
令和2年度　科学技術週間の書籍バザール対象製品リスト

書籍
番号 ジャンル 書籍名 税込価格

（定価）
バザール価格案
(10%税込み)

発行時期 著者、編者等

1 戦略 オープンイノベーション論 ¥3,080 ¥1,300 2010.08 石田正泰
2 戦略 これがドクソー企業だ ¥1,760 ¥700 2008.08 大澤祐司
3 戦略 出る杭をのばせ！ 明日を変える創造性教育 ¥1,760 ¥700 2008.06 東海大学知的財産教育テキスト編集委員会
4 戦略 企業経営に連携する知的財産部門の構築 ¥2,200 ¥900 2007.04 田中義敏
5 戦略 知的財産 管理＆戦略ハンドブック 第2版 ¥3,300 ¥1,400 2008.08 杉光一成、加藤浩一郎
6 戦略 マイクロソフトを変革した知財戦略 ¥2,860 ¥1,300 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）
7 戦略 企業経営における知的財産活用論 ¥2,640 ¥1,100 2009.10 石田正泰
8 戦略 特許価値戦略 ¥3,143 ¥1,400 2009.09 呉乗錫
9 戦略 特許的思考によるアイデア発想法 ¥1,760 ¥700 2010.11 橘和之
10 戦略 統合化された知的資産マネジメント ¥2,095 ¥900 2007.11 スティーブ・マントン、田中義敏
11 実務 パテントプール概説 改訂版 ¥2,640 ¥1,100 2009.11 加藤恒
12 実務 研究開発プロフェッショナルのための発明バイブル　第2版 ¥2,200 ¥900 2012.07 泉　通博・吉田　武弘・中西　博行
13 実務 発明を生む基本書 ¥1,980 ¥900 2012.07 さとう秀徳
14 実務 知的財産早わかり108のポイント～中小企業の経営者必見～ ¥2,200 ¥1,000 2011.07 高田幸彦
15 実務 なるほど、日本の素敵な製品　デザイン戦略と知的財産権の事例集 ¥2,640 ¥1,100 2012.11 経済産業省 特許庁
16 実務 実例で見る商標審査基準の解説　第八版 ¥4,400 ¥3,000 2015.09 工藤莞司
17 実務 技術者のためのアイデア発想支援　特許情報を概念検索で使いこなす ¥2,640 ¥1,200 2013.05 六車正道
18 実務 中小企業のための新製品・サービス開発の極意 ¥1,650 ¥1,200 2014.11 大竹裕幸
19 法律 要説・不正競争防止法 第4版 ¥6,600 ¥3,000 2006.06 山本庸幸
20 法律 知的財産権法と競争法の現代的展開 ¥11,000 ¥5,000 2006.08 紋谷暢男教授古稀記念論文集刊行会
21 法律 知的財産に携わる人のための標準民事手続法 ¥1,980 ¥900 2012.12 高林龍
22 法律 一目でわかる！特許法等改正年一覧表 ¥3,300 ¥1,600 2013.06 発明推進協会　編
23 法律 工業所有権（産業財産権）法令集〔第60版〕 ¥7,150 ¥5,600 2016.08 発明推進協会
24 法律 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説　第20版 ¥8,800 ¥6,900 2017.03 特許庁　編
25 法律 知的財産権法概論 ¥3,575 ¥2,500 2017.04 紋谷暢男　　紋谷崇俊
26 法律 商標の類否 改訂版 ¥4,950 ¥3,400 2017.08 櫻木信義
27 法律 産業財産権標準テキスト　総合編　第5版 ¥990 ¥900 2019.02 特許庁
28 訴訟 知的財産 こんなトラブルに巻き込まれたら ¥1,100 ¥500 2012.02 小林徹
29 訴訟 知的財産権判例70選 2017年度版 ¥3,300 ¥2,600 2017.11 (一社)弁理士クラブ知的財産実務研究所　編
30 訴訟 知的財産権判例70選 2018年度版 ¥3,300 ¥2,900 2018.12 (一社)弁理士クラブ知的財産実務研究所　編
31 出願 広くて強い特許明細書の書き方 ¥2,200 ¥1,000 2002.07 吉井一男
32 出願 このままでよいのか日本の「特許明細書」 ¥2,200 ¥1,000 2013.04 知的財産活用研究所〔編集〕　矢間 伸次〔編・著〕
33 海外 欧州特許庁審決の動向 〔第5版対応〕 ¥5,720 ¥2,600 2009.07 欧州特許庁審判部[編著]　欧州特許審決研究会[翻訳]
34 海外 第3次中国特許改正の実務 ¥1,980 ¥800 2010.05 劉新宇
35 海外 中国特許・商標調査の最前線 ¥2,860 ¥1,300 2012.10 株式会社プロパティ
36 海外 パリ条約講話 第13版 ¥7,480 ¥3,500 2007.12 後藤晴男
37 海外 マドリッドプロトコル実務の手引き ¥4,400 ¥2,000 2011.08 河合千明・齊藤純子
38 海外 図解 TRIPS協定 ¥1,760 ¥800 2008.11 荒木好文
39 海外 出願人のためのブラジル特許制度 ¥3,300 ¥2,600 2016.05 青和特許法律事務所ブラジル特許制度研究会
40 海外 新米国特許法　対訳付き　2017年版 ¥3,850 ¥2,600 2017.10 服部健一
41 海外 米国特許手続ハンドブック 第2版 ¥3,850 ¥3,000 2018.03 大坂雅浩
42 海外 ＰＣＴの活用と実務 ¥4,400 ¥3,900 2018.05 下道晶久　淺見節子
43 海外 図解 特許協力条約 6版 ¥2,200 ¥1,900 2018.05 荒木好文　堤卓
44 海外 インド特許実務ハンドブック ¥4,400 ¥3,900 2018.11 安田恵　バパットヴィニット
45 海外 要点解説　米国特許実務入門 ¥3,300 ¥2,900 2018.10 木梨貞男
46 - - - - - -
47 その他 へんな商標？ ¥1,572 ¥600 2010.11 友利昴
48 その他 へんな商標？2 ¥1,572 ¥600 2011.12 友利昴
49 雑誌 月刊誌「発明」1月号（2019） ¥942 ¥100 2019.1 発明推進協会
50 雑誌 月刊誌「発明」2月号（2019） ¥942 ¥100 2019.2 発明推進協会
51 雑誌 月刊誌「発明」3月号（2019） ¥942 ¥100 2019.3 発明推進協会
52 雑誌 月刊誌「発明」4月号（2019） ¥942 ¥100 2019.4 発明推進協会
53 雑誌 月刊誌「発明」5月号（2019） ¥942 ¥100 2019.5 発明推進協会
54 雑誌 月刊誌「発明」6月号（2019） ¥942 ¥100 2019.6 発明推進協会
55 雑誌 月刊誌「発明」7月号（2019） ¥942 ¥100 2019.7 発明推進協会
56 雑誌 月刊誌「発明」8月号（2019） ¥942 ¥100 2019.8 発明推進協会
57 雑誌 月刊誌「発明」9月号（2019） ¥942 ¥100 2019.9 発明推進協会
58 雑誌 月刊誌「発明」10月号（2019） ¥980 ¥100 2019.10 発明推進協会
59 雑誌 月刊誌「発明」11月号（2019） ¥980 ¥100 2019.11 発明推進協会
60 雑誌 月刊誌「発明」12月号（2019） ¥980 ¥100 2019.12 発明推進協会
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