
審査請求料軽減例

H28.5現在

請求
項数

審査請求料
（正規基本料金）

軽減後の
審査請求料

（１／２軽減）　※１

特定登録調査
による減額

請求
項数

Ｊapio
国内・海外調査

料金（税別）

お客様
実質

負担分

Ｊapio
国内調査料金

（税別）

お客様
実質

負担分

1 ¥122,000 ¥61,000 ¥12,400 1 ¥2,600 ¥-2,400

2 ¥126,000 ¥63,000 ¥12,800 2 ¥2,200 ¥-2,800

3 ¥130,000 ¥65,000 ¥13,200 3 ¥1,800 ¥-3,200

4 ¥134,000 ¥67,000 ¥13,600 4 ¥1,400 ¥-3,600

5 ¥138,000 ¥69,000 ¥14,000 5 ¥1,000 ¥-4,000

6 ¥142,000 ¥71,000 ¥14,400 6 ¥600 ¥-4,400

7 ¥146,000 ¥73,000 ¥14,800 7 ¥200 ¥-4,800

8 ¥150,000 ¥75,000 ¥15,200 8 ¥-200 ¥-5,200

9 ¥154,000 ¥77,000 ¥15,600 9 ¥-600 ¥-5,600

10 ¥158,000 ¥79,000 ¥16,000 10 ¥-1,000 ¥-6,000

11 ¥162,000 ¥81,000 ¥16,400 11 ¥-1,400 ¥-6,400

12 ¥166,000 ¥83,000 ¥16,800 12 ¥-1,800 ¥-6,800

13 ¥170,000 ¥85,000 ¥17,200 13 ¥-2,200 ¥-7,200

14 ¥174,000 ¥87,000 ¥17,600 14 ¥-2,600 ¥-7,600

15 ¥178,000 ¥89,000 ¥18,000 15 ¥-3,000 ¥-8,000

16 ¥182,000 ¥91,000 ¥18,400 16 ¥-3,400 ¥-8,400

17 ¥186,000 ¥93,000 ¥18,800 17 ¥-3,800 ¥-8,800

18 ¥190,000 ¥95,000 ¥19,200 18 ¥-4,200 ¥-9,200

19 ¥194,000 ¥97,000 ¥19,600 19 ¥-4,600 ¥-9,600

20 ¥198,000 ¥99,000 ¥20,000 20 ¥-5,000 ¥-10,000
… … … … … … … … …

請求
項数

審査請求料
（正規基本料金）

軽減後の
審査請求料

　（２／３軽減）※２

特定登録調査
による減額

請求
項数

Ｊapio
国内・海外調査

料金（税別）

お客様
実質

負担分

Ｊapio
国内調査料金

（税別）

お客様
実質

負担分

1 ¥122,000 ¥40,660 ¥8,260 1 ¥6,740 ¥1,740

2 ¥126,000 ¥42,000 ¥8,540 2 ¥6,460 ¥1,460

3 ¥130,000 ¥43,330 ¥8,800 3 ¥6,200 ¥1,200

4 ¥134,000 ¥44,660 ¥9,060 4 ¥5,940 ¥940

5 ¥138,000 ¥46,000 ¥9,340 5 ¥5,660 ¥660

6 ¥142,000 ¥47,330 ¥9,600 6 ¥5,400 ¥400

7 ¥146,000 ¥48,660 ¥9,860 7 ¥5,140 ¥140

8 ¥150,000 ¥50,000 ¥10,140 8 ¥4,860 ¥-140

9 ¥154,000 ¥51,330 ¥10,400 9 ¥4,600 ¥-400

10 ¥158,000 ¥52,660 ¥10,660 10 ¥4,340 ¥-660

11 ¥162,000 ¥54,000 ¥10,940 11 ¥4,060 ¥-940

12 ¥166,000 ¥55,330 ¥11,200 12 ¥3,800 ¥-1,200

13 ¥170,000 ¥56,660 ¥11,460 13 ¥3,540 ¥-1,460

14 ¥174,000 ¥58,000 ¥11,740 14 ¥3,260 ¥-1,740

15 ¥178,000 ¥59,330 ¥12,000 15 ¥3,000 ¥-2,000

16 ¥182,000 ¥60,660 ¥12,260 16 ¥2,740 ¥-2,260

17 ¥186,000 ¥62,000 ¥12,540 17 ¥2,460 ¥-2,540

18 ¥190,000 ¥63,330 ¥12,800 18 ¥2,200 ¥-2,800

19 ¥194,000 ¥64,660 ¥13,060 19 ¥1,940 ¥-3,060

20 ¥198,000 ¥66,000 ¥13,340 20 ¥1,660 ¥-3,340
… … … … … … … … …

※１　審査請求書と同時に、軽減申請書を提出した場合

※２　審査請求書と同時に、軽減申請書を提出した場合（平成30年3月まで）

詳しくは、特許庁HP

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm

をご覧ください。

Japio提携特定登録調査機関による調査

¥15,000 ¥10,000

<参考>　国内出願の審査請求を行い、当該国内出願を基礎としてＰＣＴ国際出願を行った場合に
は、
　　　　ＰＣＴ調査手数料の一部が返還される制度があります。
       ＜中小企業・ベンチャー1/3返還：9,330円、その他返還：28,000円>

¥15,000 ¥10,000

Japio提携特定登録調査機関調査実施による軽減と負担

Japio提携特定登録調査機関調査実施による軽減と負担


