発明推進協会の本
待望の 2021年度版！

実務家のための
知的財産権判例70選

2021.12

国際意匠出願もこれを読めば怖くない！

ハーグ国際意匠制度

2021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 324 頁 定価 3,300 円
送料 310 円
シリーズ 20 冊目となる2021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 68 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。是非、
過去のシリーズとあわせてお求めください。

大熊雄治（弁理士） 瓜本忠夫（弁理士）
ヴァンワウ雅美 著
A5 判 400 頁 定価 3,850 円
送料 360 円
ハーグ協定による国際意匠出願は、これまであまり注目されてきま
せんでしたが、加盟国数の増加（66）に伴い、徐々に関心が高まって
きています。しかしながら、ハーグ協定を介した意匠登録出願をする
にも適当な資料や書籍がなく、実務者たちを悩ませてきました。
本書は、意匠の実務者が活用することを念頭に置き、意匠に造詣
が深い著者（弁理士）が、詳しく解説しています。

ISBN978-4-8271-1363-1

ISBN978-4-8271-1362-4

令和３年改正法の一部を掲載した知財法規集！

ご好評につき、第２版発行しました！

令和４年１月１日施行版

第２版

令和３年改正
知的財産権法文集
A6 判

発明推進協会 編
1328 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「特
許法等の一部を改正する法律（令和三年法律第四二号）」
「著作権法
の一部を改正する法律」
（令和三年法律第五二号）
「民法等の一部を
改正する法律」
（令和三年法律第二四号）などの改正を反映した法規
集です。
なお、令和 4 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。

知財担当者になったら
読むべき本
特許業務法人前田特許事務所
大石 憲一 著
A5 判 192 頁 定価 1,980 円
送料 310 円
知財部に配属されたり、異動されたりした方々。当初は、知財業務の
専門性の高さや仕事の種類の多さに戸惑うでしょう。先輩や前任者など
から教えてもらうとしても、早く戦力になりたい方ならきっとこう考えるは
ずです。
「とりあえず、知財の本でも買って勉強するか……」
「手っ取り早く知財業務の全体像をつかめる本はないか？」
こうしたニーズに本書がお応えします！
今回の第２版では 2019
（令和元）年の意匠法改正や審査基準の改訂
に対応し、全体的に見やすさと分かりやすさもブラッシュアップしました。

ISBN978-4-8271-1359-4
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
商標権を持つことは、商標を真似されにくくなり、模倣品を排除できます。
また、インターネット取引における商品取引の増加から、商標権は商品掲載
の削除依頼のためにもより重要となります。経済活動のグローバル化により、
商標権の取得、活用は、日本のみならず、海外も意識していく必要があります。
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。
ISBN978-4-8271-1348-8
上記の価格には消費税 10％が含まれています。

ISBN978-4-8271-1361-7
米国駐在経験のある弁理士が米国特許制度について詳しく解説！

米国特許
プラクティカルガイド
A5 判

312 頁

小西 恵 著
定価 3,300 円
送料 310 円

米国は、日本にとって最もメジャーな外国特許出願先です。特許実
務に関しては、発信されている情報量が多いといえます。しかし、判例
法の国である米国特許制度は、日本の特許実務家にとって全体像を把
握することは非常にハードルが高く、特に連邦法である特許法は、各
制度の明文の根拠が見当たらず、たとえ膨大な判例を読み解いたとし
ても、その解釈や詳細を簡単には理解できないのです。
本書は、日本弁理士である筆者の米国駐在経験に基づき、日本の
特許実務家の視点で米国特許制度を俯瞰して著したものです。米国で
の特許権利化のために必要な実体的・手続き的情報を提供しています。
ISBN978-4-8271-1358-7

お申し込みは裏面へ！➡

待望の 2020 年度版！

実務家のための知的財産権判例 70 選 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

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。
ISBN978-4-8271-1344-0

ニッポンのモノづくりと知財部を応援する月刊「発明」

12月号

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！

★ Special Reports
スポーツ記者から転身した発明クラブ会長にきく

近年、
「全日本学生児童発明くふう展」や「全国少年少女チャレンジ創造コンテスト」で多くの受
賞者を益出してきた町田市少年少女発明クラブ。全国にある208 の発明クラブのなかで182 番目と
歴史は浅いが、その取り組みは注目を集める。実はその発足当時から携わり、現在会長を務める
小泉志津男氏はオリンピックを中心にスポーツ記者として活躍したほか、数々の書籍やアニメ原作
を手掛けた後に発明クラブ会長に転身するという意外な経歴の持ち主だ。オリンピックが開催され
た今年、小泉氏の足跡をたどるとともに、町田市少年少女発明クラブがどのような活動形態をとっ
ているのかを尋ねた。

★特許よもやま話

不平等条約改正の後日譚～最恵国条款に関する大審院判決～

明治 32(1899) 年７月、いわゆる不平等条約が改正された。新条約の交渉過程における紆余曲
折を経てわが国で外国人の特許や商標が保護されることになったのであるが、新条約が実旅され
た後、旧条約にあった最恵国条款の適用について大審院で争われた商標事件があった。最恵国
条款に関して大審院で争われたケースは他に例がないのではなかろうか。今回はその珍しい大審
院判決に関わる話である。

お問い合せ先

一般社団法人 発明推進協会

☆WIPO国際出願・登録制度を生かそう☆
☆企業と商標のウマい付き合い方談義☆
☆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。☆
☆バーチャルファッションと法(２)☆
☆民事訴訟事例から考える「知財と独禁」☆
☆欧州のエスプリ～知財便り～☆
☆アセアン知財事情☆
☆明日からすぐにできる知財創造教育の提案☆
☆判例評釈☆

〒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

申 込 書

第２版

1,980円 310円

5 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
6 米国特許プラクティカルガイド

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。

3,850円 360円

3 令和３年改正 知的財産権法文集 令和４年１月１日施行版 2,750円 310円
4 知財担当者になったら読むべき本

月

得意先コード No.

1 実務家のための知的財産権判例70選 2021年度版 3,300円 310円
2 ハーグ国際意匠制度

年

住所〒

3,300円 310円

7 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
8 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
9 競争力を高める機械系特許明細書の書き方

3,850円 360円

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
10
語訳付）及びその解説 国際分類第11－2019版対応

実費

11
12 発明誌2021年12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。

