
審査請求料軽減例

2019.4現在

例：特定登録調査機関調査報告書による軽減のみで、審査請求した場合

2019年3月以前に出願された案件

請求
項数

審査請求料
（正規基本料金）

特定登録調査機
関よる調査を受け

た審査請求料

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 ¥97,200 ¥24,800 1 ¥-9,800 ¥-14,800

2 ¥126,000 ¥100,400 ¥25,600 2 ¥-10,600 ¥-15,600

3 ¥130,000 ¥103,600 ¥26,400 3 ¥-11,400 ¥-16,400

4 ¥134,000 ¥106,800 ¥27,200 4 ¥-12,200 ¥-17,200

5 ¥138,000 ¥110,000 ¥28,000 5 ¥-13,000 ¥-18,000

6 ¥142,000 ¥113,200 ¥28,800 6 ¥-13,800 ¥-18,800

7 ¥146,000 ¥116,400 ¥29,600 7 ¥-14,600 ¥-19,600

8 ¥150,000 ¥119,600 ¥30,400 8 ¥-15,400 ¥-20,400

9 ¥154,000 ¥122,800 ¥31,200 9 ¥-16,200 ¥-21,200

10 ¥158,000 ¥126,000 ¥32,000 10 ¥-17,000 ¥-22,000

11 ¥162,000 ¥129,200 ¥32,800 11 ¥-17,800 ¥-22,800

12 ¥166,000 ¥132,400 ¥33,600 12 ¥-18,600 ¥-23,600

13 ¥170,000 ¥135,600 ¥34,400 13 ¥-19,400 ¥-24,400

14 ¥174,000 ¥138,800 ¥35,200 14 ¥-20,200 ¥-25,200

15 ¥178,000 ¥142,000 ¥36,000 15 ¥-21,000 ¥-26,000

16 ¥182,000 ¥145,200 ¥36,800 16 ¥-21,800 ¥-26,800

17 ¥186,000 ¥148,400 ¥37,600 17 ¥-22,600 ¥-27,600

18 ¥190,000 ¥151,600 ¥38,400 18 ¥-23,400 ¥-28,400

19 ¥194,000 ¥154,800 ¥39,200 19 ¥-24,200 ¥-29,200

20 ¥198,000 ¥158,000 ¥40,000 20 ¥-25,000 ¥-30,000
… … … … … … … …

2019年4月以降に出願された案件

請求
項数

審査請求料
（正規基本料金）

特定登録調査機
関よる調査を受け

た審査請求料

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 ¥142,000 ¥113,200 ¥28,800 1 ¥-13,800 ¥-18,800

2 ¥146,000 ¥116,400 ¥29,600 2 ¥-14,600 ¥-19,600

3 ¥150,000 ¥119,600 ¥30,400 3 ¥-15,400 ¥-20,400

4 ¥154,000 ¥122,800 ¥31,200 4 ¥-16,200 ¥-21,200

5 ¥158,000 ¥126,000 ¥32,000 5 ¥-17,000 ¥-22,000

6 ¥162,000 ¥129,200 ¥32,800 6 ¥-17,800 ¥-22,800

7 ¥166,000 ¥132,400 ¥33,600 7 ¥-18,600 ¥-23,600

8 ¥170,000 ¥135,600 ¥34,400 8 ¥-19,400 ¥-24,400

9 ¥174,000 ¥138,800 ¥35,200 9 ¥-20,200 ¥-25,200

10 ¥178,000 ¥142,000 ¥36,000 10 ¥-21,000 ¥-26,000

11 ¥182,000 ¥145,200 ¥36,800 11 ¥-21,800 ¥-26,800

12 ¥186,000 ¥148,400 ¥37,600 12 ¥-22,600 ¥-27,600

13 ¥190,000 ¥151,600 ¥38,400 13 ¥-23,400 ¥-28,400

14 ¥194,000 ¥154,800 ¥39,200 14 ¥-24,200 ¥-29,200

15 ¥198,000 ¥158,000 ¥40,000 15 ¥-25,000 ¥-30,000

16 ¥202,000 ¥161,200 ¥40,800 16 ¥-25,800 ¥-30,800

17 ¥206,000 ¥164,400 ¥41,600 17 ¥-26,600 ¥-31,600

18 ¥210,000 ¥167,600 ¥42,400 18 ¥-27,400 ¥-32,400

19 ¥214,000 ¥170,800 ¥43,200 19 ¥-28,200 ¥-33,200

20 ¥218,000 ¥174,000 ¥44,000 20 ¥-29,000 ¥-34,000
… … … … … … … …

特定登録調査機関よる調査を受けた審査請求料について

　詳しくは、特許庁HP（https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/kaisei/2019_ryoukinkaisei.html）をご覧ください。

　上記、特定登録調査機関よる調査を受けた審査請求料の軽減については、正規基本料金との差額です。その他、特許料等の減免制度を利用しま
すと上記金額とは異なりますので、ご注意ください。

Japio提携特定登録調査機関調査実施による軽減と負担

¥15,000 ¥10,000

Japio提携特定登録調査機関による調査

Japio提携特定登録調査機関調査実施による軽減と負担

¥15,000 ¥10,000
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審査請求料軽減例

2019.4現在

Japio提携特定登録調査機関による調査

例：産業技術力強化法第18条で審査請求料の軽減を受けた、研究開発型中小企業の場合

2019年3月以前に出願された案件

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
… … … … … … … … …

2019年4月以降に出願された案件

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 ¥142,000 ¥71,000 ¥14,400 1 ¥600 ¥-4,400

2 ¥146,000 ¥73,000 ¥14,800 2 ¥200 ¥-4,800

3 ¥150,000 ¥75,000 ¥15,200 3 ¥-200 ¥-5,200

4 ¥154,000 ¥77,000 ¥15,600 4 ¥-600 ¥-5,600

5 ¥158,000 ¥79,000 ¥16,000 5 ¥-1,000 ¥-6,000

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

7 ¥166,000 ¥83,000 ¥16,800 7 ¥-1,800 ¥-6,800

8 ¥170,000 ¥85,000 ¥17,200 8 ¥-2,200 ¥-7,200

9 ¥174,000 ¥87,000 ¥17,600 9 ¥-2,600 ¥-7,600

10 ¥178,000 ¥89,000 ¥18,000 10 ¥-3,000 ¥-8,000

11 ¥182,000 ¥91,000 ¥18,400 11 ¥-3,400 ¥-8,400

12 ¥186,000 ¥93,000 ¥18,800 12 ¥-3,800 ¥-8,800

13 ¥190,000 ¥95,000 ¥19,200 13 ¥-4,200 ¥-9,200

14 ¥194,000 ¥97,000 ¥19,600 14 ¥-4,600 ¥-9,600

15 ¥198,000 ¥99,000 ¥20,000 15 ¥-5,000 ¥-10,000

16 ¥202,000 ¥101,000 ¥20,400 16 ¥-5,400 ¥-10,400

17 ¥206,000 ¥103,000 ¥20,800 17 ¥-5,800 ¥-10,800

18 ¥210,000 ¥105,000 ¥21,200 18 ¥-6,200 ¥-11,200

19 ¥214,000 ¥107,000 ¥21,600 19 ¥-6,600 ¥-11,600

20 ¥218,000 ¥109,000 ¥22,000 20 ¥-7,000 ¥-12,000
… … … … … … … … …

※１　審査請求書と同時に、軽減申請書を提出した場合

その他、特許料等の減免制度について

　詳しくは、特許庁HP（https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html）をご覧ください。

<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>

Japio提携特定登録調査機関調査実施による軽減と負担

¥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

¥15,000 ¥10,000
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