
MARKS NEWSLETTER

MARKS IPLAW FIRM

Your Trusted Trademark Partner

マークス国際弁理士事務所
商標のグローバルパートナー

http://www.marks-iplaw.jp/

T: +81 6 6123 7894
F: +81 6 6123 7895
E: office@marks-iplaw.jp

Vol. 80

2019.05.15

■代表弁理士：三上真毅 / MASAKI MIKAMI (Mr.) – Attorney at IP Law ■Copyright © MARKS IP LAW FIRM, 2019 All rights reserved

商標ブローカー（トレードマーク・トロール）が狙う、日本の新しい元号「令和」

Trademark trolls target New Japan era name “REIWA”

Over 1,200 applications filed for Reiwa-related trademarks in
China within a month after announcement of the new Imperial
era name “REIWA” by the Japanese government on April 1, 2019.

According to a search site of China trademark office (see below),
prior to the April 1 announcement of the era name, there was
only one trademark application for the name, filed in 2017.
However, 238 applications related to REIWA were filed on April
1 alone, when the new era name was announced. The number
of such applications further swelled to 1,276 as of April 30.

The applicants seem to be trying to take advantage of the new
era name. Those requests are for registration of names such as
“Reiwado,” “Reiwaya”, “Reiwa tenka”. The applications were in
a variety of fields ranging from cosmetics to food, with examples
including “Reiwa beef” and “Reiwa apparel.”

It is unclear whether their applications will be approved. Chinese
authorities are unlikely to grant any new permission for
trademark names related to REIWA.

Other neighbor nations (Taiwan, Korea)
According to a search site of Taiwan IP office (see above), 8
applications related to REIWA were filed after announcement as
of May 1. In Korea, a search site revealed only 3 applications
related to REIWA were filed in April.
48 applications related to REIWA were filed to the Japan Patent
Office in three days after announcement of the new era name.

Revised Japanese trademark guidelines now clearly state that all
era names, in principle, cannot be used for trademarks.
It is expected most of the applications are rejected for
registration under the latest guidelines.

2019年4月1日に日本政府が新しい元号「令和」を公表してから
１ヶ月も経たないうちに、中国で「令和」関連商標が１，２００件
以上も出願されました。

中国商標局のウェブサイト（左下図ご参照）によれば、元号が4
月1日に発表される前には、「令和」商標は2017年に出願され
たものが僅か１件しかなかったにも拘らず、元号が発表された
4月1日の当日だけで「令和」関連商標が238件も出願されまし
た。「令和」関連商標の出願件数はその後も増え続け、4月30
日時点で、1,276件にも達しました。

「令和」関連商標を出願した者は、新しい元号を利用しようとし
ているものと推測されます。出願された商標には、「令和堂」、
「令和屋」、「令和天下」といったようなものが含まれています。
指定商品・役務も化粧品から食品まで多岐にわたっており、
「令和牛」や「令和服飾」といったような商標も含まれています。

これらの商標出願が中国において登録されるかは不透明です
が、専門家は、中国商標局が「令和」に関する商標について新
たに登録を認める可能性は低いと考えています。

その他の周辺国（台湾、韓国）
台湾知的財産局のウェブサイト（右上図ご参照）によれば、「令
和」関連商標は、公表後、5月1日までに、8件出願されていま
す。一方、韓国では、4月に僅か3件の「reiwa」商標が出願され
ていました。
日本では、新元号の公表から3日間で、48件の「令和」関連商
標が特許庁に出願されました。

日本の商標審査基準[改訂第14版]において、元号として認識
されるにすぎないものは登録を認めないことが明記されました。
このため、「令和」の語そのものからなる商標については、当該
審査基準に基づき、拒絶されるものと思われます。
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