応答期間は、

そこから更に 60 日である。従って、当該応答期間の合計は上記通報の発行日から

90 日以内である。当該応答期間について、延長は認められない 19。 
 

  所定期間内 20に暫定的拒絶通報がなされない場合は、当該国際出願はタイ国内に

て正式に商標が登録されたものとみなされ、タイでの国内商標出願に基づく商標と

同等の保護を享受する（商標法 79-6 条 21）。 
 
  但し、登録公告後、当該公告日から 60 日以内 22に、異議申立てがなされる可能

性がある（商標法 79-6 条）。当該期間の延長は認められない 23。 
 
（２）審査内容 
 タイ知的財産局（DIP）は、国際登録が次の不登録事由及び拒絶理由等に該当する

                                                   
19 WIPO Madrid Member Profiles （「Time limit to respond to ex officio provisional refusal」及び

「Calculation of time limit to respond to ex officio provisional refusal」、「Option to extent time limit to 
respond to ex officio provisional refusal」の欄） 

20 マドリッド協定議定書 5 条(2)(c)により、領域指定の通知から 18 ヵ月 
21 商標法 79-6 条の 4 段落目 
22 WIPO Madrid Member Profiles （「Time limit to file opposition」の欄） 
23 WIPO Madrid Member Profiles （「Extension of time limit to file opposition」の欄） 
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か否かについての審査を行う。 
 
① 不登録事由 
国際登録が以下に示す不登録事由に該当するか否かについて審査される（商標法第

8 条）。 
a. 国の紋章または盾形紋章、王室の印章、公印、チャクリ王朝の紋章、王室の勲

章からなる紋章及び記章、官庁印、省、事務局、局または州の印章 
b. タイの国旗、王旗または公式な旗 
c. 王室の名称、王室のモノグラム(組合せ図案文字)または王室の名称若しくは王

室のモノグラムの省略形 
d. 王、王妃及び王位継承者の肖像 
e. 王、王妃若しくは王位継承者または王族を表す名称、語、言葉または紋章 
f. 他の国の紋章及び国旗、国際組織の紋章及び旗、他の国の首長の紋章、他の国

または国際組織の公式の紋章及び品質管理証、他の国または国際組織の名称及

びモノグラム。ただし、当該他の国または国際組織の担当官の許可がある場合

はこの限りでない。 
g. 赤十字の公式記章及び紋章または「Red Cross」若しくは「Geneva Cross」の

名称 
h. タイ政府、タイの政府機関、公共企業体若しくはタイのその他の政府組織また

は外国政府若しくは国際機関が主催した博覧会またはコンテストで授与され

たメダル、免状または証明書の外観と同一または類似の標章またはその他の標

章。 
ただし、このメダル、免状、証明書または標章がその描写を付した商品に関し

て出願人に実際に授与され、係る商標の一部として使用される場合を除く。 
i. 公序良俗に反する標章 
j. 登録商標であるか否かを問わず、大臣の告示で定める著名商標と同一の標章ま

たは商品の所有者若しくは出所に関して公衆を混同させる虞のある商標に類

似する標章 
k. 王、王妃及び王位継承者の肖像を除く、上記各要件に類似する商標 
l. 地理的表示に関する法律に基づいて保護されている地理的表示 
m. 大臣の告示で定めるその他の商標   

 
② 絶対的拒絶理由 

  国際登録が、以下に示す特徴（識別性等、商標の機能を発揮する上で必要となる

特徴）を有しているか審査される（商標法 7 条）。これらの特徴を持たない場合は、
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絶対的拒絶理由に該当する。 
a. 個人名、通常の表記によらない自然人の姓、法人の正式名称であって当該事項

に関する法律に従っているものまたは特別な様式で表示されている商号であ

って、商品の特徴または品質に直接の関連がないもの 
b. 語または文言であって、商品の性質または品質に直接には関連しておらず、か

つ、大臣によって定められている地理的表示でないもの 
c. 創作された語 
d. 装飾化された文字または数字 
e. 特別な様式で表示されている、色彩の組み合せ 
f. 出願人またはその事業の前任者の署名または他人の署名であって、その許可が

