
平成２５年度『書籍バザール』の開催について 

 

 

本年も 4月 18 日の発明の日を含む『科学技術週間』の協賛事業の一つとして書籍バ

ザールを開催いたします。 

  別紙バザール対象書籍リストをご覧いただき、ご希望の書籍をご予約下さいますよ

うお願いいたします。(特別価格は消費税込みです) 

  なお、事前予約制・現金販売のみとさせていただきますのでご了承下さい。 

（請求書を発行いたしますので、後日ご送金で可能です。） 

 

 

予約受付日 平成２５年３月１５日（金）～４月 ５日（金）申込書到着分まで 

書籍お渡日 平成２５年４月１５日（月）～４月１９日（金） 

 

 

お渡し場所   一般社団法人 大阪発明協会 

          

〒５３０－０００５  

大阪市北区中之島４－３－５３ 

          （国立大学法人大阪大学中之島センター7階） 

          

ＴＥＬ （０６）６４７９－１９１０ 

         ＦＡＸ （０６）６４７９－３９３０ 

 

 

別紙リストにご記入の上、必ず予約受付期間中にＦＡＸ等でお送り下さい。 

バザール分には限りがあります、在庫等の状況によりご希望の書籍がご用意出来ない

場合があります、お申込の早い方優先になりますのでご了承下さい。 

 

 

