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本ガイドでは、商標の登録から再出願までの流れ及び必要書類についてご説明しております。
必要書類：

必要書類



委任状（添付資料１）、所有権宣誓書（添付資料２）



委任状には、公証（notarization）及び出願人の自国内におけるミャンマー大
使館での領事認証（legalization）が必要です。



所有権宣誓書に関しては、公証のみ必要です。



申請時に、委任状及び所有権宣誓書の原本を提出する必要がございます。
書類を遅れて提出することは認められておりません。

登録申請
［2-3 週間］



英語又はミャンマー語で申請することが可能です。



商標を登録（recordation）するためには、証書登録事務所（RDA：Office of
Registrar of Deeds and Assurances) に申請書を提出いたします。



申請受領通知書が証書登録事務所から発行されます。通知書には、申請（登
録）番号及び申請（登録）日が記載されております。



商標の登録証明書は、申請日から２ ３週間後に証書登録事務所より発行
されます。申請された商標の実体審査はございません。

登録証明書

オプションとして、登録済み商標について、
現地新聞に警告通知（cautionary notice）として広告することが可能です。


警告通知のドラフトは、登録済み商標の所有権宣誓書を参考に準備いたしま
す。

新聞広告



新聞広告費用は、区分数及び各区分のアイテム数を元に計算されます。



警告通知の新聞広告は、現地新聞社への原稿提出後、通常３日から１週間で
行われます。

［3 日 – 1 週間］



警告通知の新聞広告又は商標登録から１週間以内に、登録済み商標を知的財
産局へ再出願（refile）いたします。

再出願
［1 週間］



再出願のために新たな書類 (委任状等)は必要ございません。



出願人の会社法人等番号及び企業形態が必要となります。



再出願後、電子出願情報を含む出願受領通知書が発行されます。
申請（出願）番号（Application number）は、再出願日から１週間以内に
入手できる予定です。

詳細につきましては、ラウスミャンマー（myanmar@rouse.com）又はジャパンデスク野間（enoma@rouse.com）まで
お問い合わせください。
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レターヘッドは
不要です。

POWER OF ATTORNEY

添付資料 １
委任状

We, (Please fill the applicant’s name), a company organized under the law of (Please fill the applicant’s country name which set up the
company), situated at (Please fill the applicant’s full address) do hereby nominate, constitute and appoint MOE MYNN THU, NRC No.
12/MaYaKa(N) 126981, LL.B, LL.M, MRES and Zar Chi Seinn Ni Lar Wint, NRC No. 12/KaMaYa(N) 057792, LL.B of ROUSE MYANMAR at
La Pyayt Wun Plaza, Room No. 507-508 (5th floor), No. 37 Alanpya Pagoda Street, Dagon Township, Yangon, Myanmar, jointly or
separately to be the Attorney and Attorneys of the Appointer for the purposes hereafter fully described: Protect and enforce our
intellectual property rights in the Republic of the Union of Myanmar which includes the followings:
Trade mark filing, prosecution and publication of cautionary notices in journals;
Responding to office actions and paying official fees for the recordation of trade marks to the Registrar Office of Deeds and

-

Assurances;
-

To give notices to opposite parties in respect of any of our intellectual property rights including trademarks;

-

To negotiate and settle disputes

-

To lodge civil and criminal proceedings in respect of any of our company’s marks with the appropriate authorities, police
investigation officers, public prosecutors and courts whatsoever on our behalf;
To receive compensation from third parties including counterfeiters and remit compensation amounts to us.

-

And generally to do, act and perform all other matters and things in and towards the premises requisite and necessary, as fully and
effectively as I might or could do were I personally present. I hereby verify and confirm all singular acts whatsoever my said attorneys
shall legally do, or procure to be done in and touching these premises.
In witness whereof I have hereunto set hand at (Please fill applicant’s country name), this _______day of ______________
in the year two thousand twenty-two of the Christian Era.

ご署名者様のポジションについて、
制約はございません。
（知的財産権を扱う部署の代表的な立場に
ある方でしたら、ご署名可能です。）

公証及び領事認証
（Notarization/Legalization）が必要です。

……………………………………………………………………………….

Signature & Name in Block Letters
Designation
Applicant

…………………………………………
IN THE PRESENCE OF
(Notary Public)

Note:
1.

委任状には、公証人による認証（公証）が必要です。

2.

公証と共に、最寄りのミャンマー大使館での領事認証が必要です。
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レターヘッドは
不要です。

DECLARATION OF OWNERSHIP OF TRADEMARK

添付資料 ２
所有権宣誓書

I, (Please fill the Declarant’s name), a director/partner/secretary of (Please fill the Company Name), a Company organized under the
laws of (Please fill the Country name) carrying on business as (Please fill the Company’s Business Nature) and having its principal
office at (Please fill the Company Address) [hereinafter referred to as “the Company”] hereby solemnly and sincerely declare that:-

‘Business Nature’とは、事業の種類、
従事する産業分野等を意味します。
1. The Company is the owner and sole proprietor of the following trademark viz:[to affix the specimen of trademark]

2. The said trademark consists of:

当該商標の構成及び性質がございましたら、ご記入をお願いいたします。
例： word & device (stands for corporate name in local language)

3. The above mentioned trademark is used in respect of:[Description of Goods/Services and International Class(es)]

商品／サービスのリストが非常に⾧くなる場合は、
添付資料として別紙をご準備することが可能です。
その際、別紙の各ページにご署名は不要です。

4. The Company claims the exclusive rights to use the said trademark in the Republic of the Union of Myanmar.

5. This declaration is given in good faith.

DECLARED AT (Please fill the Country name) on the …………day of ……….., in the year two thousand twenty-two of the Christian Era.

ご署名者様のポジションについて、
制約はございません。
（知的財産権を扱う部署の代表的な立場

…………………………………………………………………
(Signature and name in Block letter)
Declarant

にある方でしたら、ご署名可能です。）
委任状のご署名者様は、所有権宣誓書の

公証（Notarization）が必要です。

ご署名者様と同一の方である必要がござ
います。

www.rouse.com

4

