
《留意事項》 
• このアンケート結果簡易版は、回答数の多かった上位２位までの弁
理士報酬を掲載しています。詳しい内容は詳細データのページをご参照
ください。 
• このアンケートは、特定の依頼者との間の継続的、包括的な受任契
約に基づく弁理士報酬ではなく、単発的、非継続的に依頼を受けた場合
の弁理士報酬を想定したものです。特定の依頼者から継続的、包括的に
依頼を受ける場合の弁理士報酬は、個々の事情によって変わることがあ
るため、このアンケートの対象からは外してあります。 
• このアンケート結果は、設問に対する回答結果を集計してそのまま
示したもので、それぞれの案件についての標準的な弁理士報酬ではあり
ません。 
• 弁理士業務の処理に要する時間や手間は、依頼案件の分野、複雑さ、
障害となる種々の事情の存在、依頼者の協力の程度等によっては大きく
変わり、それにより弁理士報酬も変わることがあります。弁理士に依頼
するときは、依頼する内容をよく説明した上で弁理士報酬額をご確認く
ださい。 
• このアンケート結果は、平成１５年及び平成１８年に実施したアン
ケート結果とは前提となる業務負荷等が異なり、弁理士報酬額のみを 
単純に比較することはできませんのでご了承ください。 
• ここでいう弁理士報酬には、特許庁の手数料（特許印紙代）や外国
出願をした場合の外国代理人の手数料は含まれません。 

《弁理士報酬アンケート結果（平成21年10月実施）の集約状況》 

  アンケート対象：特許事務所、特許業務法人、弁護士法人の  

          経営者である弁理士 ３,３８７名 

  回答数：６５８件（回収率：１９．４％） 

      ※有効回答率：６５５件   

弁理士報酬アンケート結果 

簡易版 
（平成２１年１０月実施） 



 

弁理士費用 

弁理士報酬 

実費 

弁理士が受任した案件を処理 

することにより受け取る弁理士 

の報酬です。 

また、成功謝金（弁理士が手続き 

を進めて結果が成功となったとき 

に受け取る謝金）の定めがある 

場合にはそれも含まれます 

交通費、コピー代等 

※この他、特許庁の手数料 

（特許印紙代）のほか、 

外国出願した場合に代理人 

手数料の費用が発生します 

弁理士費用とは 



この簡易版ではアンケート回答数の 

多かった上位２つまでを掲載しています。 
 

（例） 
 

  

  

 

 

 

※金額に消費税は含まれておりません 

 

  弁理士報酬額   回答率 

２５～３０万円 …４３％  回答１位 

２０～２５万円 …２９％  回答２位 

アンケート結果 

表の見方について 



 

日本弁理士会のホームページにアクセス 

してみてください。本簡易版のもととなった 

アンケート結果をご覧になることが出来 

ます。 

http://www.jpaa.or.jp/consultation/commi
ssion/charge-top.html 

 

 

 
日本弁理士会 

〒１００－００１３東京都千代田区霞が関３－４－２ 
ＴＥＬ：０３－３５８１－１２１１ 

http://www.jpaa.or.jp/ 

弁理士費用（報酬）について 

もっと詳しく知りたいときは・・・ 

http://www.jpaa.or.jp/consultation/commission/charge-top.html
http://www.jpaa.or.jp/consultation/commission/charge-top.html
http://www.jpaa.or.jp/consultation/commission/charge-top.html
http://www.jpaa.or.jp/consultation/commission/charge-top.html