＊ ご遠方で窓口にお越しになれない会員の方にも、請求書をそえてご送付いたしま

すので（送付手数料・別途要）ぜひご利用ください。 



送付先住所

〒

No 書籍名 税込価格
バザール

価格
注文冊数 金額 発行時期 著者

1 インターネット出願 第2版 ¥3,150 ¥1,500 2009.05 斎藤美晴

2 オープンイノベーション論 ¥2,940 ¥1,400 2010.08 石田正泰

3 ここがポイント！知財戦略コンサルティング ¥1,470 ¥800 2009.07 特許庁

4 これがドクソー企業だ ¥1,680 ¥800 2008.08 大澤祐司

5 出る杭をのばせ！ 明日を変える創造性教育 ¥1,680 ¥800 2008.06 東海大学知的財産教育テキスト編集委員会

6 企業経営に連携する知的財産部門の構築 ¥2,100 ¥1,200 2007.04 田中義敏

7 知的財産 管理＆戦略ハンドブック 第2版 ¥3,150 ¥1,500 2008.08 杉光一成、加藤浩一郎

8 ビジネス活性化の知的財産活用 ¥1,260 ¥600 2004.01 特許庁

9 マイクロソフトを変革した知財戦略 ¥2,730 ¥1,600 2010.07 マーシャル フェルプス、デビッド クライン(著)　加藤浩一郎（監訳）

10 技術者のためのライセンスと共同研究の留意点 第3版 ¥1,890 ¥900 2005.11 並川啓志

11 企業経営における知的財産活用論 ¥2,520 ¥1,200 2009.10 石田正泰

12 特許の考え･活し方 第6版 ¥2,310 ¥1,100 2005.08 松原治

13 特許価値戦略 ¥3,000 ¥1,800 2009.09 呉乗錫

14 特許的アイデア発想法 ¥1,680 ¥1,000 2010.11 橘和之

15 特許法 第3版 ¥2,940 ¥1,400 2006.05 橋本良郎

16 特許法のはなし ¥4,200 ¥2,500 2007.06 羽柴隆、古城春実（補綴）

17 発明文化論 ¥2,520 ¥1,500 2005.08 丸山亮

18 統合化された知的資産マネジメント ¥2,000 ¥1,000 2007.11 スティーブ・マントン、田中義敏

19 特許実施契約の基礎知識 〔改訂増補版〕 ¥2,940 ¥1,700 2007.05 野口繁雄、石田正泰

20 特許侵害訴訟戦略 ¥2,730 ¥1,600 2002.11 村林隆一、小松陽一郎、谷口由記

購入希望日　4月　　　日

未定の場合でも必ず15日から19日までにお越しください。

（送付希望　　　有り　　）

平成２５年書籍バザールリスト

会社名

部署名

ご担当者

TEL

送付希望の方は下記要領でお申し込みください（送料として１カ所につき５００円かかります。）

お申込多数の場合、ご希望の書籍がご用意できないこともありますので、請求書到着後にご送金ください。

送金方法（現金　・　振込）振込の場合　送金予定日（　　　月　　　　日　）

FAX

Eメール



No 書籍名 税込価格
バザール

価格
注文冊数 金額 発行時期 著者

21 特許審査・審判の法理と課題 ¥5,250 ¥3,100 2002.02 竹田稔

22 パテントプール概説 改訂 ¥2,520 ¥1,200 2009.11 加藤恒

23 広くて強い特許明細書の書き方 ¥2,100 ¥1,000 2002.07 吉井一男

24 要説・不正競争防止法 第4版 ¥6,300 ¥3,100 2006.06 山本庸幸

25 知的財産権侵害要論 不正競業編 第3版 ¥4,830 ¥2,800 2009.03 竹田稔

26 知的財産法と競争法の現代的展開 ¥10,500 ¥6,300 2006.08 紋谷暢男教授古稀記念論文集刊行会

27 パリ条約講話 第13版 ¥7,140 ¥3,500 2007.12 後藤晴男

28 出願人のためのPCT 改訂 ¥4,830 ¥3,800 2010.11 下道晶久

29 マドリッドプロトコル実務の手引き ¥4,200 ¥2,900 2011.08 河合千明・齊藤純子

30 ブラジル商標制度 ¥3,150 ¥2,200 2011.10 外川 奈美

31 基礎・アメリカ特許法 第2版 ¥3,570 ¥2,100 2005.06 川口博也

32 米国特許法逐条解説 第5版 ¥9,450 ¥5,600 2009.07 ヘンリー幸田

33 英文明細書作成の実務 改訂第4版 ¥3,570 ¥2,100 2006.03 飯田幸郷

34 英文明細書翻訳の実務 増補改訂4版 ¥3,780 ¥2,200 2007.03 飯田幸郷

35 欧州特許庁審決の動向 〔第5版対応〕 ¥5,460 ¥3,200 2009.07 欧州特許庁審判部[編著]　欧州特許審決研究会[翻訳]

36 外国特許制度 アジア編 ¥4,200 ¥2,500 2009.11 斉藤達也

37 アジア四カ国の知財契約 ¥2,200 ¥1,700 2010.05 新出篤弘、林田淳也

38 意匠法及び周辺法の現代的課題 ¥8,400 ¥5,000 2005.03 牛木理一古稀記念論文刊行会

39 商標書換ガイドライン 第3版 ¥1,800 ¥1,000 2007.11 特許庁商標課

40 商標法講義 ¥3,990 ¥2,700 2010.03 西村雅子

41 審決例・判例から学ぶ韓国特許制度のポイント ¥4,830 ¥3,300 2011.08 権東勇・松居祥二

42 知的財産 こんなトラブルに巻き込まれたら ¥1,050 ¥700 2012.02 小林徹

43 知的財産・ｲﾄﾞﾘｽ ¥3,570 ¥1,700 2004.12 カミールイドリス

44 知的財産早わかり108のポイント～中小企業の経営者必見～ ¥2,100 ¥1,400 2011.07 高田幸彦

45 第3次中国特許改正の実務 ¥1,890 ¥1,300 2010.05 劉新宇

46 知的財産法で見る中国 ¥1,260 ¥700 2009.06 長沢幸男・古谷真帆

47 中国商標実務基礎 ¥2,940 ¥1,700 2008.05 魏啓学、劉新宇

48 中国特許法 第3次改正ガイドブック ¥2,520 ¥1,500 2009.09 国家知識産権局条法公司・中島敏・権鮮枝

49 実務に役立つ! 主要判決がわかる! 中国デザイン関連法 ¥3,675 ¥2,900 2012.02 森　智香子（編著）、韓登営、藤本昇、権鮮枝、野村慎一（共著）

