発明推進協会の本
1月1日から適用の新基準です！

類似商品・役務審査基準
国際分類第11-2021版対応

A4 判

960 頁

知財実務シリーズ６、出ました！

競争力を高める商標実務
出願から権利の活用まで

特許庁 編
定価 3,300 円
送料実費

商標登録出願の際は指定する商品または役務の名称を示す必
要があり、具体的な商品名または役務名は、この「類似商品・役
務審査基準」に基づいて願書等に記載しなければなりません。本
書は、2021年1月1日に適用が始まった国際分類第 11-2021 版に
対応しています。出願人において、出願や調査等に必要不可欠な
ものです。

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 424 頁 定価 4,400 円
送料 360 円
知財実務シリーズ６となる本書は、商標に関する調査、出願、
権利化前・権利化後、さらには海外における注意点を、各著者の
長年培った知識、経験に基づく解説を主とし分かりやすくまとめ
ています。
日頃から商標を扱う実務家のみならず、これから商標を扱う方
にも大きなヒントとなる本書を是非お求めください。

ISBN978-4-8271-1355-6
「知財ミックス」時代の意匠戦略！

改正意匠法 これで分かる
意匠(デザイン)の戦略実務
【改訂版】

ISBN978-4-8271-1348-8
ＡＩ分野における動向を含めた加筆版です！

競争力を高める電気系特許
明細書の書き方 改訂版

藤本 昇 監修
488 頁 定価 4,400 円
送料 360 円

A5 判

日本の意匠登録出願数は微減傾向が続いています。しかし、昭和の時代に損害賠償額
が一番大きかったのは意匠権の案件であったことなどを考えると、意匠の活用方法や価値
が減っているわけではありません。むしろ、地球規模の商品の流通の激化などを鑑みると、
侵害品の輸入差止めなど意匠権は水際措置でも商標権と並び活用の場を拡げ、戦略価値
は向上しているといって良いでしょう。本書は、①意匠に関する多数の裁判例 ②実務経
験が豊富な執筆陣 ③（難しいといわれる）類否判断手法の紹介 ④意匠調査のノウハウ
の開示 ⑤海外主要国の意匠制度概要 ⑥令和元年の法改正や令和２年の審査基準改
訂、中国の法改正等にも言及した改訂版です。日本での意匠登録出願取り扱い件数が多
いサン・グループの協力で、意匠権の戦略的な活用ができるよう記載した実務書です。

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 560 頁 定価 3,850 円
送料 360 円
本書は専門分野である電気技術をターゲットにしたものです。
電気分野は、1990 年代のソフトウエア、2000 年代のいわゆるビ
ジネス特許、現在の国際標準化とネットワークの普及に対応する
技術等、開発技術が目まぐるしく変わっています。各著者の長
年培った実務経験をもとに、電気・通信分野における明細書の
書き方をわかりやすくまとめています。知財実務シリーズ 2 は、
2016 年に初版を発行しました。本改訂版では、その後大きなト
レンドとなったＡＩ分野における動向を含めた加筆版となってい
ます。

ISBN978-4-8271-1350-1
待望の2020 年度版！

実務家のための知的財産権
判例70選

2021.3

ISBN978-4-8271-1345-7
加速する商標の重要性に対応！

世界の商標ハンドブック
第２版

2020 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 344 頁 定価 3,300 円
送料 310 円

特許業務法人三枝国際特許事務所
商標・意匠部 編
A5 判 288 頁 定価 2,750 円
送料 310 円

シリーズ 19 冊目となる2020 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 72 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。

日本においてはマドリッド協定議定書への加盟や新しい商標の
運用など、ますます商標制度に期待する傾向が増大すると考えら
れます。しかし、海外でも商標権を有効に活用するためには、当
該国の商標の権利範囲や手続期間などを調査することは不可欠
です。本書は、100 国・地域などの情報を一か所に纏めたハンド
ブックです。第２版では、ミャンマーの商標法公布、カナダ、メキ
シコの法改正やブレグジットの流れなどの動きを捉えました。世界
規模で商標制度を活用するための足がかりとなる一冊です。

