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日程が変更になる場合がありますので、電話及びE-mail等にてご確認ください。

INPIT鳥取県知財総合支援窓口のサイトでは予約状況の確認が随時できます。

(http://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tottori/）

♦商工会議所での特許等無料相談会

鳥取商工会議所 中小企業相談所 (TEL：0857-32-8005) 特許相談会 随時開催（オンライン）【独自開催】

T E L 東部窓口：0857-52-5894 西部窓口：0859-36-8300

E-mail torimado@toriton.or.jp

【 INPIT 鳥取県知財総合支援窓口 】お申し込み連絡先

※各図書館ではよろず支援拠点「ビジネス情報相談会」を同日開催しております。

月 日 相談担当 場 所（予約・問い合わせ先電話） 会場 時期

3月22日(火)
（3/28から変更）

上田弁護士
鳥取県産業振興機構 本部
（TEL:0857-52-5894)

1階 相談室 5,7,9,11,1,3月の
第4月曜日

月 日 相談担当 場 所（予約・問い合わせ先電話） 時期

3月8日(火) 知財コーディネーター 倉吉商工会議所 (TEL:0858-22-2191) 第2火曜日

3月9日(水) 知財コーディネーター 境港商工会議所 (TEL:0859-44-1111) 第2水曜日

3月16日(水) 知財コーディネーター 米子商工会議所 (TEL:0859-22-5131) 第3水曜日

♦弁理士駐在日

♦弁護士駐在日
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月 日 相談担当 場 所（予約・問い合わせ先電話） 会場 時期

3月1日(火) 田中俊夫弁理士
鳥取県産業振興機構 西部センター
（TEL:0859-36-8300)

2階 会議室 第1火曜日

3月2日(水) 中西弁理士
倉吉市立図書館

(TEL:0858-47-1183)
2階 情報交流室 第1水曜日

3月10日(木) 黒住弁理士
鳥取県産業振興機構 本部
（TEL:0857-52-5894)

1階 相談室 第2木曜日

3月15日(火) 田中秀明弁理士
鳥取県立図書館
（TEL：0857-26-8155）

2階 ミニ研修室 第3火曜日

3月18日(金) 田中俊夫弁理士
米子市立図書館
（TEL：0859-22-2612）

2階 研修室4 第3金曜日

3月24日(木) 中西弁理士
鳥取県産業振興機構 本部
（TEL:0857-52-5894)

1階 相談室 第4木曜日

※前日までに予約が入っていない場合は開催しません。

令和４年3月のINPIT 鳥取県知財総合支援窓口相談会

（開催時間 13:00～16:00）

「INPIT 鳥取県知財総合支援窓口」相談会のお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2月の相談会は下記の通り、
変更とさせていただきます。ご了承ください。

【ＷＥＢ会議方式（TV会議）で開催】

●2/28（月）田上弁護士 （会場：鳥取県産業振興機構
西部センター）

今後の状況によっては、3月の
相談会も、ＷＥＢ会議方式で
の開催や中止となる場合がご
ざいます。変更があった場合
はＩＮＰＩＴ 鳥取県知財総合
支援窓口のＨＰにてお知らせ
いたします。

