発明推進協会の本
知財実務シリーズ５、
化学・材料系分野出ました！

競争力を高める化学・材料系
特許明細書の書き方

特許業務法人志賀国際特許事務所
知財実務シリーズ出版委員会 編
A5 判 440 頁 定価 4,400 円
送料 360 円
知財実務シリーズ５となる本書は、これまでのシリーズで解説さ
れていた明細書の作成のみならず、化学分野固有の特許実務も考
慮しています。各著者の経験に基づく解説を主とし、出願時や中間
対応時における疑問について分かりやすくまとめています。
日頃から化学・材料系の発明を扱う実務家はもちろん、初めて化
学・材料系の発明を扱う実務家にとって大きなヒントとなる本書を
お求めください。

2020.2

待望の 2019 年度版！

実務家のための
知的財産権判例 70 選
2019 年度版

一般社団法人弁理士クラブ知的財産実務研究所 編
A5 判 350 頁 定価 3,300 円
送料 310 円
シリーズ 18 冊目となる2019 年度版は、前年度 1年間に出された
知的財産権に関連する裁判例から、実務上注目される判決を精選
し、実務家の立場から解説・論評したものです。
審決取消事例を含む 74 件を選び、多様化する知的財産への考
え方をコンパクトにまとめました。
また、
「裁判例インデックス」、
「裁判例索引」、
「キーワード索引」
がついています。知的財産権制度に関わる実務家にとって、必須
の1冊です。2018 年度版とあわせてお読みください。

ISBN978-4-8271-1328-0

ISBN978-4-8271-1332-7

これからの知財活動に不可欠な調査スキルの
習得のために！

中国での商標権取得におすすめの一冊 !!!

改訂版

国際分類第11－2019 版対応

特許情報調査と
検索テクニック入門

野崎 篤志 著
440 頁 定価 3,300 円
送料 360 円

A5 判

本書は先行技術調査をはじめとした特許情報調査に必要な基礎知識
をまとめたものであると同時に、令和元年にリニューアルされた特許情報
プラットフォーム（J-PlatPat）や他の無料特許データベースまたは商用特
許データベースを用いて検索式を構築するためのテクニックについて解説
した実務書です。特に特許情報を研究開発活動に活用したい研究者・技
術者や、出願・権利化活動へ活用したい弁理士や企業の出願担当者・
特許技術者のような方々に活用でき、企業の知的財産部門の調査担当者・
サーチャーのように調査業務に従事している方でも、研究者・技術者向
けの社内勉強会を行う際の補助テキストとして利用できる実務書です。

中国商標に関する商品及び
役務の類似基準（日本語・英語訳付）
及びその解説
岩井 智子（編集 / 解説・翻訳）
・
菲菲、王 梅、滕 琰鋒（翻訳）
B5 判 672 頁 定価 6,600 円
送料実費
13 億を超える人口を抱える中国は、巨大な市場として魅力的なものとな
ります。かの地で商標権を得ることはビジネス上有効ですが、それには商
標類似の範囲を知る必要があります。本書の第Ⅰ編は、中国商標局編集の
「類似商品及び役務の区分表」
（2019 年）に日本語と英語の翻訳を対照
形式に編集したもの、第Ⅱ編は、商標局が「類似商品及び役務の区分表」
に未掲載の商品及び役務について許容されるもの（TM5）を中国語と日本
語と英語を併記したもの、第Ⅲ編では、商品及び役務の類否が重要となっ
た14の判決を紹介しています。中国での商標権取得・行使を確実なもの
とするため、出願書類の記載に必須なものとして、おすすめの一冊です。
李

ISBN978-4-8271-1334-1
不正競争防止法等の一部を改正する法律による
修正を網羅！

審判便覧

A4 判

第18 版

特許庁審判部 編
1080 頁 定価 6,600 円
送料実費

ISBN978-4-8271-1330-3
令和元年改正法の一部を掲載した知財法規集！

令和元年改正

知的財産権法文集
令和２年１月１日施行版
A6 判

発明推進協会 編
1280 頁 定価 2,750 円
送料 310 円

VWI by CHADWANG 特許権等の権利活用のために、権利の
本書は特許法をはじめとする知的財産権に関する法律全般に
安定が重要になりますが、審査の瑕疵の更正や権利の有効性な 「特許法等の一部を改正する法律（令和元年法律第 3 号）
」や「民
どを判断する審判制度の役割は、司法の判断と同様により重要に
法等の一部を改正する法律（令和元年法律第 34号）」
、
「私的独占
なっています。本書は、審理の根拠及び結論を導く資料を収録し、 の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
審理手続に必要な法令や運用に関する実務上の知識を効率よく （令和元年法律第 45 号）
」などを反映したものです。令和２年１月
利用することを目的としています。不正競争防止法等の一部を改
１日に未施行の条文は施行されているものと区別するため点線で
正する法律（平成 30 年法律第 33 号）により規定された営業秘密
囲み、その情報を掲載しています。
が記載された判定に係る書類の閲覧制限や、無効審判における審
決等の記載事項の充実化等に関する改訂がなされています。
ISBN978-4-8271-1329-7
上記の価格には消費税 10％が含まれています。

