
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. 96

2020.01.15

■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
■〒550-0002大阪市西区江戸堀1-9-11 アイプラス江戸堀2階 / 2F iPLUS EDOBORI 1-9-11 EDOBORI, NISHI-KU, OSAKA 550-0002, JAPAN 

日本：知財高裁、商標「EMPIRE STEAK HOUSE」は「EMPIRE」と類似しており、登録は認められない

Japan: IP High Court ruled “EMPIRE STEAK HOUSE” is unregistrable due to a conflict with “EMPIRE”

On December 26, 2019, the Japan IP High Court ruled to uphold
a rejection by the Japan Patent Office (JPO) against IR no.
1351134 for the mark “EMPIRE STEAK HOUSE” due to a conflict
with senior registered mark “EMPIRE”. [Reiwa1(Gyo-ke)10104]

EMPIRE STEAK HOUSE
The case was brought into the IP High Court after the JPO
decided to dismiss an appeal (case no. 2018-650052) filed by RJJ
Restaurant LLC (Plaintiff), an owner of IR no.1351134 for mark
consisting of stylized-words “EMPIRE STEAK HOUSE” in two lines
and a golden cow design on restaurant services in class 43.

EMPIRE STEAK HOUSE,
one of the top
steakhouses in New
York City since 2010,
has opened their first
restaurant aboard in
Roppongi, Tokyo on
Oct 17, 2017.

To secure the restaurant name in Japan, plaintiff filed disputed
mark to the JPO via the Madrid Protocol with a priority date of
March 2, 2017.

IP High Court Decision
Plaintiff argued the literal elements “EMPIRE STEAK HOUSE”
shall be assessed in its entirety by citing web articles relating to
applicant’s restaurant which referred to the restaurant as
Empire Steak House in full. Like ‘Empire State Building’ and
‘Empire Hotel’, the term “EMPIRE” gives rise to unique meaning
and plays a role of source indicator as a whole when combined
with other descriptive word. Besides, disputed mark contains an
eye-catching golden cow which attracts attention to relevant
consumers. If so, it is evident that the JPO erred in assessing
similarity of mark between “EMPIRE STEAK HOUSE” and senior
trademark registration no. 5848647 for word mark “EMPIRE” in
standard character on grilled meat and sea foods restaurant
services and others in class 43.

However, the court held the JPO was correctly assessing
similarity of mark by finding that it is allowed to grasp a literal
element “EMPIRE” of disputed mark as dominant portion in
light of the criteria applied by the Supreme Court on the case.
1.A term “STEAK HOUSE”, commonly used to indicate steak

restaurant in Japan, is sometimes abbreviated when relevant
consumers call the restaurant.

2.There are many steak and grilled meat restaurants displaying
cow design. If so, relevant consumers at the sight of disputed
mark would perceive the cow design as a mere indication to
represent foodstuffs at the restaurant.

3.From appearance, respective elements of disputed mark look
independent and separable.

4.If so, since dominant portion of disputed mark is identical
with the cited mark “EMPIRE” and both marks designate the
same or similar services in class 43, disputed mark shall be
unregistrable under Article 4(1)(xi) of the Trademark Law.

2019 年12月 26 日、 知的 財 産高 等 裁判 所 は 、 国際 登 録 第
13511341号商標「EMPIRE STEAK HOUSE」は先行登録商標
「EMPIRE」と類似するとして登録を拒絶した特許庁の判断を支
持する判決を言い渡しました。[令和1(行ケ)10104]

EMPIRE STEAK HOUSE
本件は、第43類役務「レストラン」等を指定する国際登録第
1351134号商標「EMPIRE STEAK HOUSE」(以下、本件商標)の
所有者RJJ Restaurant社(以下、原告)が、特許庁の拒絶審決
(審判番号：不服2018-650052)を不服として、知財高裁に審決
取消訴訟を提起したものです。

2010年創業、ＮＹで人気のステーキレストラン「エンパイアス
テーキハウス」は、2017年10月に海外初となる店舗を六本木に
オープンする前に、本件商標をマドプロ経由で日本に出願。

知財高裁の判断
原告は、原告のレストランを紹介する各種のインターネット記事
において、「EMPIRE STEAK HOUSE」又は「エンパイアステー
キハウス」と文字部分全体で呼ばれていること、「エンパイアス
テートビル」や「帝国ホテル」といったように「EMPIRE」が他の文
字と結合して使用することによって独自の観念を有すること、さ
らに、本件商標の構成において牛の絵が需要者、取引者に強
い印象を与えることを踏まえ、本願商標から「EMPIRE」の文字
部分を分離して観察することは不自然であり、第43類指定役
務「レストランにおける飲食物の提供」との関係において当該
文字部分を要部として抽出することはできないから、「EMPIRE」
の文字部分と登録第584647号商標「EMPIRE」(標準文字、以下、
引用商標)とを比較して、商標そのものの類否を判断した原審
の判断は妥当でない旨主張しました。

しかしながら、知財高裁は、以下のように述べ、最高裁が判示
した基準に照らし、本件商標から「EMPIRE」の文字部分を要部
として抽出し、これと引用商標とを比較して商標そのものの類
否を判断することは許されるとの見解を示しました。
1.我が国において、「STEAK HOUSE」の語は「ステーキ専門

店」を表す語として一般に用いられており、店名の一部に含
まれる場合には、上記語を除いて当該店名が略称され得る。

2.ステーキハウスを含む牛肉料理を提供する店舗において、
食材である牛をモチーフにした図形が広く一般的に用いられ
ているため、本願商標に接した需要者は、牛の図形部分から
ステーキ専門店で提供される食材表示との印象を受ける。

3.外観上、本件商標の各構成部分は、それぞれ独立したもの
との印象を与え、不可分的に結合しているとは認められない。

4.本願商標の要部である「EMPIRE」の文字部分と引用商標は
紛らわしいものといえ、両商標の第43類役務は同一又は類
似することから、本件商標は商標法4条1項11号に該当する。

<<判決文は、こちらからご覧いただけます。>>


