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中小企業お役立ちインフォメーション ～Information～
№2
１．外国出願にかかる費用の半額補助の公募が始まります！
○応募資格

（1）～（3）のいずれかに該当し、広島県内に主たる事業所を有する者であり、（4）を満たすこと。
・ （1）「中小企業者」（個人企業主含む）
・ （2）「中小企業者で構成されるグループ」
・ （3）「地域団体商標の外国出願」については商工会議所、商工会、NPO 法人等。
・ （4）外国への特許、実用新案、意匠又は商標出願を予定していること（複数案件も可）
※応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願を行っており、採択後に同内
容の出願を外国へ年度内に出願（PCT 国際出願に基づく国内移行及びマドプロ出願、意匠のハーグ出
願を含む）を行う予定の案件。

○選定基準

・ 先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
・ 助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、「当該権利を活用した事業展開
を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」中小
企業者等であること等
○補助対象経費

外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等
○補助率・上限額

・ 補助率：1/2
・ 上限額：1 企業に対する上限額：300 万円（複数案件の場合）
・ 案件ごとの上限額：特許 150 万円
実用新案・意匠・商標 60 万円
冒認対策商標（※）：30 万円
（※）冒認対策商標：第三者による抜け駆け出願（冒認出願）の対策を目的とした商標出願
●公募期間 平成２８年５月１９日（木）～６月２４日（金）
●内容等に関してのお問い合わせは、

ひろしま産振構 外国出願

検索

（公財）ひろしま産業振興機構ホームページ
または（公財）ひろしま産業振興機構 中小企業知財支援センター（担当：越智 082-240-7718）
までお問合せください。

２．特許庁からのお知らせ
～インターネット出願ソフトの仕様ＯＳに関する注意（Ｗｉｎｄｏｗｓ10 関係）について～
Windows１０ に、インターネット出願ソフトは対応しておりません。
平成２８年７月頃、対応予定です。パソコンの買換え等を予定されている方はご注意ください。

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/4_news/5_os/05_38.html
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■ 営業秘密に関するレポート

会社のヒミツを守るには（第二回）
－法律が大きく改正され、本年１月から施行されています－
INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）“営業秘密１１０番”
知的財産戦略アドバイザー 小原 荘平（おはら そうへい）

はじめに
前回（第一回）は、「営業秘密とは何か」について学びました。
営業秘密には、技術上の情報も含まれること。
法律で定義された営業秘密には、①秘密管理性、②有用性、③非公知性、の三つの要件があり、実務
ではその中の「秘密管理性」が重要であることなど、をご説明しました。
今回は、罰則の大幅強化など、大きく改正され、本年 1月から施行されている不正競争防止法で、会
社の営業秘密が不幸にも流出してしまった場合に、法律的にどのような救済が受けられるかを中心に解
説します。

不正競争防止法の改正
昭和初期に制定された不正競争防止法に、営業秘密の規定が導入されたのは平成二年になってからの
ことで、当初は民事的な保護だけでした。
図１に示すように、その後これまでに何回もの法改正を重ね、営業秘密の保護が強化されてきまし
た。

図１ 不正競争防止法におけるこれまでの営業秘密に関する法改正

会社の営業秘密（前号でご説明した三つの要件を満たす情報資産）が不幸にも流出した場合に、侵
害行為が、不正競争防止法の類型（なにをしたら営業秘密の侵害行為になるか）にあてはまれば１）、民
事的な保護、さらには刑事的な保護を受けられる可能性があります。
その不正競争防止法について、
① 秘密情報の不正な取得や使用に対する罰則の大幅強化
② 営業秘密侵害罪となる対象者や対象行為を大幅に拡大
する法改正が行われ、本年（2
016年）１月１日から施行されています。
企業間の国際競争が激しくなって行く中で、我が国の産業競争力や雇用の基盤として、企業情報の
重要性が大きくなっています。その一方で、前号でご紹介した様に、国家的な財産とも言えるような
重要な技術情報の海外への流出事件が相次いで起こるなど、企業情報の漏えいリスクが大きくなって
います。２）
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図２ 不正競争防止法改正（本年１月より施行）の概要（刑事罰を主とした抜粋）

大幅な罰則強化の目的は、このような状況下で、営業秘密を盗もうとする行為者への抑止効果（犯
行を思いとどまらせる効果）を狙ったものです。
「不正漏えいが割に合わない社会の構築をめざす」
と言うこともできるでしょう。
図２に、改正内容の概要を示しました。
改正後は、図２の右側に示した様に、米国、ドイツ、韓国など法律で厳しい罰則を規定している諸
外国と比較しても遜色のない内容になっています。３），４），５）