ISBN978-4-8271-1333-4

お申し込みは裏面へ！➡

実務上の指針を付した知的裁判判例集

実務家のための知的財産権判例 70 選
一般社団法人弁理士クラブ知的財産実務研究所

編

A5 判 336 頁

2018 年度版

定価 3,300 円

送料 310 円

2017年度に出された知的財産権に関連する裁判の判決から、注目の判決を厳選して掲載した実務家に
とって必読の書です。審決取消事例を含む 73 件を掲載しています。
判決を、①事実関係 ②争点 ③裁判所の判断 ④実務上の指針の４つの視点から解説し、1件につき4頁
とコンパクトにまとめた判決集です。
ISBN978-4-8271-1312-9

ニッポンのモノづくりと知財部を応援する月刊「発明」

２月号

★ Special Reports

毎月1日発行 A4 変形判 定価 980 円
年間購読料10,500 円！

発明推進協会にダイレクトに申し込めば送料無料のサービス！

ライフスタイルブランドとライセンス

ローラ アシュレイ ジャパンカンパニー合同会社の上野隆紀氏は英国発のライフスタイル
ブランド、
「ローラ アシュレイ」に携わるようになって８年。その間、ローラ アシュレイの日
本におけるマスターライセンシーが切り替わるなど、ビジネス環境は大きく変化してきたが、
常に創作者から消費者までをうまくつなげるためにライセンシングビジネスを行ってきたと
いう。そんな上野氏にブランドとライセンスの課題やローラ アシュレイの取り組みについて
語っていただいた。

★お騒がせな特許事件簿

第３話

琺瑯鍋特許事件 ( 前 )

わが国では、特許制度創設からちょうど 20 年後に実用新案制度が導入された。その導入初
期のころ、同じ一つの工業的創作で同一人が実用新案権と特許権の両方を順に取得し、通算
で 20 年以上も独占権を得るという、今では考えられないケースが複数発生している。特許局
も判断に迷い、最終的にはこのような登録を認めないこととしたのだが、裁判の末、大審院
は合法的なものとして認めた。いったい何ゆえにそんなことが起きたのだろうか。

お問い合せ先

一般社団法人 発明推進協会

☆第10回 全国少年少女チャレンジ創造コンテスト☆
☆イノベーションの軌跡☆
☆知財コンサルが創る企業の差別化と成長☆
☆事例から楽しく学ぶ産業財産権入門☆
☆知的財産権判例ニュース☆
☆知財部さん、いらっしゃ～い。☆
☆欧州のエスプリ～知財便り～☆
☆アセアン知財事情☆
☆独禁法から考える知的財産権☆
☆ファッションブランドの保護☆
☆東日本大震災後の福島の知的財産を巡る状況について☆
☆インターネットと商標権侵害☆

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-1-1

書籍のお申込み 市場開発チーム TEL 03（ 3502 ）5491 FAX 03（ 5512 ）7567 ※ FAX でお申込みください。
『発明推進協会電子図書目録』もご利用ください。 発明推進協会の HP（www.jiii.or.jp）
早い !
お得 !

発明推進協会の本 をクリック！

【ネット限定①】正午までにご注文いただくと当日発送いたします。
【ネット限定②】送料全国一律215円！3,000円以上お買い上げの場合送料無料になります。

書 籍 の 内 容 出 版 チ ー ム TEL 03（ 3502 ）5433 お申込みは最寄りの地域の発明協会でも承っております。

会員特典 10%OFF（書籍代）※各地域発明協会の会員にも特典あります。
種別 一般・会員：
（

（お申し込み年月日） 令和

）発明協会
書

名

定価

送料

部数

3,300円 360円

申 込 書

中国商標に関する商品及び役務の類似基準（日本語・英
6,600円
語訳付）及びその解説 国際分類第11－2019版対応

5 審判便覧 第18版

6,600円

実費

日

※代金を得意先コードより精算する場合にはご記入ください。
得意先コードをご利用にならない場合は、請求書を送付いたします。

2 実務家のための知的財産権判例70選 2019年度版 3,300円 310円
4

月

得意先コード No.

1 競争力を高める化学・材料系特許明細書の書き方 4,400円 360円
3 特許情報調査と検索テクニック入門 改訂版

年

住所〒

実費

6 令和元年改正 知的財産権法文集 令和２年1月1日施行版 2,750円 310円
7 実務家のための知的財産権判例70選 2018年度版 3,300円 310円
8 アイデアのことを考える本

220円 215円

9 競争力を高めるバイオ医薬系クレームドラフティング 1,650円 310円
10 第2版 米国特許手続ハンドブック

3,850円 360円

11
12 発明誌2020年2月号

980円

実費

定期購読申込書
（定価は諸般の事情により改定する事があります）
⃝ 発明 令和

年

月号より定期購読

※上記の定価には消費税10%が含まれています。

1年 ・ 自動継続

会社名
部課名
連絡担当者
電

話

F A X
E-mail：
ご注文ありがとうございました。