得られているもの 
g. 表示であって、出願人または許可を得ている他人または故人に関するものであ

り、故人の場合には、その直系尊属、直系卑属及び配偶者がいる場合には、そ

の許可を得ているもの 
h. 創作物品 
i. 画像であって、商品の性質または品質に直接には関係しておらず、また大臣が

定める地図又地理的位置の画像ではないもの 
j. 形状であって商品の自然な形態でないもの、形状であって商品の技術的帰結を

得るためには必要でないものまたは形状であって商品に価値を与えるもので

はないもの 
k. 音であって商品の性質または品質に直接には関連していないもの、音であって

商品の自然の音ではないものまたは音であって商品の機能から生じるもので

はないもの 
なお、これらの特徴をもたない商標（識別性のない商標）でも、大臣による通告

に定められている規則に従って広く販売または宣伝されている商品に使用されて

おり、かつ、その規則が正しく遵守されている場合には、識別性があるものとみな

す。 
 
③ 相対的拒絶理由 

  国際登録が、他人が登録した商標と同一または類似でない商標であるか否かを）

判断するため、以下各点に該当するか（相対的拒絶理由に該当するか否か）が審査

される（商標法 13 条）。 
a. その商標は、同一の類に属する商品または他の類に属しており、同一の性質を有

していると判断される商品に使用するために、他人によって登録されている商

標と同一である。 



- 10 - 

b. その商標は他人によって登録されている商標と類似しており、その商標は、同一

の類に属する商品または他の類に属しており、同一の性質を有していると判断

される商品に使用されるとき、当該使用に係る商品の所有権または出所に関し、

公衆が混同または誤認させられる虞がある。 
 
（３）暫定的拒絶通報の見本と翻訳、内容の説明（使用言語） 
  タイでの暫定的拒絶通報は、タイを領域指定した国際登録の全体に対して行われ

る全部拒絶であり、国際登録の一部（例えば、一部の指定商品または指定役務）に

対して行われる一部拒絶は存在しない 24。 
  タイにおいて商標権による保護を得るためには、名義人は、暫定的拒絶通報に対

して応答する必要がある。 
  なお、暫定的拒絶通報を始め、タイ知的財産局（DIP）による通報は、英語で行

われる 25。 
  

                                                   
24 WIPO Madrid Member Profiles （「Partial ex officio provisional refusals」の欄） 
25 WIPO Madrid Member Profiles （「Language in which Office issues notifications」の欄） 
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 暫定的拒絶通報の例は、次のとおりである。 
 

 

 ・連絡先情報 

・国際登録番号 ・国内出願番号 

・名義人名 

・暫定的拒絶の種類 
■実体審査に基づく全部拒絶 
■異議申立に基づく全部拒絶 
■実体審査と異議申立双方に

基づく全部拒絶 

・異議申立人名、居所 

・暫定的拒絶の範囲 
に関する情報 
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・該当する 
拒絶理由 

 

・拒絶対応に係る応答期限 
（暫定的拒絶の通報から 

90 日間） 

・タイの代理人事務所リスト 
へのリンク 

・暫定的拒絶の通報日 

・応答はタイ語で 
タイの代理人を 
通じて行う 

・対応する主要な条文 
条文、規則（別添 1、2 を参照） 
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・担当審査官の氏名、署名、 
メールアドレス等 
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別添 1 タイ商標法抜粋 
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別添 2 マドリッド協定議定書に基づく標章登録に係る大臣規則の抜粋 
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５．暫定的拒絶通報を受領した場合の国際登録出願名義人の応答手続 
 
（１）現地代理人の必要性の有無 

タイを領域指定した国際登録に関し、暫定的拒絶通報や異議申立への対応が求め

られる場合、名義人は、現地代理人を選任し、現地代理人を通して手続する必要が

ある。タイ知的財産局（DIP）は、MM6 の提出による拒絶通報への対応は認めてい

ない 26。選任にあたっては公証付の委任状が求められる 27。 
 
（２）暫定的拒絶通報に対し直接応答しない場合または直接応答後も拒絶理由が解消

しない場合の拒絶確定までの概略 
  名義人が暫定的拒絶通報に応答しない場合、または応答したが拒絶理由が解消さ

れなかった場合、タイ知的財産局（DIP）は、当該国際登録を拒絶する。なお、タ

イにおける暫定的拒絶は全部拒絶のみであり、一部拒絶はなされない。 
 
  当該拒絶の判断については、裁判所に対する提訴の対象とすることができる（商

標法 18 条）。 
 
（３）その他、留意事項 
  暫定的拒絶通報への応答の際には、以下の点についても留意する。 
  ・応答は、タイ語にて行う必要がある。様式 28は KOR.20 を用いること。 
  ・応答に際し、手数料は不要であるが、指定商品・役務のリストの修正や、非ラ

テン言語の商標の翻訳の修正等に関しては、手数料（200 バーツ）を要する 29。

様式は KOR.06 を用いること。 
 
６．拒絶理由解消後または拒絶理由が存在しない場合の登録までの概略 
 
  審査官による実体審査が行われ、拒絶理由が解消した場合、あるいは拒絶理由

が存在しないと判断された国際出願について、タイ知的財産局（DIP）は、WIPO
国際事務局に対し、当該国際登録の中間ステータス（Interim Status）としてその

旨を通知する（議定書共通規則 18 の 2）30。タイでは審査後、登録前に公告・異

                                                   
26 タイ知的財産局（DIP）への調査結果に基づき作成 
27 タイ制度有識者（代理人）へのヒアリング結果に基づき作成 
28 DIP ウェブサイト http://www.ipthailand.go.th/th/trademark-007.html 
29 WIPO Madrid Member Profiles （「Requirements for responding to ex officio provisional refusal」の欄） 
30 WIPO Madrid Member Profiles （「Communication of interim status of mark」の欄） 