民事的保護について
不幸にして営業秘密が流出してしまった場合、以下の請求ができます。
① 差止め請求： 侵害行為をやめさせる
② 損害賠償請求： 経済的損失を賠償させる
今回の法改正では、（従来大きな負担であった）原告の立証負担の軽減がはかられています。営
業秘密の使用行為は、被告（加害者）の工場内などで行われることが多いため、ほとんどの民事
裁判では、原告（被害者）が侵害立証の証拠を持てない実情を考慮して導入されました。
③ 信用回復措置 信用の回復をはかるため新聞への謝罪広告掲載などを要求する

刑事的保護について
さらに、下記のような刑事罰が適用される場合があります。
① 一定の営業秘密の不正取得・領得・不正使用・不正開示の行為について
「１０年以下の懲役又は２０００万円以下（※海外重課は３０００万円以下）の罰金、又はその
両方」を科すこと としています。
改正によって、罰金刑の上限が他の知的財産権侵害の場合に比べて高くなりました。その理由は、
営業秘密は特許権などのように権利化されたものではなく、一度漏えいしてしまうと容易に拡散
し、回復が困難で、価値が大きく失われてしまうことを重視したからです。６）
② 国外での侵害も対象になります
今回の法改正の結果、日本国内の事業者が保有する国内、海外（のサーバー等）に保有された営
業秘密の使用・開示・取得行為が対象になりました。
③ 法人の業務に関し営業秘密侵害罪が行われた場合、行為者（犯人）だけでなく「法人も５億円以
下（※海外重課は１０億円以下）の罰金」と なり得ます。

3

図３ 営業秘密の民事的保護

図４ 営業秘密の刑事的保護

※海外重課とは
流出した営業秘密が海外で使用されると、日本の雇用や経済などへの悪影響が、国内のみの流出よりもずっ
と大きくなるという判断等から、海外への情報流出を重く見て、今回の法改正で加えられた罰金刑です。

上記の罰則強化のほかにも、以下に挙げたような大幅な法改正が行われたことを知っておいてくだ
さい。
・犯罪収益の没収：新日鐵住金事件２）のように、行為者（犯人）への報酬が罰金の最高額より遙か
に高い場合もあり行為者の｢やり得｣にならないようにするために、侵害によって得た報酬・収益
等を（民事訴訟とは別に）国が上限なく全額没収することが可能になりました。

・未遂犯も処罰の対象に： 一旦営業秘密が不正取得されれば、インターネットを通じてその情報が
瞬時に世界中に拡散されてしまうなど、未遂段階でも実質的価値を失わせる危険性が相当に髙い
ため今回の法改正で導入されました。
・非親告罪化：告訴がなくても、警察などが独自の判断で捜査をはじめることができるようになり
ました。
・営業秘密侵害品の流通規制の導入（刑事・民事ともに適用）
：技術上の秘密を使用する行為により
生じたもの（営業秘密を不正に利用して製造された物品）の譲渡等が、新たに不正競争行為に追
加されました。

法人処罰について
行為者（犯人）だけでなく、企業が刑事罰を科せられる場合があります。
この法人処罰は「両罰規定」とも呼ばれ、我が国では罰金の上限額が最も重いものです。
昨年６月、前職の企業情報を持ち込んだ転職者を受け入れた横浜市の中小企業（従業員 5
0名弱）に、
この規定がはじめて適用され、行為者（転職者）だけでなく、法人（会社）も書類送検されました７）。
会社規模の大小を問わず、人材の流動が活発になって
います。
経営者は、採用した転職者が他社の営業秘密
を自社に持ち込むリスクに、より一層注意する
ことが必要です。
我が国の罰金刑の最高限度額が「営業秘密に
関する法人処罰」なのですから、会社の重責を
担っている経営幹部が「営業秘密なんて、わが
社には関係ない」などと、言ってはいられませ
ん。
図５ 転職者を受け入れた会社が刑事罰の対象に
なった（「両罰規定」を適用された）事件
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警察に駆け込む場合の注意
会社の重要な秘密が盗まれたことが分かった場合、多くのみなさんは、金品の盗難と同じように｢
す
ぐさま警察に駆け込み、被害を届け出る｣行動を取ろうとするかも知れません。
でも、その前にちょっと待って下さい。最寄りの警察署に駆け込んだとき、営業秘密流出事件を扱
った経験のない署員が対応する場合もあり得ます。｢あなたの会社の営業秘密満載｣の被害調書が関係
各所に回覧され、｢極秘にしていた虎の子の企業秘密が、さらに広い範囲に知れ渡ってしまう｣ような
二次被害を招く結果になることが起こらないとも限りません。
実際には、
たとえば｢化合物○○については化合物Ａと、温度△△については温度Ｘと置き換える｣の様に、秘
密の部分の｢
言い換え表｣を作るなど、調書などの書面から秘密が分からない様にする工夫が必要です。
INPITは、（各都道府県警察を指揮監督する）警察庁と連携しています。いきなり近所の警察署に駆け
込む前に、I
NPIT営業秘密１１０番（電話 03-3
5811101内線 38
44）、あるいは、専門家（経験のある
弁護士等）に相談するようにして下さい。
直接警察に相談する場合は、都道府県警察本部の営業秘密侵害事犯担当（連絡先は「秘密情報の保
護ハンドブック」８）にあります）に連絡するようにしてください。

