料 金 表
岡本特許事務所

【特許】
作業内容

基準料金 (税込)

備考

先行技術調査手数料 (簡易版)

34,100 円(税抜 31,000 円)／発明 ・検索絞り込み件数 50 件以内を目安
・公報抽出件数 5 件以内を目安

先行技術調査手数料 (詳細版)

64,900 円(税抜 59,000 円)／発明 ・検索絞り込み件数 300 件以内を目安
・公報抽出件数 10 件以内を目安

出願書類作成手数料
(図面の作成を除く)
図面作成手数料

198,000 円(税抜 180,000 円)／件 ・請求項数「5」超の場合，3,850 円(税抜 3,500 円)／項を加算
(ex：請求項数「9」の場合，(9-5)×3,850=15,400 円を加算)
5,500 円(税抜 5,000 円)～／図
9,900 円(税抜 9,000 円)／件

出願審査請求手数料

29,700 円(税抜 27,000 円)／件 ・早期審査が認められた場合に費用発生

早期審査請求手数料

9,900 円(税抜 9,000 円)／件

減免猶予申請手数料
拒絶理由通知への対応 (中間対応)

5,060 円(税抜 4,600 円)／件

①簡易コメント作成手数料
②意見書作成手数料

74,800 円(税抜 68,000 円)／件

③手続補正書作成手数料

55,000 円(税抜 50,000 円)／件
49,500 円(税抜 45,000 円)／件 ・特許出願の成功 (特許査定／特許審決)

成功報酬

5,060 円(税抜 4,600 円)／件 ・設定登録料 (第 1～3 年分)
・維持年金 (第 4 年分～)

特許料納付手数料

【実用新案】
作業内容

基準料金 (税込)

備考

先行技術調査手数料 (簡易版)

34,100 円(税抜 31,000 円)／考案 ・検索絞り込み件数 50 件以内を目安
・公報抽出件数 5 件以内を目安

先行技術調査手数料 (詳細版)

64,900 円(税抜 59,000 円)／考案 ・検索絞り込み件数 300 件以内を目安
・公報抽出件数 10 件以内を目安

出願書類作成手数料
(図面の作成を除く)
図面作成手数料

165,000 円(税抜 150,000 円)／件 ・請求項数「5」超の場合，3,850 円(税抜 3,500 円)／項を加算
(ex：請求項数「9」の場合，(9-5)×3,850=15,400 円を加算)
5,500 円(税抜 5,000 円)～／図

減免猶予申請手数料

9,900 円(税抜 9,000 円)／件

登録料納付手数料

5,060 円(税抜 4,600 円)／件 ・維持年金 (第 4 年分～)
・設定登録料 (第 1～3 年分) は「出願書類作成手数料」に
含まれております。

実用新案技術評価請求手数料

9,900 円(税抜 9,000 円)／件

【意匠】
作業内容

基準料金 (税込)

備考

39,600 円(税抜 36,000 円)／件 ・原則，先行意匠調査は承っておりません。

出願書類作成手数料
(図面の作成を除く)
参考(図面作成手数料)

5,500 円(税抜 5,000 円)～／図

早期審査請求手数料

19,800 円(税抜 18,000 円)／件 ・早期審査が認められた場合に費用発生

拒絶理由通知への対応 (中間対応)
①簡易コメント作成手数料

5,060 円(税抜 4,600 円)／件

②意見書作成手数料

74,800 円(税抜 68,000 円)／件

③手続補正書作成手数料

33,000 円(税抜 30,000 円)／件

成功報酬
登録料納付手数料

29,700 円(税抜 27,000 円)／件 ・意匠登録出願の成功 (登録査定／登録審決)
5,060 円(税抜 4,600 円)／件 ・設定登録料 (第 1 年分)
・維持年金 (第 2 年分～)
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【商標】
作業内容

基準料金 (税込)

備考

先行商標調査手数料 (文字)

19,800 円(税抜 18,000 円)／区分 ・複数区分の場合，19,800 円(税抜 18,000 円)×区分数となります。
・ロゴの場合，図案化の要素は考慮されません。

先行商標調査手数料 (図形)

46,200 円(税抜 42,000 円)／区分 ・複数区分の場合，46,200 円(税抜 42,000 円)×区分数となります。

出願書類作成手数料

22,000 円(税抜 20,000 円)／件 ・複数区分の場合，5,500 円(税抜 5,000 円)／類(=区分)を加算
(ex：区分数「3」の場合，(3-1)×5,500=11,000 円を加算)

早期審査請求手数料

19,800 円(税抜 18,000 円)／件 ・早期審査が認められた場合に費用発生

拒絶理由通知への対応 (中間対応)
①簡易コメント作成手数料

5,060 円(税抜 4,600 円)／件

②意見書作成手数料

74,800 円(税抜 68,000 円)／件 ・不使用取消審判請求時の意見書は後掲 (※参照)

③手続補正書作成手数料

29,700 円(税抜 27,000 円)／件

（④不使用取消審判）
①事前調査手数料

33,000 円(税抜 30,000 円)／件 ・使用の実態有無調査
・取消請求の範囲の精査 (類似群コードの選定)

②審判請求書作成手数料

33,000 円(税抜 30,000 円)／件

③意見書作成手数料

19,800 円(税抜 18,000 円)／件 ※

④弁駁書作成手数料

74,800 円(税抜 68,000 円)／件 ・被請求人から「使用証明」が提出された場合のみ必要

⑤上申書作成手数料

19,800 円(税抜 18,000 円)／件
29,700 円(税抜 27,000 円)／件 ・商標登録出願の成功 (登録査定／登録審決)

成功報酬
登録料納付手数料

5,060 円(税抜 4,600 円)／件 ・設定登録料 (10 年分)

更新登録申請手数料

9,900 円(税抜 9,000 円)／件 ・更新登録料 (10 年分)

【刊行物等の提出(情報提供)】
作業内容

基準料金 (税込)

書類作成手数料 (特許)
書類作成手数料 (商標)

備考

102,300 円(税抜 93,000 円) ／発明
69,300 円(税抜 63,000 円) ／類似群コード

【対面相談対応】
作業内容
相談(助言)料

基準料金 (税込)
(下記は一例)

● 知的財産権取得・ノウハウ保護
● 他社との係争未然処理
● 知財経営(知財戦略)
● 技術関連契約

備考

8,250 円(税抜 7,500 円) ・2 時間以降，3,850 円(税抜 3,500 円)／30 分を加算
(2 時間まで)
(ex：ご相談時間「3 時間 20 分」の場合，30 分未満を
切り捨て，超過 60 分として 7,700 円を加算)
．．
・上記「作業内容」等の受注に至った場合は無料
・上記「作業内容」に記載されていないものは別途見積

(共同開発・共同出願・実施許諾など)

● 知財関連規程
(職務発明・ブランド使用ルールなど)

● 人材(人財)育成・知財教育
(テキスト整備・セミナー実施など)

【特記事項】
１．見積書・請求書・成果物等は原則として，PDF データを電子メールでご提出させて頂いております。
２．上記「基準料金」には「特許庁手数料(印紙代)」(特許庁に支払う料金)は含まれておりません。
３．当所は「年金管理」を行っておりません。
以上
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