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国内・外国  特許包袋入手サービスのご案内 
 

 

インターネットから国内・外国の特許包袋をご注文いただけます。 電子ファイル(ＰＤＦ)をダウン

ロードできますので必要な事項をすばやくご確認いただけます。 

 
●料金について 

・国内：国内特許出願書類（包袋）発注フォームの「料金表」を参照ください。 

・米国：しおり付き $1.15／頁  ミニマムチャージ：U S は$1 00 .00／件 

・外国(米国除く)：国によりお見積ベースにて対応可能です。 

 

 

 

 

●ご注文からご納品までの流れについて 

①各種特許出願包袋発注フォーム画面より必要事項を入力いただき送信ください。 

※この時点で発注がかかります。 

②正常に送信されたかを確認頂く画面が表示されます。（ご注文手続き終了です。） 

③ご注文内容の確認メールが届きます。 

④納品準備が整いましたら、ご納品メールが届きます。 

メール記載の URL より包袋 PDF ファイルを収録した zip ファイルをダウンロードして下さい。 

★詳細は、２頁以降の「ご利用ガイド」を参照ください。 

 

 

 

 
●ご請求について ご注文時の「ユーザコード」欄で入力頂く弊社ユーザコードに登録されている部署名

宛へ、ご納品 単位毎に 1 枚の納品書・請求書を発行し発送致します。 外国特許出願書類（包袋）

は、弊社所定の諸経費（10%）を加算し、消費税を加え日本円にてご請 求致します。 

※弊社ユーザコードを確認されたい場合には、下記までお問合せください。 

 

 

 

 
●ご注文内容や納期などのお問合せは弊社「内外国包袋係」へご連絡ください。 

Tel：03-6721-5562 専用メールアドレス：file-wrapper-order@cks.co.jp 

mailto:file-wrapper-order@cks.co.jp
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【ご利用ガイド】 

① 下記 URL より表示される依頼画面より必要事項を入力しご依頼下さい。 

URL：http://www.cks.co.jp/order/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

お見積希望の場合はこの欄に 

「見積要」などご記入下さい。 

 

 

 
 

弊社得意先コード（7 ケタ）をご 

記入下さい。 お取引のあるお客

様は、弊社請求 書に記載してい

ます。 

http://www.cks.co.jp/order/index.htm
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② ご依頼（入力）内容確認画面が表示されます。 ご依頼（入力）内容に間違いないかご確認下さ

い。 間違いなければ画面下段右の「上記内容で依頼>>」ボタンを押して下さい。注文となりま

す。 
 

 

 

 

③ 送信確認画面が表示され、ご依頼内容で発注された旨をお知らせします。 
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④ ご依頼（注文）内容確認メールが届きますのでご確認下さい。 ケース

１： 申込画面で選択肢に何もチェックをいれない場合の確認メール例 

・ 「PDF しおり付き $1.15 / Page (最低価格$100)」を選択した時の例です。 
• 「U.S. PATENT DOCUMENTS」、「FOREIGN PATENT DOCUMENTS」、「OTHER PUBLICATIONS」を含めません。 
・ 「優先権書類を 除く。 」がチェックされていませんので、優先権書類は含まれます。 

・ 「公報フロント頁の Related U.S. Application Data 欄に記載の関連出願書類も入手する。」に
チ ェックがありませんので、入手しない例です。 

 
 

 

Subject: 外国包袋のご依頼に関して 整理番号： AutoFW000071 
Date: Mon, 04 Nov 2010 14:07:27 +0900 
From: CKS(Chuo Kogaku Shuppan) <file-wrapper-order@cks.co.jp> 

To: moriyama@cks.co.jp 
Cc: file-wrapper-order@cks.co.jp 

 

日本中央光学株式会社 
知的財産部 
森山直太 様 

 

この度は包袋のご依頼を頂きありがとうございます。 以下のご依頼内容を手配致しま
す。納品準備ができ次第、メールにて連絡いたします。 

 

-------------------------- 
弊社整理番号: AutoFW000071 
-------------------------- 

 

* PDF FORMAT = Format Type-I (STANDARD PDF FORMAT) 
* REFERENCE CITED1 = Exclude U.S. PATENT DOCUMENTS 
* REFERENCE CITED2 = Exclude FOREIGN PATENT DOCUMENTS 
* REFERENCE CITED3 = Exclude OTHER PUBLICATIONS 
* OTHERS1 = none 
* OTHERS2 = none 
* INSTRUCTIONS = none 

 

---------------------------------------------------------------------- 

特許番号：US5566777 
発明の名称：Upset tube 
特許番号：US5888899 
発明の名称：Method for copper doping of aluminum films 
特許番号：US5999000 
発明の名称：Radio-frequency coil and method for resonance imaging/analysis 

 

---------------------------------------------------------------------- 

中央光学出版株式会社 内外国包袋係 
TEL 06－6271－2200 

mailto:file-wrapper-order@cks.co.jp
mailto:moriyama@cks.co.jp
mailto:file-wrapper-order@cks.co.jp
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ケース２： 申込画面で選択肢に全てチェックをいれた場合の確認メール例 

 
・ 「PDF しおり付き $1.15 / Page (最低価格$100)」を選択した時の例です。 

• 「U.S. PATENT DOCUMENTS」、「FOREIGN PATENT DOCUMENTS」、「OTHER PUBLICATIONS」を含めます。 
・ 「優先権書類を 除く。 」がチェックされた時の例です。優先権書類を除いて手配いたします。 