裁判の場合
また、営業秘密に関する裁判では、裁判記録の閲覧制限や、公開の法廷に傍聴に来たライバル会社
の社員に、証拠として提出した自社の営業秘密が知られてしまわぬような特別の措置を取ってもらえ
ることなど、民事、刑事裁判それぞれで訴訟手続における営業秘密の保護措置が講じられています。
（そ
もそも、訴訟手続きにより公開されてしまったら「非公知」の要件を欠き、営業秘密ではなくなって
しまいます。
）
上記のような措置によって、捜査・裁判の段階で秘密情報の意図しない開示がされる心配がなくな
ったこと（平成２３年１２月１日の法改正で秘密性を維持したまま刑事裁判をすることが可能になり
ました）、そして被害が一企業に留まらないケースなどでは刑事訴訟を行うか否かの判断を一企業に委
ねることが適当でない場合もあることなどが、今回の法改正で「告訴の非親告罪化」が導入された背
景になっています

他者（社）の情報も守りましょう
これまで、自分（自社）の情報について述べて来ましたが、他者（社）から伝えられた（開示され
た）情報についても、自社のものと同様な管理をすることが重要です。共同開発を行うような場合、
自社情報と他社情報が混在し、どちらが開発した（あるいは元々持っていた）技術か分からなくなっ
てしまい、誤って他社情報をもとに特許出願をしてしまったり、学会で他社情報を発表し開示してし
まうなど、後々様々なトラブルの原因になります。
共同・受託研究など、秘密保持契約を交わして受領した顧客や提携企業の秘密情報は、自社の情報
と分離して保管するなど、｢他社の情報｣と、はっきり分かる様な管理をしましょう。
他社の製品や発注書が置かれている工場に第三者を入れる際には、必ずプラスチックの遮蔽板で隠
すなどを実施している立派な中小企業もあります９），１０）。

退職者について
企業情報の漏えいでは、退職者が営業秘密を持ち出すケースが多く見られます。
雇用環境の変化にともない、企業規模の大小を問わず人材の流動が活発になり ｢人（従業員）による
漏えいリスク｣が、ひじょうに大きくなっています。
退職者とは、
・秘密保持契約：特定の情報を外部に持ち出してはいけないという義務
・競業避止（きょうぎょうひし）義務： 期間・地域・職種などいくつかの条件のもとで競合他社に
転職しない義務
を交わすことが、なされます。
秘密の対象が広範に及ぶような契約は、裁判等で争った場合に契約自体が無効と判断される場合も
あり要注意です。
企業の人事担当者から「すでに転職先を決めてしまっている退職希望者が、上記契約書への署名を
渋るケースがある」と、ときどき耳にします。従業員とは、退職時に秘密保持契約を締結する場合が
あることを事前に周知しておくことや、社内で新しいプロジェクトを開始した時、異動時、昇進時な
どの節目ごとに、これらの契約を交わす様にするなどの工夫が必要かも知れません。
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転職者について
逆に、採用の際にも注意が必要です。
とくに、競合会社の退職者を受け入れる場合には、その企業からの営業秘密漏えいの疑いがかけら
れる可能性が高いので、じゅうぶんに注意しましょう。
転職者には
・以前の会社と、退職時にどのような約束（秘密保持契約／競業避止義務など）を交わして来たか、
内容の確認
および
・前職の営業秘密を、現職で使用しない旨の誓約書を交わす
などをしておくべきです。
訴訟対策には「相当の注意を払ったことが証明できる程度の対策」が必要です
転職者の持ち込む情報によって、思いも寄らぬ｢差止め｣､｢損害賠償｣､｢刑事罰｣などを受けぬ様に注意
しましょう。
ここまでが、二回目です
法律の話が多く、ちょっとお疲れになったかも知れません。
でも、不正競争防止法改正の趣旨は「犯罪の抑止」ですので、今回ご説明した内容は、ぜひ経営トッ
プを含む従業者全員に周知徹底して下さる様にお願いします。
なお、本稿の意見にわたる部分は、すべて筆者の個人的見解に基づくものであり、筆者が所属する
組織の見解を示すものではありません。
次号では「職場で営業秘密管理体制を作るには、まず何からはじめたら良いか」などについて具体
的にご説明いたします。
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著者略歴