50 著作権法 制度と政策 第3版 ¥3,570 ¥1,700 2008.04 作花文雄

51 特許・実用新案国際特許分類表 第8版 ¥13,650 ¥6,800 2006.06 発明協会

52 意匠出願のてびき 第34版 ¥900 ¥500 2009.07 特許庁

53 実用新案出願のてびき 第41版 ¥900 ¥500 2009.07 特許庁

54 商標出願のてびき 第35版 ¥900 ¥500 2009.07 特許庁

55 特許出願のてびき 第36版 ¥900 ¥500 2009.07 特許庁

56 図解 TRIPS協定 ¥1,680 ¥1,000 2008.11 荒木好文

57 図解 パリ条約 ¥1,680 ¥1,000 2008.02 荒木好文

58 図解 マドリッドプロトコル 改訂版 ¥1,680 ¥1,000 2009.10 荒木好文

59 知財小六法 平成22年版 ¥3,150 ¥1,500 2009.12 発明協会



No 書籍名 税込価格
バザール

価格
注文冊数 金額 発行時期 著者

60 知的財産管理検定ガイドブック ¥1,995 ¥900 2008.12 知的財産権検定教育協会

61 平成22年弁理士試験〈口述〉攻略 スッキリQ＆A478 ¥2,100 ¥1,200 2010.02 加藤晃

62 平成24年改正 対照式 工業所有権四法 ¥2,940 ¥2,300 2012.12 発明推進協会

63 平成22年度 弁理士試験 短答式 問題と解説 ¥1,470 ¥700 2010.10 発明協会

64 平成23年度 弁理士試験 短答式 問題と解説 ¥1,500 ¥1,000 2011.09 発明協会

65
平成23年改正法対応 弁理士試験用 ポイント
整理工業所有権法 特許法・実用新案法編

¥2,940 ¥2,000 2012.02 小針　世津子

66
弁理士試験対策セット (ポイント整理工業所有
権法2冊(特実編,意商編)、
弁理士試験問題と解説2冊(H22,23)

¥8,640 ¥6,300

67 解決！ぼくらの知的財産 意匠・商標編 ¥1,470 ¥700 2007.01 廣田浩一

68 解決！ぼくらの知的財産 著作権法編 ¥1,470 ¥700 2007.02 廣田浩一

69 解決！ぼくらの知的財産 特許編 ¥1,470 ¥700 2006.12 廣田浩一

70 解決！ぼくらの知的財産全巻 (3冊)セット ¥4,410 ¥2,000

71 知財、この人にきく Vol.1 丸島儀一 ¥800 ¥600 2008.03 丸島儀一

72 知財、この人にきく Vol.2 トヨタ歴代知財部長 ¥1,050 ¥600 2009.05 トヨタ自動車株式会社

73 知財、この人にきく Vol.3 服部健一 ¥1,680 ¥1,000 2010.10 服部健一

74 知財、この人にきく Vol.4 紋谷暢男 ¥2,100 ¥1,200 2011.06 紋谷暢男

75 知財、この人にきく全巻 (4冊)セット ¥5,630 ¥3,300

76 へんな商標？ ¥1,500 ¥900 2010.11 友利昴

77 へんな商標？2 ¥1,500 ¥900 2011.12 友利昴

78 へんな商標？全巻 (2冊)セット ¥3,000 ¥1,800

79 知的財産権判例70選 2006年度版 ¥2,730 ¥1,600 2006.10 弁理士クラブ

80 知的財産権判例70選 2007年度版 ¥2,730 ¥1,600 2007.10 弁理士クラブ

81 知的財産権判例70選 2008年度版 ¥2,730 ¥1,600 2008.10 弁理士クラブ

82 知的財産権判例70選 2009年度版 ¥2,730 ¥1,600 2009.10 弁理士クラブ

83 知的財産権判例70選 2010年度版 ¥3,150 ¥2,200 2010.10 弁理士クラブ

84 知的財産権判例70選 2011年度版 ¥3,150 ¥2,500 2011.11 弁理士クラブ

85 知的財産権判例70選 2012年度版 ¥3,150 ¥2,500 2012.11 弁理士クラブ

86 知的財産権判例70選2010-2012の3冊セット ¥9,450 ¥6,600 弁理士クラブ

87 知的財産権判例70選2006-2012の7冊セット ¥20,370 ¥12,200 弁理士クラブ

88 2010年特許行政年次報告書 ¥3,400 ¥2,300 2010.09 特許庁

89 2011年特許行政年次報告書 ¥3,400 ¥2,700 2011.09 特許庁

90 2012年特許行政年次報告書 ¥3,622 ¥2,800 2012.08 特許庁

91 特許行政年次報告書2010-2012の3冊セット ¥10,422 ¥7,200 特許庁

合計 冊 円