令和元年度 「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願 

に関する手続の情報収集作業 報告書（タイ）」正誤表 

令和３年７月 

標記報告書に記載の内容について、一部実務の運用と異なる点がございましたので、以下のとおり訂正いたします。 

なお、特許庁ホームページに掲載している標記報告書には、訂正を反映いたしました。 

【訂正箇所】１６ページ目 

誤 正 

（１）現地代理人の必要性の有無

タイを領域指定した国際登録に関し、暫定的拒絶通報や異

議申立への対応が求められる場合、名義人は、現地代理人を

選任し、現地代理人を通して手続する必要がある。選任にあ

たっては公証付の委任状が求められる。 

（２）国際登録出願名義人本人が現地代理人なしでできる手続

上述のとおりタイを領域指定した国際登録に関する手続に

ついては、原則、現地代理人を通して行う必要があり、暫定

的拒絶通報への各種対応に関しても同様である。ただし、商

品及び役務の一覧表の減縮の記載の請求書（MM6）を WIPO 

国際事務局に提出することで名義人自身が指定商品・役務の

減縮手続を行うことも可能である。しかしタイ知的財産局

（DIP）は、MM6 の提出による拒絶通報への対応よりも現地

代理人を通じて DIP に直接手続を執ることを推奨してい

る。MM6 を提出する場合には、その旨をタイ知的財産局

（DIP）に通知することが望ましい。 

（１）現地代理人の必要性の有無

タイを領域指定した国際登録に関し、暫定的拒絶通報や異議

申立への対応が求められる場合、名義人は、現地代理人を選任

し、現地代理人を通して手続する必要がある。タイ知的財産局

（DIP）は、MM6の提出による拒絶通報への対応は認めていな

い。選任にあたっては公証付の委任状が求められる 。 

※（２）の見出しを削除したことに伴い、（３）及び（４）の記載をそれぞれ

（２）及び（３）に繰り上げた。
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議申立の期間が設けられているため、職権による審査は完了しても、第三者による

異議申立てまたは情報提供の可能性があるためである。 
  異議期間経過後、新たに拒絶理由等が存在しない場合、議定書共通規則 18 の 3
に基づく保護認容声明が出される。 

  なお、所定期間内 31にタイ知的財産局（DIP）が何ら通報を行わなかった場合

には、当該国際登録は、タイ国内にて正式に登録されたものとみなされる（商標法

79-6 条）。 
 

 
 
  

                                                   
31 マドリッド協定議定書 5 条(2)(b)(c) 
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保護認容の声明の例は、次のとおりである。 
 

 

・議定書共通規則 18 の 3(1)に基づく保護認容声明である旨の表示 

・国際登録番号 

・指定された全ての商品・役務に保護が与えられた旨の表示 

・担当審査官の 
 氏名、署名等 

・国内登録番号 

・国内出願番号 

・名義人名 
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７．登録 
 
（１）登録証 

国際登録が一旦承認された場合には、タイで登録出願された商標に与えられるも

のと同じ保護を享受する（商標法 79-6 条）。すなわち、商標の所有者として登録さ

れる者は、登録が付与された商品に関してその商標を使用する排他権を有する（商

標法 44 条）。 
  タイ知的財産局（DIP）は登録証を発行し、現地代理人に送付する。 
  本国官庁に対する国際登録の出願日が国際登録に基づく商標権の登録日とみな

され、その存続期間は、上記国際登録日から 10 年間である（商標法 79-7 条）。 
 
（２）公報の発行 
  国際登録出願は、タイ知的財産局（DIP）での実体審査において拒絶理由を有し

ない場合、公告される 32。公告内容は国内出願の公開内容と同じである（以下参照）

33。 
  ・公告日 
  ・商標の種類 
  ・国内出願番号 
  ・受理日 
  ・名義人名と宛先 
  ・代理人名と宛先 
  ・連絡先担当者 
  ・区分と指定商品・役務名 
  ・権利不要求 
  ・商標見本 
  
  

                                                   
32 DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
33 WIPO Madrid Member Profiles （「Publication of international registrations for opposition purposes」の

欄） 
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登録証の例は、次のとおりである。 

 

・登録番号、出願番号、

国際登録番号 
 

・商標権者（名義人） 

・区分、指定商品・役務名 

・商標 

・更新時の注意点等（手続期間、期間終了後の更新の取り扱い） 

・商標法に基づく登録証であること

の表示 
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８．登録後の注意事項 
 
（１）登録された標章の実際の使用の宣言 
 タイ知的財産局（DIP）では、当該商標の使用の意思を求めないが、商標法 63 条に

基づき、利害関係人または登録官は、所有者が商標の登録を求める際に登録される商

品に関してその商標を使用する意図がなく、実際に当該商品に関する商標の使用がな

かったか、または当該商標が委員会への請求前 3 年間に使用がなかったことを証明で

きる場合は、当該商標の登録取消を委員会に請求することができる。ただし、所有者

が当該商品に関する商標の不使用が通商上の特別な事情によるものであり、商標を使

用しないまたは放棄する意図によるものではないことを証明すればこの限りでない

34。 
 
 
９．異議 
 
（１）異議申立人としての立場からの留意事項 
 タイでは、実体審査後の公告後、国際登録に対し異議申立てを行うことが可能であ

る 35。 
 
 異議の申立てに際しては、以下の点に留意する。 
 
① 申立人適格 

 当該申立ては、その商標について出願人より優先する権原を有しているまたはその

商標が第 6 条に基づく登録性がない、またはその出願が本法の規定に反していると考

える者であれば何人でも 36請求することができる（商標法 35 条）。 
 
② 異議理由 

  以下のいずれかに該当する場合は、異議理由が存在すると判断される（商標法 35
条）。 

  ・不登録事由（商標法 6 条(2)、8 条）に該当しない。 
  ・絶対的拒絶理由（商標法 6 条(1)、7 条）に該当する。 
  ・相対的拒絶理由（商標法 6 条(3)）に該当する。 
                                                   
34 WIPO Madrid Member Profiles  （「Requirement of intention to use, and form in which such intention 

must be submitted (where applicable)」の欄） 
35 DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
36 WIPO Madrid Member Profiles  （「Eligibility to file opposition」の欄） 
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③ 時期 

