
お申し込みは裏面へ！➡上記の価格には消費税10％が含まれています。

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11-2020版対応

特許庁　編
A4判　954頁　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をこの「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、出願人等において、出願や調査等に必要不可欠なものです。
2020年1月1日に適用が始まった国際分類第11-2020版に対応し
ています。

ISBN978-4-8271-1337-2

令和元年改正を併記！

知的財産権訴訟要論
（意匠編）

竹田稔　川田篤　著
A5判　554頁　定価5,500円

送料360円

　消費者が物品を購入するとき、デザインは技術やブランドと匹敵する
ようなパワーをもっています。しかし、日本において、意匠権のもつ重
要性についてはあまり重要視されてきていなかったようです。本書は、
意匠権侵害訴訟に関する記述を大幅に書き下し、かつ、意匠登録出願、
審決取消訴訟などに関する記述を新たに加えることにより、意匠法に
係る手続の全体像を見渡すことができるように配慮したものです。また、
令和元年に意匠法についても多くの改正点が含まれた「特許法等の一
部を改正する法律（令和元年法律第３号）」が公布されました。本書に
は、現行法と令和元年改正について併記して解説しています。

ISBN978-4-8271-1331-0

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。

ISBN978-4-8271-1328-0

弁理士に、明日にでも会ってみよう！

弁理士にお任せあれ
特許・商標・意匠 早道解決

大樹　七海　著
A5判　176頁　定価1,760円

送料310円

　『弁理士』について、どれくらいのことを知っていますか。弁護
士については、ドラマ等からイメージすることができますが、『弁
理士』となると、イメージがしにくいという方も多いのではないで
しょうか。本書では、弁理士の仕事をはじめ、弁理士の探し方の
アドバイス、弁理士を通して行われる手続きなどを分かりやすく解
説しています。弁理士という知財のプロを味方につけ、特許・商標・
意匠の権利取得や、競合他社に対して有効な知財戦略を立てら
れる契機となるスターターキットかつオールインワンのガイドブック
です。ぜひ本書をお求めください。

ISBN978-4-8271-1335-8

12.5mm
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ISBN978－4－8271－1335－8　C3032
¥1600E

定価（本体1,600円＋税）
9784827113358 弁理士に
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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。

ISBN978-4-8271-1332-7

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　第18版

特許庁審判部　編
A4判　1080頁　定価6,600円

送料実費

　VWI by CHADWANG特許権等の権利活用のために、権利の
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
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
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、
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
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
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
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

発明推進協会 の本 2020.3
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一般社団法人 発明推進協会  〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-1-1

書籍のお申込み

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。

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。

【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。

『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） 発明推進協会の本 をクリック！
早い !
お得 !

３月号
ニッポンのモノづくりと知財部を応援する月刊「発明」

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！

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
発明推進協会　編　A6判　1280頁　定価2,750円　送料310円
　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「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（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囲み、その情報を掲載してい
ます。 ISBN978-4-8271-1333-4

★Special Interview　川田 篤氏に聞く
特許権侵害訴訟をはじめ知的財産関係事件について豊富な経験を持つ川田篤弁護士・弁理

士は、竹田稔氏との共著で『知的財産権訴訟要論（意匠編）』を上梓する。今回はその発行に
向けた取り組みを振り返りながら、同書で新たに示される竹田氏の見解、意匠権侵害事件の
概要や令和元年改正の影響についてお話を伺った。

★ お騒がせな特許事件簿　第３話　琺瑯鍋特許事件(後)
同一人が同一の工業的創作で実用新案権と特許権の両方を順に取得することが、明治42年

特許法の下では合法的なものであったことは前号で紹介した。しかし、それは適用される条
文の制定趣旨とは異なる使われ方であり、それを許していいものなのか。そのような疑問に
対する大審院の判断を紹介し、併せて、他の同様のケースについても紹介する。実は、100年
以上にわたり今でも販売されている超ロングセラーのあの商品も同じケースだったのである。

☆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☆
☆WIPO国際出願・登録制度を生かそう☆
☆知財見聞録☆
☆特許探偵団☆
☆事例から楽しく学ぶ産業財産権入門☆
☆アセアン知財事情☆
☆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～☆
☆「世界のFRAND判例」の連載を終えて☆
☆インターネットと商標権侵害☆
☆第三次改正中国商標法解説☆
☆ 東日本大震災後の福島県の知的財

産を巡る状況について☆

得意先コードNo.

※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。

（お申し込み年月日）　令和　　年　　月　　日

10%OFF（書籍代）※各地域発明協会の会員にも特典あります。会員特典

住所〒

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。

種別 一般・会員：（ ）発明協会

書　　名 定価 送料 部数
1 弁理士にお任せあれ 特許・商標・意匠 早道解決 1,760円 310円
2 知的財産権訴訟要論（意匠編） 5,500円 360円
3 類似商品・役務審査基準 国際分類第11-2020版対応 3,300円 実費
4 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
5 審判便覧 第18版 6,600円 実費
6 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
7 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
8 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
9 特許情報調査と検索テクニック入門 改訂版 3,300円 360円

10 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 国際分類第11－2019版対応 6,600円 実費

11
12 発明誌2020年3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 1年　・　自動継続

※上記の定価には消費税10%が含まれています。


