ロイド・パーカー
代表パートナー
東京

プロフィール
ホーガン・ロヴェルズのIPMT（知財、メディア、テクノロ
ジー）部門アジア代表であり、あらゆる業界のクライアント
に商標ポートフォリオ管理や権利の行使についてアドバイ
スを提供している。知財弁護士として25年以上の経験が
あり、弊所の海外事務所や世界150ヶ国超の他事務所と
の協力体制を通して、世界全域を網羅する総合的な知財
サービスを提供（係争案件および非係争案件を含む）。
世界最大手のマネージメントコンサルタント会社での豊富
な経験を活かし、ビジネス、戦略、実務のあらゆる観点か
ら法律アドバイスを提供している。
商標に関する従来型のアドバイスに留まらず、以下のよう
な革新的なアプローチを考案・採用している
「トータルブランドケア」という総合的な商標サービスを
考案し、その責任者を務めている。このサービスは、ブ
ランドの考案、商業化、価値や名声の保護に至るまで
のあらゆる段階において、商標法だけに留まらない
様々な関連法の観点から総合的なサポートを提供する
ものである。このサービスの一環として、ブランドの考
案、管理、保護の合理化に向け、最新のAI技術と弊所
の豊富な法律知識を合体させたオンラインプラット
フォームを近々導入する予定にしている。
また、弊所で毎年行っている100社以上のグローバル
企業を対象とした商標のベンチマーキング調査を主導。
その調査報告書では、各社の商標出願状況、権利の
行使、社内での商標管理などに関する様々なベンチ
マーキングデータが弊所クライアントに提供される。

電話
+81 3 5157 8256

FAX
+81 3 5157 8210

Ｅメール
lloyd.parker@hoganlovells.com

言語
英語
日本語

業務分野
商標・ブランド
知的財産
図形商標
トレードシークレット、秘密ノウハウ

業種
自動車

多数の中立的な法律事務所ランキング誌では
｢日本に拠点を置く優秀な知財弁護士｣として常に
高く評価されている。

コンシューマー
テクノロジー・メディア・通信

代表的な案件

専門分野

日本の三大自動車メーカーの1社に、150カ国以上での
商標出願、オフィスアクション、異議申立て、交渉、契約な
どを含むグローバルな商標ポートフォリオの管理について
助言を提供

商業取引における知的財産権

大手日本企業の代理人として、国際的なブランド保護の
戦略を策定・実行し、世界中で2億5千万個超の侵害品の
押収に成功
日本の大手家電メーカーに、商標調査、出願、第三者と
の交渉、侵害者に対する権利の行使を含むグローバルな
商標意匠ポートフォリオの管理について助言を提供
日本の医療機器メーカーに、ドメイン名の登録や更新、商
標のクリアランスサーチ、出願、登録を含むグローバルな
商標ポートフォリオの管理について助言を提供
日本の大手家電メーカーにグローバルなライセンス契約
について助言を提供
世界最大手の食品･飲料メーカーにブランドの登録および
保護について助言を提供

受賞歴
Ranked among the top 30 trademark experts in the
world, Legal Media Group's Expert Guides to the Top
30 Practitioners Worldwide Per Practice Area - Best
of the Best Global, 2019

知財に係る訴訟、仲裁、裁判外紛争
解決手続
知財戦略のカウンセリングおよびポー
トフォリオの作成

学歴および資格
学歴
京都外国語大学卒業
同志社大学卒業
University of Queensland, B.A.
University of Queensland, LL.B.
University of Queensland, B.Com

メンバーシップ
日本ライセンス協会 会員
国際商標協会(INTA) 会員
日本知的財産協会 会員
日本国際知的財産保護協会 会員

Leading individual in Intellectual Property, Chambers
Asia-Pacific, 2007-2020
Leading individual in Intellectual Property, Chambers
Global, 2005-2019

法曹協会登録・資格等
オーストラリア

Leading individual in Intellectual Property, Legal 500
Asia-Pacific, 2003-2020

連合王国（イングランドおよびウェー
ルズ）

Listed in Best Lawyers in Japan, Best Lawyers,
2017-2021

第一東京弁護士会（外国法事務弁護
士）

Leading individual in Japan for Enforcement and
Litigation/Prosecution and Strategy, World
Trademark Review 1000, 2015-2018
IP Star for trademark/copyright, Managing
Intellectual Property, IP Stars, 2014-2020
Leading individual in Intellectual Property, Who's
Who Legal Japan, 2014-2018
Sole winner of Client Choice Award for Trademark in
Japan, International Law Office, 2015
World IP Review Leader, 2015-2020

直近の講演・出版物等
当事務所主催イベント
Going Global 2018
当事務所主催イベント
グローバル商標実務セミナー
プレスリリース

裁判所登録
オーストラリア高等裁判所
連合王国（イングランドおよびウェー
ルズ）
クイーンズランド州最高裁判所

Accolades
Lloyd Parker is described as 'very

impressive, in tune with the client's
needs and open to suggestions.' He
is experienced at taking on complex
cross-border trade mark
matters, especially those related
to Asia and the Middle East.
Chambers Global 2016

商標分野で定評のあるジュリア・マセソン 弁護士の
入所により米国内の知財業務を強化
ニュースレター等
ロシア憲法裁判所が並行輸入に関する見解を発表
当事務所主催イベント
Going Global 2017

An ‘excellent all-rounder’, ‘client
focused’ practice head Lloyd Parker
leads on trade mark matters.

Legal 500 Asia Pacific 2016

ニュースレター等
米国国際取引委員会(ITC)のセオドア・エセックス行
政法判事がホーガン・ロヴェルズ知的財産部門に入
所

His area of strength lies in
trademark issues on an
international level, including
searches, filing applications,
oppositions and enforcement.
According to one source, 'he is
excellent - he has a very strong

passion in the field of trade marks
and at the same time is very flexible
in considering client requirements'

Chambers Asia-Pacific

...a practitioner who is 'detailed,
hard-working and understands how
Japanese companies work.'

Chambers Asia-Pacific 2018

"understands Japanese companies
well – what they need and how they
want their services delivered"

World Trademark Review 1000
2018

Lloyd is recognized as a 'leading IP
lawyer in Japan' by all the major
legal directories

Chambers Asia-Pacific 2019