特許出願をしたときの弁理士報酬額 
  明細書 ４頁（５０字×４０行） 

  請求項 ５項 

  図面  ５枚 

  要約書 １頁 
注）特許出願後に発生する報酬額（成功謝金等）はここに   

  は含めておりません 

  特許印紙代は含まれません 

   弁理士報酬額       回答率 

２５～３０万円 …４３％ 

２０～２５万円 …２９％ 

アンケートモデル 

アンケート結果 

特許出願 



意匠登録出願をしたときの弁理士報酬額 

 意匠に係る物品  

 カードリーダー 

 図面  

 六面図及び斜視図の 

 計７枚 
注）意匠登録出願後に発生する報酬額（成功謝金等）は 

  ここには含めておりません 

  特許印紙代は含まれません 

    弁理士報酬額      回答率 

１０～１２万円 …２６％ 

 ８～１０万円 …２２％ 

アンケートモデル 

アンケート結果 

意匠登録出願 



商標登録出願をしたときの弁理士報酬額 

  商標 １商標 

  区分 １区分 
注）商標登録出願後に発生する報酬額（成功謝金等）は 

  ここには含めておりません 

  特許印紙代は含まれません 

   弁理士報酬額       回答率 

 ６～８万円 … ４３％ 

 ５～６万円 … １８％ 

アンケートモデル 

アンケート結果 

商標登録出願 



 説明資料を作成し、事前に発明者と打ち合
わせをしたうえで審査官と面接をした場合の、
相談及び面接に要する弁理士報酬額 

３～４万円  … ２５％ 

５～６万円  … １２％ 

弁理士報酬額 回答率 

２～３万円／時間 …１０．２％ 

１～２万円／時間 …９．９％ 

弁理士報酬額 回答率 

一律に請求する場合 

タイムチャージで請求する場合 

アンケートモデル 

アンケート結果 

審査官面接 



 依頼人の要請により拒絶理由通知を検討し
たうえで減縮補正案を提案したのち、依頼人
都合で不出にしたときの弁理士報酬額 

５千円未満  …  １９％ 

３～４万円  …  １３％ 

弁理士報酬額 回答率 

１～２万円／時間 …７％ 

２～３万円／時間 …６％ 

弁理士報酬額 回答率 

一律に請求する場合 

タイムチャージで請求する場合 

アンケートモデル 

アンケート結果 

特許出願の拒絶理由対応 
（１）拒絶理由のコメント作成 



 意見書を提出したときの弁理士報酬額 
 

注）タイプ代、図面作成代、オンライン手数料等の実費を含みます 

  特許印紙代及び公租公課は含まれません 

 弁理士報酬額        回答率 

６～８万円  … ３９％ 

５～６万円  … ２１％ 

アンケートモデル 

アンケート結果 

特許出願の拒絶理由対応 
（２）意見書提出 



 手続補正書を提出したときの弁理士報酬額 

 
注）請求項の増加がない補正です 

  タイプ代、図面作成代、オンライン手数料等の実費を含みます 

  特許印紙代及び公租公課は含まれません 

 弁理士報酬額        回答率 

６～８万円  …  ３６％ 

５～６万円  …  ２１％ 

アンケートモデル 

アンケート結果 

特許出願の拒絶理由対応 
（３）手続補正書提出 



拒絶査定不服審判を請求したときの弁理士報酬額 
 請求項数 １項 
 
注）タイプ代、図面作成代、オンライン手数料等の実費を含みます 
  特許印紙代及び公租公課は含まれません 

  弁理士報酬額        回答率 

１８～２０万円  …  ２６％ 

２０～２５万円  …  ２４％ 

アンケートモデル 

アンケート結果 

特許出願の拒絶査定不服審判 



特許の無効審判を請求したときの弁理士報酬額 

 請求項数 １項 

 
注）タイプ代、図面作成代、オンライン手数料等の実費を含みます 

  特許印紙代及び公租公課は含まれません 

  弁理士報酬額          回答率 

３５万円以上   …  ３３％ 

３０～３５万円  …  ２１％ 

アンケートモデル 

アンケート結果 

特許の無効審判 



  弁理士報酬額          回答率 

３０～３５万円  …  ５．２％ 

２０～２５万円  …  ５．２％ 

 関税法の輸出又は輸入差止めの 

申立手続をしたときの弁理士報酬額 

アンケートモデル 

アンケート結果 

関税法の輸出・輸入差止 
（申立手続） 



  弁理士報酬額          回答率 

３０～３５万円  …  ５．２％ 

１０～１５万円  …  ５．０％ 

 関税法の輸出又は輸入差止めの 

認定手続をしたときの弁理士報酬額 

アンケートモデル 

アンケート結果 

関税法の輸出・輸入差止 
（認定手続） 



  弁理士報酬額        回答率 

３０～３５万円  … ５．８％ 

２０～２５万円  … ５．０％ 

 裁判外紛争解決手続を権利者側代
理人として手続したときの弁理士報
酬額 

アンケートモデル 

アンケート結果 

裁判外紛争解決 
（権利者側代理人） 



  弁理士報酬額         回答率 

３０～３５万円  …  ５．６％ 

５０～５５万円  …  ４．７％ 

２０～２５万円  …  ４．７％ 

 裁判外紛争解決手続を非権利者側
代理人として手続したときの弁理士
報酬額 

アンケートモデル 

アンケート結果 

裁判外紛争解決 
（非権利者側代理人） 



  弁理士報酬額        回答率 

１０万円未満   … １２．８％ 

１０～１５万円  … １１．８％ 

 実施権設定その他の契約締結の代
理又は仲介（契約書作成を含む）を
したときの弁理士報酬額 

アンケートモデル 

アンケート結果 

実施権設定その他の契約 

締結の代理又は仲介 



  弁理士報酬額        回答率 

３０～３５万円  … ５．２％ 

１５～２０万円  … ４．６％ 

１０～１５万円  … ４．６％ 

１０万円未満   … ４．６％ 

 知的財産権の価値評価鑑定をした
ときの弁理士報酬額 

アンケートモデル 

アンケート結果 

知的財産権の価値評価鑑定 
 


