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デリバリーサービス（商品内容・発送日・料⾦） 
 

                                  ＮＲＩサイバーパテント株式会社 

 

【公報デリバリー料⾦表】（料⾦は変更される可能性があります。） 

品名 対象となる公報 郵送 
発送日 

FAX 
発信日 

料⾦ 
郵送 FAX FAX+郵送 

国内公報 日本国特許庁発⾏の特許・実⽤新案・意
匠・商標公報 

翌営業日 即日 30 円/頁 70 円/頁 70 円/頁 

国内 
フロントページ 国内公報のフロントページ 翌営業日 即日 35 円/頁 75 円/頁 75 円/頁 

外国公報 US、EP、WO、CN、TW などの外国公報 翌営業日 即日 70 円/頁
（*1） 110 円/頁 110 円/頁 

外国 
フロントページ 外国公報のフロントページ 翌営業日 即日 80 円/頁 120 円/頁 120 円/頁 

実開全文 1992 年（平成 4 年）以前の公開実⽤新
案の明細書全文 

翌営業日 即日 60 円/頁 100 円/頁 100 円/頁 

調査⼿数料 
公報番号を指定した発注以外のご注文（例
えば、出願人を指定した発注、等）では調
査⼿数料が必要となります。 

１営業日 
加算 

１営業日 
加算 4,000 円/注文〜 

郵送⼿数料 発注した商品代に加算されます。注文量 、
お届け先によって変わります。 

－ － 実費 － 実費 

 
ご注意 
・ 未公開の出願番号や、登録通知があって間もない登録番号等、入⼿できない公報もございます。 
・ FAX 発信日および郵送発送日は営業日の午前中に発注した場合です。非営業日に発注した場合や営業日の午後に発注した場合には 

翌営業日午前の受付となります。また発注内容等により上記よりも日数がかかることもございます。 
・ FAX 注文の料⾦には通信費が含まれています。 
・ 郵送⼿数料には郵送料の他、梱包料等が含まれます。 
・ 本料⾦表は日本国内からご注文いただく場合の料⾦です。海外からご注文いただく場合は別途ご相談ください。 
・ （*1）外国公報を PDF ファイルとして電子メールでお送りすることも可能です。その場合は、320 円/件となります。 

 

【翻訳デリバリー料⾦表】（料⾦は変更される可能性があります。） 

商品名 
料⾦ 

英日翻訳 中日翻訳 

全て人⼿による翻訳 
全文 21 円/単語（原文）※1 15 円/文字（原文）※2 
特許請求の範囲 21 円/単語（原文）※1 15 円/文字（原文）※2 
要約 21 円/単語（原文）※1 15 円/文字（原文）※2 

ハイブリッド翻訳 
全文 15 円/単語（原文） － 
特許請求の範囲 18 円/単語（原文） － 
要約 18 円/単語（原文） 600 円/件 ※3 

 
※1. 「ハイブリッド翻訳」にて翻訳した範囲を対象に、更に⾼精度な翻訳を提供します。 
※2. 翻訳対象の原文が 500 文字以下の場合、7,500 円/件となります。  

・テキストデータが存在するものが翻訳の対象となります。 
・発注内容等により上記よりも日数がかかることもございます。 
・本料⾦表は日本国内からご注文いただく場合の料⾦です。海外からご注文いただく場合は別途ご相談ください。 

※3.一覧形式(Excel 形式)で納品する場合は 500 円/注文の追加料⾦がかかります(最大 100 件まで
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【包袋デリバリー料⾦表】（料⾦は変更される可能性があります。） 
商品名 納品形態 料⾦ 納期 

日本（JP） 

日本特許包袋（電子出願分:特願
平 2-400000 以降） 

メール（PDF） 3,400 円/件＋PDF 作成料 70 円/ファイル（*3） 1 営業日 
紙 3,400 円/件 3 営業日 

日本特許包袋（上記以外） 紙 3,900 円/件＋80 円/頁 約 1 週間 
日本特許登録原簿（認証無し） メール（PDF） 3,100 円/件 1 営業日 
日本特許登録原簿（認証付き） 紙 3,100 円/件 約 1 週間 
引例（技術文献） 紙 1,000 円/件＋80 円/頁 約 2 週間 
審査経過調査（継続調査） 紙 登録料 2,000 円/件＋500 円/件月 月 1 回 

米国（US） 

米国特許・公開包袋のみ（US）
（*1） 

PDF $25/件＋$1.2/頁 

2〜4 
営業日 

紙 $1.5/頁 
PDF＋紙 $25/件＋$1.5/頁 

米国特許・公開包袋＋引例（*1） 

PDF 包袋料⾦（$25/件＋$1.2/頁）＋引例料⾦(US:$3.5/件、
US 以外︓$10/件) 