小原 荘平（おはら そうへい）

昭和５５年 東北大学大学院工学研究科修士課程修了 同年日本ビクター(株)（現
JVC ケンウッド）入社、技術開発部門、法務・知財部門に在籍。
平成２６年から独立行政法人工業所有権情報・研修館 知的財産戦略アドバイザー。
現在に至る。

連絡先：０３（３５８１）１１０１ 特許庁代表 内線３８４４

【６月号に続く】
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■ 会員紹介

Ｖｏｌ．２４

このコーナーでは、ご寄稿いただいた資料を基に会員の皆様の企業情報を紹介しています。
今回は、「マナック株式会社」様です！

海水化学をルーツとするマナックは、長年にわたり蓄積した臭素化・ヨウ素化の技術力・開発力
を強みに、電子・情報・医薬といった先端技術産業のパートナーとして様々な素材の高機能化に応
えてきました。今後はさらに提案型研究開発に力を入れ、製品の川下展開と高付加価値化による事
業の拡大を目指します。

【会社概要】
◆ 創業：1948 年
◆ 代表者：代表取締役社長 杉之原 祥二
◆ 所在地：
（本社・福山工場） 広島県福山市箕沖町 92 番地
（東京支社）

東京都中央区日本橋 3 丁目 8 番 4 号 日本橋さくら通りビル

（大阪営業所）

大阪市中央区北浜 3 丁目 5 番 22 号 オリックス淀屋橋ビル

◆ 資本金：17 億 5,750 万円
◆ 従業員：190 名
◆ HP：http://www.manac-inc.co.jp/

【事業領域】
難燃剤事業
電気・電子分野のプラスチックに添加する難燃剤として、高耐
熱性・耐候性・ノンブリードなどの特徴を追求した高機能難燃剤
エンプラ用難燃剤の用途例

の生産・開発を行っています。
ファインケミカル事業
より難易度の高い臭素化・ヨウ素化技術に取り組み、機能材料
（高機能ポリイミド）
・電子材料（OPC 材料や有機 EL 材料等）
・
医薬分野（医薬中間体や医薬品原薬）でスピーディかつタイムリ
ーに付加価値の高い製品を送り出しています。

OPC 材料

ヘルスサポート事業

海水成分をより高純度化し、医薬・食品等の分野に安定供給して半世紀の信頼と実績を誇る事業。
さらに健康支援ビジネスへの展開を図っています。

７

■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”

知財トピックス（2016.5）

登録無効が認められなかった「フランク三浦」商標について

特許業務法人 前田特許事務所
弁理士 大石憲一

今回の知財ニュースは、高級時計「フランク・ミュラー」と「フランク三浦」の時計に係
る商標権の争いです。具体的には、知財高裁が特許庁の下した「フランク三浦」という登録
商標の無効審決を、取り消した判決（結果的に登録商標は存続します）についてです。