  当該申立てについては、商標出願の公告日から 60 日以内に行うことができる（商

標法 35 条）。なお、当該期間についての延長は、認められない 37。 
 
④ 手続 

  当該申立ては、タイ知的財産局（DIP）に対して行う。申立てを行うためには現

地代理人が必要である。タイ語で行い、申請書は様式 KOR.02 を用いる。併せて、

国内出願では、ID カードのコピー等、自身（自社）を証明する書類の提出が求めら

れるが、国際登録出願人のように、タイに住んでいない外国人申請者の場合は、自

国の公証人によって認証された署名付きの委任状（PoA）のみが必要となる 38。 
当該商標の使用を裏付ける証拠も提出する必要がある。なお、所定の手数料（2000

バーツ）の支払いが求められる。 
 なお、異議申立て、委任状（上述）の提出も求められる。 

 
（２）商標権者としての立場からの留意事項 
  異議申立てがなされた場合、タイ知的財産局（DIP）は、申立日から 1 ヵ月以内

に WIPO 国際事務局に対し異議申立の事実を通報する（商標法 79-6 条）。名義人

は WIPO からの通報後、DIP に対し、答弁書提出の機会が与えられる。（マドプロ

規則 23 条）39。 
 
 商標権者は、以下の点に留意すること。 
 
① 時期 

  異議申立てに基づく暫定的拒絶通報は、上記タイ知的財産局（DIP）から WIPO
国際事務局へ上記通報の発行日から 30 日以内に名義人が受領したものとみなされ

る。当該通報に対する名義人の応答期間は、そこから更に 60 日である。従って、

当該応答期間の合計は上記通報の発行日から 90 日以内である。WIPO 国際事務局

が暫定的拒絶通報を名義人に対して行った日から起算される。なお、当該期間につ

いての延長は、認められない 40。 

                                                   
37 WIPO Madrid Member Profiles （「Time limit for holder to respond to opposition」の欄） 
38 DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
39 DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
40 WIPO Madrid Member Profiles （「Calculation of time limit to respond to provisional refusal based on 

opposition」及び「Extension of time limit to respond to a provisional refusal based on an opposition」の
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② 手続 

  異議申立に基づく暫定的拒絶通報に対する応答は、タイ知的財産局（DIP）に対

して行う。応答手続は、タイ語で行い、様式 KOR.03 の使用が求められる。また所

定の手数料（4000 バーツ）を要する 41。商標権者は、当該応答を行うためには、現

地代理人を選任する必要がある。 
  タイ知的財産局（DIP）は、当該応答書面のコピーを異議申立人に送付する。応

答がなされなかった場合、出願は放棄されたとみなされる。 
 
③ 異議申立結果への対応 

  異議申立結果に対し、出願人もしくは異議申立人は、タイ知的財産局（DIP）か

らの異議申立決定の通知日から 60 日以内に商標委員会に対し審判請求が可能であ

る 42。 
 
 なお、当該申立てによりなされた判断については、裁判所に対する提訴の対象とす

ることができる。期限は、商標委員会による決定の通知の受領日から 90 日以内であ

る（商標法 38 条）。 
 
 
１０．取消請求等 
 
（１）取消請求 
 タイにて登録を認められた標章に係る取消手続に際しては、以下の点に留意する。 
 
① 取消請求が可能なケース 
a. 登録要件を満たしていないと思われるケース 

  以下のいずれかに該当する場合が該当する（商標法 61 条）。 
  ・不登録事由（商標法 8 条）に該当する。 
  ・絶対的拒絶理由（商標法 7 条）に該当する。 
  ・相対的拒絶理由 43に該当する。 

                                                   
欄） 

41 WIPO Madrid Member Profiles （「Requirements for holder to respond to provisional refusal based on 
opposition」の欄） 

42 WIPO Madrid Member Profiles （「Authority to which a response to a provisional refusal based on 
opposition should be addressed」、「Option to review or appeal provisional refusal based on opposition」
の欄） 

43 商標法第 61 条(3)(4)では、以下のように明記されている 
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b. 使用されていないと思われる商標が登録されているケース 

  以下のいずれかに該当する場合が該当する（商標法 63 条）。 
・所有者が商標の登録を求める際に登録される商品に関してその商標を使用する

意図がなく、実際に当該商品に関する商標の使用がなかった場合 
・取消請求前 3 年間に使用がなかったことを証明できる場合 

  但し、当該標章の不使用が通商上の特殊事情によるもので、当該標章を使用しな

いまたは放棄する意思によるものでないことが証明された場合は対象外とする（商

標法 63 条）。 
 

c. 公序良俗に違反すると思われるケース（商標法 62 条） 
 
② 請求人適格 
 当該手続は、利害関係人やその商標について出願人より優先する権原を有してい

る者であれば誰でも請求することができる 44。なお、当該商標が公序良俗に反する

と判断される場合は、何人でも請求可能である（商標法 62 条）。また、タイ知的財

産局（DIP）の登録官によるこれらの取消請求も可能である。 
 
③ 時期 

  当該手続については、標章の登録後、いつでも請求することができる 45。 
 
④ 手続 

  当該手続は、商標委員会に対して行う（商標法 61 条）。 
請求を受け、委員会は当該商標所有者・ライセンシー等に対し、60 日以内に回

答を提出するよう書面で通知する（商標法 64 条）。 
 委員会では、商標登録を取り消すか否かの決定をした場合、取消請求人・商標所

有者・ライセンシーに理由を付して書面通知する（商標法 65 条）。 
  なお、取消手続を請求するためには、現地代理人が必要となる 46。 

                                                   
・同一の類に属する商品または他の類に属する，同一の性質を有する商品に使用するために，他人によって

登録されている商標と同一である場合，または 
・商標が，他人によって登録されている商標と類似しており，同一の類に属する商品または他の類に属す

る，同一の性質を有する商品に関して使用されるとき，公衆を，その商品の所有者または出所について混同

又は誤認させる虞がある場合 
44 WIPO Madrid Member Profiles （「Eligibility to request invalidation」の欄） 
45 WIPO Madrid Member Profiles （「Requirements for invalidation procedures」、「Requests for 

cancellation of registration due to non-use of mark」の欄）及び DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作