ISBN978-4-8271-1344-0

ISBN978-4-8271-1353-2

上記の価格には消費税 10％が含まれています。

お申し込みは裏面へ！➡

日本語と英語で知的財産権が理解できる！

知的財産権のガイドブック

Intellectual Property Rights Guidebook
渡邉 知子

著

A5 判

120 頁

定価 1,650 円

送料 310 円

本書は、ビジネスパーソン必須の知的財産権について、左右見開きのページに、同じ内容で左ページに日本語、
右ページに英語を掲載することにより、日本語と英語の置き換えが容易にでき、どちらかの言語で内容を理解でき
れば、他方の言語に置き換えることができ、知的財産権の基本的な知識を日本語と英語で学ぶことができます。ま
た、日本語または英語を理解する人々の間における知的財産権に関するコミュニケーションに役立てることができ
ます。図や表等を豊富に用いることにより、深く理解できるようになっています。 ISBN978-4-8271-1324-2

ニッポンのモノづくりと知財部を応援する月刊「発明」

３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！

アパレル業界の未来像

コロナ禍は私たちの生活を一変させた。衣食住に関わるトレンドもしかり。
テレワークの浸透は通勤時間という呪縛から人々を解き放つことになったようで、不動産市場で
は都市部への極度の集中が緩和される傾向も見られるという。また、会食機会の減少に伴って外
食産業は大打撃を受けているが、テークアウトに活路を見いだす飲食店も多く、世の中の変化に
柔軟に対応している。では、アパレル業界を取り巻く状況はどうだったのだろうか？また、テクノロ
ジーの進化は消費者に何をもたらすのか？

★特許よもやま話

特許審判制度の始まり( ４)

135 年を超す特許庁の歴史において、長官（特許局長）が空席となったのは、初代高橋是清局長
と第２代奥田義人局長の間の約４カ月間だけである。折しもその当時の法制では、審判において
は局長が審判長を務めると法定されていた。この局長空席の期間、審判長の職に当たったのは首
藤諒次長であった。
今回は、首藤諒をはじめとして、初期のころの審判官各氏について紹介する。

お問い合せ先

一般社団法人 発明推進協会

☆イノベーションの軌跡☆
☆企業と商標のウマい付き合い方談義☆
☆特許探偵団☆
☆事例から楽しく学ぶ産業財産権入門☆
☆知的・情報資産の保護・管理強化
のための国連初タイムスタンプ事業
「WIPO PROOF」のご紹介☆
☆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～☆
☆判例評釈☆
☆アセアン知財事情☆
☆民事訴訟事例から考える「知財と独禁」☆
☆中小企業における知財人財育成に向けて☆
☆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

1 類似商品・役務審査基準 国際分類第11-2021版対応 3,300円

送料

部数

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 競争力を高める商標実務出願から権利の活用まで 4,400円 360円

申 込 書

3 改正意匠法 これで分かる意匠(デザイン)の戦略実務【改訂版】 4,400円 360円

月

得意先コード No.

実費

4 競争力を高める電気系特許明細書の書き方 改訂版 3,850円 360円

年

住所〒

5 実務家のための知的財産権判例70選 2020年度版 3,300円 310円
6 世界の商標ハンドブック第２版

2,750円 310円

7 知的財産権のガイドブック Intellectual Property Rights Guidebook 1,650円 310円
8 特許調査入門 第三版

3,300円 360円

9 PCTの活用と実務

4,400円 360円

改訂版

10 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
11
12 発明誌2021年3月号

980円

実費

会社名
部課名
連絡担当者
電

話

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）

F A X

⃝ 発明

E-mail：

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

ご注文ありがとうございました。