マスコミでも、取り上げられましたので、ご存じの方も多いと思いますが、スイスの高級
腕時計である「フランク・ミュラー」に、発音が類似する登録商標「フランク三浦」（上記
本件商標）について、知財高裁は、先月 1
2日、特許庁が下した商標登録を無効した審決を
取り消す判決を言い渡しました（平成 27年（行ケ）第 10219号）。
商標の類似は、一般に、外観（見た目）、称呼（発音）、観念（意味合い）の三要素で、判
断を行い、どれか一つでも類似していたら、原則、類似と判断されます。もっとも、実際の
取引実情をも考慮して類否判断するというのが、現在の判断基準です。
パロディ商標に関しては、以前に、プーマ社の著名商標「PUMA」をもじった商標「KUMA」
について、商標登録の無効審決の取り消しを求めた裁判で、無効審決を維持する判決（結果
的に登録商標は消滅します）が出ており（知財高裁平成 24年（行ケ）第 10454号）
、判断が
難しいですが、こうしたパロディ商標についても、通常の商標の同様に、個別具体的に判断
が求められるのだと思います。
今回は、「本件商標と引用商標１は、称呼において類似するが、その外観において明確に
区別し得るものであり、さらに、本件商標からは、「フランク三浦」との名ないしは名称を
用いる日本人ないしは日本と関係を有する人物との観念が生じるのに対し、引用商標１から
は，外国の高級ブランドである被告商品の観念が生じるから，両者は観念において大きく相
違する。」と判断され、非類似との判断がなされています。すなわち、外観と観念の違いが
大きいので、称呼が類似していても、全体として、非類似と判断されたのです。
なお、両社の商品は、文字盤等が似ているため、仮に、フランク・ミュラー側が、不正競
争防止法で、時計全体も含めて著名表示冒用行為であるとして、差し止め等を求めた場合に
は、認められるかも知れません。
以上
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■ セミナー、工場見学会等のお知らせ
❏ 東友会協同組合＆広島県発明協会連携企画 フマキラー株式会社広島工場 見学会
■日時：平成２８年６月１６日（木） １３：３０～１６：００（受付１３：００～）
■場所：フマキラー株式会社広島工場 （廿日市市梅原１－１１－１３） ※現地集合、現地解散です。
■参加者：東友会協同組合員、広島県発明協会会員
■定員：１５名程度 ※原則として、１社２名様まででお願いいたします。
■参加費：無料
■締切：６月３日（金）

❏ 会社のヒミツを守るには ～あなたの会社の独自技術をシッカリ守り、活かすために～
■日時：＜広島会場＞平成２８年６月１７日（金） ＜福山会場＞平成２８年７月１５日（金）
開催時間は、両会場とも １３：３０～１５：３０
■場所：＜広島会場＞ 広島発明会館 ４階 研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１）
＜福山会場＞ 福山商工会議所 ３階 ３０４会議室 （福山市西町２－１０－１）
■定員：＜広島会場＞４０名
＜福山会場＞３６名
■講師：（独）工業所有権情報・研修館 営業秘密管理担当 知的財産戦略アドバイザー
＜広島会場＞古田 恵夫 氏 ＜福山会場＞小原 荘平 氏
■受講料：無料

❏ （一社）広島県発明協会総会記念講演会 『戦後ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ１００選に向けて』（仮題）
■日時：平成２８年６月２３日（木） １５：００～１６：３０
■場所：広島市工業技術センター ３階 研修室 （広島市中区千田町３－８－２４）
■講師：及川 耕造 氏 公益社団法人発明協会副会長 特許庁元長官
■参加費：無料
■定員：７０名

❏ はじめての意匠・商標
■日時：平成２８年５月２６日（木） １３：３０～１６：００
■場所：広島発明会館 研修室（４Ｆ） （広島市中区千田町３－１３－１１）
■対象：技術部門・開発部門で知財を学びたい方、新入社員の方 等
■講師：井上 浩 氏 維新国際特許事務所 所長 弁理士
■受講料：会員 ３，８００円 （税込 4,104 円） ／ 一般 ７，６００円 （税込 8,208 円）
■募集：２０名

❏ ひろしま知財塾 初級編＜広島会場（春コース）・福山会場＞
■日時：＜広島会場＞

開催日近づく！
お早目にお申込
みください。

第１回 平成２８年６月２日（木）、第２回 平成２８年７月７日（木）、
第３回 平成２８年８月４日（木）
＜福山会場＞ 第１回 平成２８年６月１５日（水）、第２回 平成２８年７月２０日（水）、
第３回 平成２８年８月１７日（水）
※開催時間は各回１３：３０～１７：００
■場所：＜広島会場＞ 広島発明会館 ４階 研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１）
＜福山会場＞ 福山商工会議所 ３階 ３０５会議室 （福山市西町２－１０－１）
■対象：知財初心者（技術者、新入社員、知財兼任者等）
■講師：大石 憲一 氏 特許業務法人 前田特許事務所 弁理士
■受講料：会員 ３，８００円/１回（税込 4,104 円） ／ 一般 ７，６００円/１回（税込 8,208 円）
※３回続けて受講される場合、特別価格にて受講できます。
会員 １０，０００円/３回（税込 10,800 円） 一般 ２０，０００円/３回（税込 21,600 円）