成 
46 同上 
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⑤ 効果 

当該手続にて取消と判断された場合、標章は取り消される。知的財産国際取引

裁判所に提訴しない場合、取消の効力は商標委員会による結審の日から発生する 47。 
 
（２）提訴等 
 上記取消請求、不使用標章に対する取消請求等によりなされた判断については、裁

判所に対する提訴の対象とすることができる。 
取消決定の場合、上記タイ知的財産局（DIP）から WIPO 国際事務局への取消の送

達後 30 日以内に名義人が取消決定の通知を受領したものとみなされる。当該通報か

ら 60 日以内に、名義人は知的財産国際取引裁判所に提訴が可能である。 
 手続は現地代理人により行われる必要がある 48。 
 
 
１１．権利行使 
 
（１）権利の発生時期、条件 
 前述のとおり 49、タイにて国際登録が一旦承認された場合には、タイで登録出願

された商標に与えられるものと同じ保護を享受し、商標を使用する排他権を有し、

本国官庁に対する国際登録の出願日が国際登録に基づく商標権の登録日とみなさ

れる（商標法 79-6 条、79-7 条、44 条）。 
権利行使は、現地代理人を通じて行う必要があるため、委任状が必要となる。な

お、権利行使の際には登録証が必要である 50。 
 
（２）侵害訴訟の提起（差止請求・損害賠償） 
 何人も、登録されていない商標の侵害に対して使用の差止または損害賠償の訴訟

を裁判所に提起することはできない（商標法 46 条）。 
なお、上記は、登録されていない商標の所有者が、商標所有者の商品として商品

を詐称した者に対して訴訟を提起する権利に影響するものではない（商標法46条）。 
 

  

                                                   
47 DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
48 WIPO Madrid Member Profiles（「Procedures concerning invalidations (option to challenge invalidation 

decision)」の欄） 
49 詳細は、本報告書「Ⅰ.タイ 7.登録(1)登録証」を参照 
50 DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
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１２．マドリッド協定議定書に基づく国際登録に特有な制度の取扱い 
 
（１）国際登録による国内登録の代替 
  タイにおいて登録された商標が、タイを包含する国際登録商標と同じであり、か

つ、同じ所有者に属している場合には、その商標所有者は登録官に対して、国際登

録を記録し、同じである全部または一部の商品に対する国内登録に代替するよう請

求することができる（商標法 79-9 条）。 
代替が行われても、国内登録によって獲得された優先権に不利な影響を及ぼさな

い（商標法 79-9 条）。 
  当該請求は、様式 21 を用い、タイ語でなされる必要がある。申請時には、パス

ポートのコピー、ID カードのコピー、公証機関の認証、委任状のいずれかを添付す

る必要がある。所定の手数料（2000 バーツ）の支払いが求められる 51。 
 
（２）国際登録の国内出願への変更 
  商標の国際登録であって、タイにおける保護を請求するものが、国際登録の従属

性により取り消される場合（セントラルアタック）には、取り消された国際登録の

所有者は、同一商品に関し、当該商標に関するタイにおける出願をすることができ

る（国内出願への変更：transformation）。 
変更による手続の場合、国際登録日もしくは国際的拡張の登録日（事後指定日）

が、タイにおける出願日とみなされる（商標法 79-11 条）。 
  名義人は、当該請求を行うに当たり、様式 22 を用い、代理人により手続を行う

必要がある。また、所定の手数料（1000 バーツ）に加え、新たな出願手数料の支払

いが求められる 52。 
  変更の申請後、タイ知的財産局（DIP）は、再び審査を行う。当該審査は、出願

の状況に依拠する 53。例えば、タイ知的財産局（DIP）での審査中に、セントラル

アタックに基づき基礎出願・基礎登録が失われた場合、タイ知的財産局（DIP）で

の審査は一時中断となるが、国内出願への変更手続がなされた場合は、当該審査も

中断時点から再開される 54。 
 
  

                                                   
51 WIPO Madrid Member Profiles（「Replacement. Requirements」の欄） 
52 WIPO Madrid Member Profiles（「Requirements to request transformation」の欄） 
53 WIPO Madrid Member Profiles（「Office procedure following request for transformation」の欄） 
54 DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
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１３．マドリッド協定議定書に関する宣言 
 