・ 「公報フロント頁の Related U.S. Application Data 欄に記載の関
連出願書類も入手する。」にチ ェックされた時の例です。全ての関
連出願を手配します。 

 
 

 

Subject: 外国包袋のご依頼に関して 整理番号： AutoFW000072 
Date: Mon, 04 Nov 2010 14:24:59 +0900 
From: CKS(Chuo Kogaku Shuppan) <file-wrapper-order@cks.co.jp> 

To: moriyama@cks.co.jp 
Cc: file-wrapper-order@cks.co.jp 

 

日本中央光学株式会社 
知的財産部 
森山直太 様 

 

この度は包袋のご依頼を頂きありがとうございます。 以下のご依頼内容を手配致しま
す。納品準備ができ次第、メールにて連絡いたします。 

 

-------------------------- 
弊社整理番号: AutoFW000072 
-------------------------- 

 

* PDF FORMAT = Format Type-II (CKS ORIGINAL PDF FORMAT) 
* REFERENCE CITED1 = Include U.S. PATENT DOCUMENTS 
* REFERENCE CITED2 = Include FOREIGN PATENT DOCUMENTS 
* REFERENCE CITED3 = Include OTHER PUBLICATIONS 
* OTHERS1 = Exclude Priority documents 
* OTHERS2 = Related U.S. Application Data 
* INSTRUCTIONS = none 

 

---------------------------------------------------------------------- 

特許番号：US5566777 
発明の名称：Upset tube 
特許番号：US5888899 
発明の名称：Method for copper doping of aluminum films 
特許番号：US5999000 
発明の名称：Radio-frequency coil and method for resonance imaging/analysis 

 

---------------------------------------------------------------------- 

中央光学出版株式会社 内外国包袋係 
TEL 06－6271－2200 

mailto:file-wrapper-order@cks.co.jp
mailto:moriyama@cks.co.jp
mailto:file-wrapper-order@cks.co.jp
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⑤ 納品準備が整いましたら、次のご納品メールが届きます。 

メール本文に包袋 PDF ファイルが入手可能な URL を記載しています。（有効期間：2 週間） 

Subject: Fwd: 外国包袋のご依頼に関して 整理番号： AutoFW000071 
Date: Mon, 08 Nov 2010 14:40:02 +0900 

From: CKS(Chuo Kogaku Shuppan) <file-wrapper-order@cks.co.jp> 
To: moriyama@cks.co.jp 
Cc: file-wrapper-order@cks.co.jp 

 

日本中央光学株式会社 知的財産
部 
森山直太 様 

 

この度は包袋のご依頼を頂きありがとうございます。 ご注文いただいた包袋
の納品準備が整いました。 以下のリンクからダウンロードして保存してくだ
さい。 以下のリンクは本メール発信日より２週間有効です。 

 

http://www.cks.co.jp/filewrapper/201011084AD48634F71EA64664DA3/AutoFW000071.zip 
 

---------------------------------------------------------------------- 

中央光学出版株式会社 内外国包袋係 
TEL 06－6271－2200 

 

CKS(Chuo Kogaku Shuppan) <file-wrapper-order@cks.co.jp> wrote: 
> 
> Subject: 外国包袋のご依頼に関して 整理番号： AutoFW000071 
> Date: Mon, 04 Nov 2010 14:07:27 +0900 
> From: CKS(Chuo Kogaku Shuppan) <file-wrapper-order@cks.co.jp> 
> To: moriyama@cks.co.jp 
> Cc: file-wrapper-order@cks.co.jp 
> 
> 日本中央光学株式会社 
> 知的財産部 
> 森山直太 様 
> 
> この度は包袋のご依頼を頂きありがとうございます。 
> 以下のご依頼内容を手配致します。納品準備ができ次第、メールにて連絡いたします。 
> 
> -------------------------- 
> 弊社整理番号: AutoFW000071 
> -------------------------- 
> 
> * PDF FORMAT = Format Type-I (STANDARD PDF FORMAT) 
> * REFERENCE CITED1 = Exclude U.S. PATENT DOCUMENTS 
> * REFERENCE CITED2 = Exclude FOREIGN PATENT DOCUMENTS 
> * REFERENCE CITED3 = Exclude OTHER PUBLICATIONS 
> * OTHERS1 = none 
> * OTHERS2 = none 
> * INSTRUCTIONS = none 

 

> ---------------------------------------------------------------------- 
> 特許番号：US5566777 
> 発明の名称：Upset tube 
> 特許番号：US5888899 
> 発明の名称：Method for copper doping of aluminum films 
> 特許番号：US5999000 
> 発明の名称：Radio-frequency coil and method for resonance imaging/analysis 
> ---------------------------------------------------------------------- 

 

> 中央光学出版株式会社 内外国包袋係 
> TEL 06－6271－2200 

mailto:file-wrapper-order@cks.co.jp
mailto:moriyama@cks.co.jp
mailto:file-wrapper-order@cks.co.jp
http://www.cks.co.jp/filewrapper/201011084AD48634F71EA64664DA3/AutoFW000071.zip
mailto:file-wrapper-order@cks.co.jp
mailto:file-wrapper-order@cks.co.jp
mailto:moriyama@cks.co.jp
mailto:file-wrapper-order@cks.co.jp
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メール記載の URL をクリックし、zip ファイルをダウンロードして下さい。 
 

 

zip ファイル内の PDF ファイルがご納品物です。 
 

 
 

 
以上 