■募集：各会場１０名程度
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■ 青少年創造性育成事業に関するお知らせ
❏ 少年少女発明クラブ活動報告

東広島市少年少女発明クラブ
親子創作教室(4/9)
「歯ブラシ自動車」参加者 96 名

東広島市少年少女発明クラブ
発足式(4/9)

広島少年少女発明クラブ
公開発明教室（4/10）
「羽ばたくチョウチョ」参加者 24 名

福山少年少女発明クラブ
公開教室(4/16)
「はんだコテ」参加者 12 名

呉市少年少女発明クラブ
公開発明創作教室(4/23)
「磁動でクネクネ」参加者 5 名

広島県知財総合支援窓口
第１回知財アドバイザー会議（4/14）

発明協会中国地域連携会議(4/19)

■ ４月の活動報告

広島県知財総合支援窓口
配置専門家連絡会議（4/13）

発明の日記念講演会（4/15）
「“あったらいいな”をカタチにする」
小林製薬の知財活動

講師 ： 小林製薬㈱ グループ統括本社
法務知財部知的財産グループ
グループ長 森雅樹 氏
参 加 人 数 ： ６２名

発明協会中四国ブロック会議(4/19・20)
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■ 広島県発明協会事務局からのお知らせ
❏ 理事会のご案内
下記の日程で、『平成２８年度一般社団法人広島県発明協会理事会』を開催いたします。理事・監事の皆
様におかれましてはご多用の折とは存じますが、ご出席賜りますようご案内方々お願い申し上げます。
決 算 理 事 会
総会後の理事会

平成２８年５月３０日（月） １４：００～
平成２８年６月２３日（木） ※総会終了後

❏ 定時総会のご案内
下記の日程で、『平成２８年度一般社団法人広島県発明協会定時総会』を開催いたします。会員の皆様
におかれましてはご多用の折とは存じますが、ご出席賜りますようご案内方々お願い申し上げます。
総会

平成２８年６月２３日（木） １３：３０～（総会記念講演会、交流会を開催予定）

❏ 広島県発明協会関連行事 ＜５月＞
9日

(月)

窓口事業関係者会議

11 日

(水)

技術者・開発者のための「はじめての特許」

13 日

(金)

広島県発明協会担当理事会

14 日

(土)

広島少年少女発明クラブ発足式、東広島市少年少女発明クラブ活動日

21 日

(土)

福山少年少女発明クラブ発足式

22 日

(日)

広島少年少女発明クラブ活動日

26 日

(木)

はじめての意匠・商標

28 日

(土)

呉市少年少女発明クラブ発足式、東広島少年少女発明クラブ活動日

30 日

(月)

広島県発明協会決算理事会

■ 新刊書籍のご案内 （２０１６年２月～２０１６年５月発行分）
◆会員割引について
★発明推進協会発行の各種書籍を本体価格より１０％ＯＦＦでご提供！！（送料実費）
★総額３，０００円以上（割引後の税抜き価格）のご注文で送料無料！
★ご注文・お問合せは（一社）広島県発明協会まで！！
≪新刊のご案内≫

※記載価格には消費税含。

内

書籍名 類似商品・役務審査基準
国際分類第 10‐2016 版対応
著作等 特許庁
価
格
会員価格

容

商標登録出願にあたっては、本書に記載している指定商
品あるいは指定役務にしたがって記載する必要がありま
す。また、分類を跨ぐような商品または役務を指定する際
に便利が良い他類間類似商品・役務一覧表や新旧類似
商品・役務対照表、索引等をこの 1 冊に集めています。本
書は、国際分類第 10‐2016 版に対応したものになります。

２，０００円
１，８００円

■ レクシスネクシス発行書籍のご案内

特別価格での購入チャンス！！

このたび、発明協会会員サービスの一環として、レクシスネクシス発行の書籍につきまして、特別
価格（10％引き）でご購入いただけることとなりました。
（詳しくは同封リーフレットをご覧ください）
購入を希望される方は、リーフレット裏面に必要事項を記載の上、平成２８年６月３０日（木）ま
でに、発明推進協会市場開発チームまでお送りください。
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