（１）手数料（個別手数料の宣言の有無） 
  タイでは、個別手数料（individual fee）の支払を受けることを希望する旨の宣言

（議定書 8 条(7)(a)）がなされている。具体的には、名義人は、タイについて領域

指定または事後指定を行う場合、1 区分ごとに 418 スイスフランの個別手数料の支

払いが求められる 55。 
  また、更新時には、1 区分ごとに 522 スイスフランの個別手数料の支払いが求め

られる 56。 
  なお、個別手数料についての最新情報は、WIPO 国際事務局が提供する

Individual Fees under the Madrid Protocol57にて確認することができる。 
 
（２）暫定的拒絶通報期間（18 ヵ月）に関する宣言 
  タイでは、暫定的拒絶通報の期間を 18 ヵ月とする旨の宣言（議定書 5 条(2)(b)）

がなされている。また、当該宣言において、当該期間経過後においても異議申立て

の結果に基づく暫定的拒絶通報が行われることがある旨が明示（議定書 5 条(2)(c)）
されている 58。 

 
（３）使用意思の宣言 
  タイでは、標章を使用する意思の宣言書を要求する旨の通報（議定書共通規則

7(2)）はなされていない。そのため、タイ知的財産局（DIP）は名義人に対し、標章

の使用意思の宣言等を求めないが、不使用が明らかなケース等は取消請求の対象と

なりうるので留意すること 59。 
 
（４）ライセンスに関する宣言 
  タイでは、国際登録簿のライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言（議定書共

通規則 20 の 2(6)）がなされている 60。なお、国内法に基づき、同国内においてラ

                                                   
55 WIPO Madrid Information Notices (No.15/2017) 

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2017/madrid_2017_15.pdf 
56 WIPO Madrid Information Notices (No.15/2017) 

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2017/madrid_2017_15.pdf 
57 WIPO Individual Fees under the Madrid Protocol: 
  http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html (アクセス確認: 2019 年 11 月 28 日) 
58 WIPO Madrid Information Notices (No.12/2017) 

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2017/madrid_2017_12.pdf 
59 WIPO Madrid Member Profiles（「Requirement of intention to use, and form in which such intention 

must be submitted (where applicable)」の欄）及び、本報告書「Ⅰ.タイ 8. 登録後の注意事項(1) 登録され

た標章の実際の使用の宣言」を参照 
60 WIPO Madrid Information Notices (No.12/2017) 

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2017/madrid_2017_12.pdf 
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イセンスの記録を行うことは可能であり、現地代理人を通して DIP に手続する。）

61。 
 
（５）商標の分割に関する宣言 

タイでは、国内法において標章登録の分割を規定していないため、国際登録の分

割はタイ国内では効力を有しない旨の宣言（議定書共通規則 27 の 2(6)）がなされ

ている。 
 
（６）商標の併合に関する宣言 

タイでは、国内法において標章登録の併合を規定していないため、分割から生じ

る国際登録の併合に関しては、タイ国内では効力を有しない旨の宣言（議定書共通

規則 27 の 3(2)）がなされている。 
 
 
１４．タイの特徴的な制度 
 
（１）情報提供 
  タイ知的財産局（DIP）への第三者（任意の利害関係者）による情報提供は、認

められている。 
  当該情報提供は、様式 KOR.20 を用い、タイ語にて商標委員会に提出される必要

があるが、手続は現地代理人により行うことが求められる 62, 63。情報提供には、商

標登録の取消しの効果がある。 
 
（２）権利不要求（ディスクレーム） 
  登録官の見解においては、検討対象である商標は、全体としては第 6 条に基づき

登録を受けることができるものであるが、同種または同類の商品に関する通商にと

って慣用されている 1 または 2 以上の部分を含んでおり、それについては、出願人

が排他権を持つことができないものであるかまたはそれが識別性を有していない

ときは、登録官は下記のいずれかを行わなければならない（商標法 17 条）。 
①  出願人に対し、通知の受領から 60 日以内に、商標の該当部分についての排

他権を部分放棄するよう命令すること 
② 出願人に対し、通知の受領から 60 日以内に、当該商標の所有者の権利を確定

                                                   
61 DIP 審査官へのヒアリングに基づき作成 
62 WIPO Madrid Member Profiles（「Admissibility of third party observations」、「Requirements for 

submitting third party observations」の欄） 
63 DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
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する上で登録官が必要と考える上記以外の権利の部分放棄を登録するよう要

求すること 
  権利不要求の手続には、様式 KOR.12 を用いる。手数料は不要 64。 
国際登録出願においては、願書（MM2）の第 9 欄(g)「The applicant wishes to 

disclaim protection for the following element(s) of the mark（出願人による標章

の一部要素の保護放棄希望）」において、自発的なディスクレームの申請が可能で

あるが、制限箇所の判断等に確信が持てない場合は、願書（MM2）での申請は行

わずに出願し、タイ知的財産局（DIP）の指示を待つことも可能である 65。 
 
（３）コンセント 

タイにおいて、コンセント（同意書）制度は導入されていない。 
なお、タイには善意の併存登録が認められているが、コンセント（同意書）制度

とは異なる。コンセント制度が当事者による同意書をもって併存が許容されるのに

対し、タイの善意の併存登録は、審査官の当該商標の有する特殊事情等の判断に基

づき認められるものである 66。 
 
（４）誤訳の修正 

商標の指定商品・役務名に関し、DIP のデータベースのタイ語訳に齟齬があり、

当該タイ語訳の誤訳を修正する場合は、出願公告から異議申立期間内に行う必要が

ある（登録証の内容に基づいて、データベースのタイ語の修正を求めることはでき

ない）67。 
なお、公報記載の指定商品・役務は、英語・タイ語の双方で、登録証記載の指定

商品・役務は、英語のみで記載される。 
 

  

                                                   
64 DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
65 DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
66 タイ制度有識者（代理人）へのヒアリング結果に基づき作成 
67 タイ制度有識者（代理人）及び DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
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１５．タイ知的財産局（DIP）のウェブサイト等から入手可能な情報 
 