紙 包袋料⾦（$1.5/頁）＋引例料⾦（US:$3.5/件＋$0.3/
頁、US 以外︓$10/件＋$0.3/頁） 

PDF＋紙 包袋料⾦（$25/件＋$1.5/頁）＋引例料⾦（US:$3.5/件
＋$0.3/頁、US 以外︓$10/件＋$0.3/頁） 

権利状況（年⾦記録＋譲渡記録） メール（PDF） $85/件 
権利状況（年⾦記録＋譲渡記録）
詳細情報 メール（PDF） $85/件+$1.2/頁（*2） 

その他（再審査・再発⾏抵触審査・
仮出願） 

PDF $25/件＋$1.2/頁 
紙 $1.5/頁 
PDF＋紙 $25/件＋$1.5/頁 

審査経過ウォッチング 電子メール 
10,000 円/件（12 回報告） 
 6,000 円/件（6 回報告） 
 2,000 円/件（スポット調査） 

月 1 回 

欧州（EP） 

欧州特許包袋のみ（*1） 
PDF $85/件＋$1.2/頁 

4〜5 
営業日 

紙 $60/件＋$1.5/頁 
PDF＋紙 $85/件＋$1.5/頁 

欧州特許包袋＋引例（*1） 
PDF $85/件＋$1.2/頁 
紙 $60/件＋$1.5/頁 
PDF＋紙 $85/件＋$1.5/頁 

各国権利状況調査 
（DE、FR、GB 等） メール（PDF） 

弊社までお問い合わせください 1 週間〜 
各国包袋（DE、FR、GB 等） PDF 

中国（CN） 
特許包袋 PDF 基本料⾦ 5,500 円/回＋4,500 円/件 約 2〜3 週間 
登録原簿（特許） PDF 20,000 円/件 約 2 週間 

台湾（TW） 特許包袋 PDF 40,000 円/件＋130 円/頁 約 4 週間 
韓国（KR） 特許包袋 PDF 8,000 円/件＋140 円/頁 約 2 週間 

郵送⼿数料 実費 
(発注した商品代に加算。注文量、お届け先によって変わります) － 

 
ご注意 
・特許庁の都合等により、ご注文の包袋を入⼿できないことがございます。 
・発注内容等により上記よりも日数がかかることもございます。 
・郵送⼿数料には郵送料の他、梱包料等が含まれます。 
・本料⾦表は日本国内からご注文いただく場合の料⾦です。海外からご注文いただく場合は別途ご相談ください。  
・(*1)USとEPの包袋書類をPDFでご注文いただいた場合、原則としてCD-ROMでの納品となります。また、PDFはイメージで収録されており、 
テキスト検索はできません。検索機能付きも取り扱っておりますので、弊社にお問い合わせください。  

・(*1)ご注文が50頁以下の場合、50頁として料⾦を計算します。また、米国包袋には無料で年⾦記録と譲渡記録が付きます。 
・(*2)ご注文が15頁以下の場合、15頁として料⾦を計算します。  
・(*3)JP包袋の電子媒体による納品に関するご注意  
・異議包袋および一部の審判包袋・PCT経由の日本への出願（公表）につきましては電子化されておりません（PDFファイルによる納品ではなく、 
紙による納品となります）。これらを含めてご注文の場合には、電子出願分であっても別料⾦（電子出願以前の料⾦が適⽤）となります。  

・PDFﾌｧｲﾙ化できるものは原則電子ﾒｰﾙでお送りいたします。CD-ROMでの納品をご希望される場合、別途CD-ROM作成料⾦がかかります。 
・容量が大きいもの（例︓刊⾏物の提出等）につきましては、紙での納品となります（この場合、2〜3営業日後に納品されます。）。 
その際、郵送⼿数料が加算されます。  

・各書類は特許庁への提出から約6週間後に特許庁内での処理が完了して閲覧が可能となります。処理未完の書類が必要な場合は 
改めてご依頼いただくことになります。  

・PDF作成料⾦は添付書類ごとに加算されます。 
（例）出願書類の場合︓願書、明細書、図⾯、要約書と4つのファイルになるので、70 円×4＝280円 のPDF作成料⾦が加算されます。 

・引例は別送となることがございます。ファイル数や容量によってはCD-ROMでの納品となります。また、電子的に入⼿できない場合には 
紙での納品となります。いずれの場合も2〜3営業日後の納品となり、郵送⼿数料等が加算されます。 