（１）タイ商標検索システム 
 
参照アドレス：http://www.ipthailand.go.th/en/68 
 
 
検索手順： 
― 検索手順 1 
 タイ知的財産局（DIP）のウェブサイトでは、以下の検索エンジンを利用すること

ができる。英語の検索エンジンがないため、タイ語ページで説明する。 
 ・非類似商標検索 
  
 DIP の英語トップページの DIP e-SERVICES にて、「Trademark Search」をクリ

ック。 
 

 
  

                                                   
68 DIP ウェブサイト 英語トップページ (アクセス確認: 2019 年 11 月 26 日) 
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― 検索手順 2 
上から 2 番目の「非類似商標検索」を選択。 
 

 
 

 
― 検索手順 3 
検索では、例えば、以下の検索条件の設定を行うことができる。 
 ・番号検索 
 ・出願人・権利所有者名検索 
 ・商標検索 
 ・図形検索 
 ・音商標 
 ・商品・役務検索 
  
商品名のテキスト検索であれば、ボックス内にキーワードを入力する。ここでは、

検索条件欄に例として「ขา้ว（米）」を入力する。 
 
番号検索では、番号の範囲（ตัง้แตเ่ลขที：่From、ถงึเลขที：่To）を指定して検索可能。 
商標検索では、頭文字の子音（อกัษรแรก）、末尾の母音（เสยีงทา้ย）、末尾が母音「イ

ーン」で終わる呼称（เสยีงทา้ยอนี）を検索する。 ボタンで、表から選択可能。同義
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語等での検索も可能。 

図形検索では、右上の＋ボタンをクリックすると、 からウィーン分類の選択が可

能。 
音商標では、1. 人の音声（เสยีงคน）、2. 動物の音声（เสยีงสตัว）์、3. 音楽

（เสยีงเพลง/เสยีงดนตร）ี、4. その他の音声（เสยีงอืน่ๆ）が選択可能。 
商品・役務検索では、区分番号で検索可能。右のボタンから表で検索。 
 

 

検索条件 
マニュアル（タイ語） 

番号検索 出願人・権利所有者名検索 

商標検索 

音商標 

図形検索 

商品・役務検索 

音声形式 ①リスト形式 ②画像形式 リセット 

米 

From 
To 所有者名 

同義語 
条件 

末尾の音 末尾の音 

各音節の同義語 

図形商標 
コード 

キャプション 

音商標の種類 

and 

or 

+をクリックで記入欄が表示 

and or 

音声解説 音コード 

分類 

(i) 

頭文字 

(ii) 

区分選択 (iii) 
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(i) 商標検索 条件の選択肢 

                          
 
(ii) 音商標の種類の選択肢 

                 
 
(iii) 区分選択をクリックすると、以下のように商品・役務のリストが表示 

 

上部の空欄はテキスト検索 “*”をテキストの前に入れると、単語の一部を検索。 
いずれかを選択すると、右の区分番号が記入される。 
 
 
 
 
 
 
 
 

同義語 

頭文字の子音 

末尾の母音 

末尾が母音「イーン」で終わる呼称 

人の音声 

動物の音声 

音楽 

その他の音声 
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― 検索手順 4 
① 「リスト形式」ボタンをクリックすると下記の検索結果画面になる。左の□にチ

ェックを入れ、右下の詳細表示ボタンをクリックすると、詳細情報が PDF 形式

で表示される。 
 

 
 
  

詳細表示 

出願番号 
登録番号 

審査経過 

言語 

区分 商標名 音商標 出願人・権利者
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 主な表示項目【※年号は、タイ仏暦での表記。西暦年号＋543＝タイ仏暦年号】 
 ・เลขทีค่าํขอ（出願番号） 
 ・ทะเบยีนเลขที（่登録番号） 
 ・วนัทีย่ืน่คาํขอ（出願日） 
 ・สถานะคาํขอ（審査経過） 
 ・เจา้ของเคร ือ่งหมาย（出願人情報；氏名、国籍、職業、住所） 
 ・ตวัแทน（代理人情報；氏名、国籍、職業、住所） 
 ・สถานทีส่ง่บตัรหมาย（通知の送付先） 
・จาํพวก（商品・役務の区分） 

 ・รายการสนิคา้（区分の名称） 

 ・สถานะคาํขอ（経過情報；登録日、登録料支払等） 
 ・ขอ้จาํกดั（制限事項） 
  
これらは後述の公報に掲載される内容とほぼ同一である。 

 

 
 

  

出願番号 出願日 

公報番号 

登録番号 

公開日 
審査経過 公報巻数 

出願人 

代理人 

通知の送付先 

商品・役務 
の区分 

区分の名称 

経過情報 

制限事項 
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② 「画像形式」ボタンをクリックすると以下の検索結果画面になる。青字の番号を

クリックすると、詳細情報が表示される。 
 

 
 
  

出願番号 

審査経過 
区分 
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 主な表示項目【※年号は、タイ仏暦での表記。西暦年号＋543＝タイ仏暦年号】 
 ・เลขทีค่าํขอ（出願番号） 
 ・ทะเบยีนเลขที（่登録番号） 
 ・วนัทีย่ืน่คาํขอ（出願日） 
 ・สถานะคาํขอ（審査経過） 
 ・เจา้ของเคร ือ่งหมาย（商標権利所有者） 
 ・สถานทีต่ดิตอ่（連絡先住所） 
 ・โทรศพัท（์電話番号） 
 ・ตวัแทน（代理人） 

 ・เคร ือ่งหมาย（商標名称） 

 ★รหสับรรยายภาพ（ウィーン分類） 

 ・รปูเคร ือ่งหมาย（商標画像） 

 ★ประเภทเคร ือ่งหมาย（商標の種類） 

 ・จาํพวกสนิคา้/บรกิาร（商品・役務の区分） 

 ・รายการสนิคา้/บรกิาร（指定商品・役務） 
※ ★はリスト形式の詳細表示にはない情報 

 

  

出願番号 
登録番号 

出願日 
審査経過 

商標権利所有者 
連絡先住所 電話 

代理人 
商標名称 

商標画像 
ウィーン分類 

商標の種類 
商品・役務の区分 
指定商品・役務 
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（２）タイにおいて有効な指定商品・役務名を確認するサイト 
 
参照アドレス：http://www.ipthailand.go.th/en/69 
 
 2017 年 7 月よりニース分類第 11 版を参考にタイ独自に作成された指定商品・役務

リストが採用されている 70。 
 
確認手順： 
― 確認手順 1 
 DIP の英語トップページの DIP e-SERVICES にて、「Trademark Search」をクリ

ック。 
 

 
 
 
 
 
 
                                                   
69 DIP ウェブサイト 英語トップページ (アクセス確認: 2019 年 11 月 26 日) 
70 商標法 9 条 
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― 確認手順 2 
1 番上の「タイの指定商品・役務リスト」を選択。 

 
 
 
― 確認手順 3 
 本画面にて、検索条件の設定を行う。 
 
 ここでは例として、「米（ขา้ว）」を入力し、ピンク色のボタンをクリック。 
 検索後、下欄に検索条件（ここでは、商標・役務名に「米（ขา้ว）」を含む）に該当

する指定商品・役務の名称とそれらが属する区分（จาํพวก）が右欄に表示される。 
区分の番号を入力しても検索可能。 

  
 

区分 
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なお、本サイトではタイ語のみでの検索・表示となっているが、将来的には、英語

版のリストについて、本サイトや TM class（http://euipo.europa.eu/ec2/）での公開

が検討されている 71。 
 
（３）公報の詳細情報検索 
 
参照アドレス：http://www.ipthailand.go.th/en/72 
 
出願番号、公報発行日等から公報の詳細情報を検索する。公報発行日は、タイ仏暦

2542 年（西暦 1999 年）以降から選択できる。 
【※年号は、タイ仏暦での表記。西暦年号＋543＝タイ仏暦年号】 
 
検索手順： 
― 検索手順 1 
 DIP の英語トップページの DIP e-SERVICES にて、「Trademark Search」をクリ

ック。 

 

 

 

 

 

                                                   
71 DIP 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
72 DIP ウェブサイト 英語トップページ (アクセス確認: 2019 年 11 月 26 日) 
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― 検索手順 2 
上から 4 番目の「公報検索」を選択。 

 

 

 

― 検索手順 3 
 上段では直近の公報から、下段では過去の公報から検索可能。ここでは、直近の

更新情報から、1 番上の「ประจาํเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2562（2019年 11月）」を選択

する。 

 

 

直近の公報情報 

出願番号 
過去の公報情報 

公報発行日 From 
公報番号 

To 

公報巻数 

出願番号 
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― 検索手順 4 
 2019年 11月発行の公報の中から、11月 6日発行の公報（06 พฤศจกิายน 

พ.ศ.2562）を選択する。 

 

 

 

― 検索手順 5 
 11月 6日発行の公報について、区分別に表示される。ここでは、区分 1を選択す

る。 

 

 

  

区分 件数 

発行日 件数 



- 43 - 

― 検索手順 6 
 区分 7の商標の一覧が表示される。 

 

 

右端のボタン、又は左に複数チェックを入れて右下のボタンをクリックすると、以

下のような選択した商標の Word形式の書誌情報を入手できる。 

 

主な表示項目【年号はタイ仏暦での表記。西暦年号＋543＝タイ仏暦年号】 

            

・จาํพวกที（่巻数） ・(740) ตวัแทน（代理人） 

・ลาํดบัที（่公報ページ番号） ・ชือ่（代理人名） 

・(442)วนัทีป่ระกาศโฆษณา（公報発行

日） 

・สญัชาต（ิ代理人国籍） 

・(210)เลขทีค่าํขอ（出願番号） ・อาชีพ（代理人業種） 

・(220)วนัทีย่ืน่คาํขอ（出願日） ・ทีอ่ยู（่代理人住所） 

・(731) ผูข้อ（出願人） ・(750)สถานทีส่ง่บตัรหมาย（通知の送付先） 

・ชือ่ （出願人・権利者名） ・(511)จาํพวกสนิคา้（指定商品・役務の区

分） 

・สญัชาต ิ （出願人・権利者国籍） ・(511) รายการสนิคา้（指定商品・役務名） 

区分 番号 出願番号 公報発行日 応答期限 商標 音商標 詳細 証明商標 
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・อาชีพ （出願人・権利者業種） 

・ทีอ่ยู ่ （出願人・権利者住所） 

・(526) ขอ้จาํกดั（制限事項） 

  

 

 

 

 

出願番号 出願日 

出願人 氏名 
国籍 職業 
住所 

代理人 氏名 
職業 国籍 

住所 

通知の送付先 

指定商品・役務の名称 

制限事項 

公報巻数 公報ページ番号 

公報発行日 