※西部では
4,6,8,10,12,2月開催



企 業 名 有限会社 舶来フード

代 表 者 代表取締役 門脇 俊伸

所 在 地 〒692-0024 島根県安来市島田町427-1

電 話 0854-23-8800

Ｆ Ａ Ｘ 0854-22-3893

Ｕ Ｒ Ｌ https://hakuraifood.jp/

資本金 300万円

従業員 約100名

業種 飲食業

工場・支店
舶来屋、とんかつ繁昌亭新開店・道笑町店、ペントラ・マンマ

古民家レストラン中海の郷

業務内容
特色

牛肉100％ハンバーグ、ステーキ、とんかつ、エビフライ

ピッツァ、パスタ、蕎麦、天ぷら、どじょう料理

法人会員 企業ＰＲ

2

有限会社 舶来フード

豊かな食文化創造企業

わが社の自慢

創業51年、舶来屋の前身をスター
トとして、地域一番店を目指し営業
して参りました。舶来屋では山陰唯
一の牛100％ステーキハンバーグを
メインとして、繁昌亭のロース肉は
安心安全SPF奥出雲ポークを使用し
ており、豚では通常できない熟成の
お肉を提供することを可能にしまし
た。ペントラマンマは専用のピザ窯
を有し、オーブンでは届かない
500℃で焼き上げます。中海の郷は
地元の製粉屋さん監修の下、蕎麦に
も力を入れています。安来の「ど
じょう」が召し上がりいただける数
少ない店舗です。

コロナ感染症の中、地元のお客様
には変わらず通ってくださる方も
多く、感謝申し上げます。来店さ
れた際に「頑張ってね」などの声
かけは大きな励みになりました。
これからも店舗で手作りにこだわ
り、ソーシャルディスタンスの時
代とは逆行するようですが、人と
人とが関わりあえる素敵なお店で
ありたいです。食を通じて、皆様
が豊かな時間を過ごせますように。

担当者よりメッセージ

舶来屋

繁昌亭

中海の郷店内

ペントラ・マンマ店内

各店の人気メニュー 各店のロゴ



◆応募方法◆

応募にあたっては、所定の地方発明表彰調査表に記入要領に従って必要事項を記入し、必要書類を添

付の上、正１通、副３通（正の写し）の計４通を鳥取県発明協会に提出してください。なお、調査表そ

の他の応募書類は一切返却しません。また、調査表に記載された事項は審査にのみ用いられ、第三者に

提供、開示等することはありません。ただし受賞者発表時における発明の名称、発明者等の氏名、企業

名、所属部署名等の公表は除きます。

調査表は(公社)発明協会ホームページ(http://koueki.jiii.or.jp/)からダウンロード又は、鳥取県発明

協会までご請求ください。

地方発明表彰は、各地方における発明の奨励・育成を図り、

科学技術の向上と地域産業の振興に寄与することを目的として
大正１０年に開始されたものです。全国を８地方に分け、各地
方において優秀な発明、考案、又は意匠（以下「発明等」とい
う）を完成された方々、発明等の実施化に尽力された方々、発
明等の指導、育成、奨励に貢献された方々の功績を称え顕彰す
るものです。

令和４年度 中国地方発明表彰式は鳥取県にて開催されます。
詳細は折込チラシ、または鳥取県発明協会へご連絡ご確認のうえ
応募してください。

受 付 期 間：令和４年２月１日（火）～３月３１日（木）必着
書類送付先：（一社）鳥取県発明協会

〒689-1112 鳥取市若葉台南７－５－１

発 表：令和４年９月から１０月に鳥取県発明協会から受賞者に通知します。

表 彰 式：令和４年１０月２８日（金）

ホテルモナーク鳥取

〒680-0834   鳥取市永楽温泉町４０３

【お問合せ先】
一般社団法人鳥取県発明協会（〒689-1112 鳥取市若葉台南7-5-1）
電話：0857-52-6728 FAX：0857-52-6674 E-mail：hatsu@toriton.or.jp

募集 令和４年度 中国地方発明表彰

令和３年度中国地方発明表彰の様子（山口市）

◆応募の注意◆

(1)同一発明者等が、本表彰に同時に複数応募することはできません。

(2)関連発明（考案、意匠）の発明者（考案者、創作者）は、本表彰の対象とはなりません。

(3)令和４年度全国発明表彰に応募中の案件は、本表彰に応募することはできません。

(4)登録実用新案については、応募書類に技術評価書を添付してください。
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開催
報告

令和３年度 第２回「発コンＪｒ.」個別表彰式
（発明楽コンテストジュニア）

テーマ ：身の回りにあったらいいなと思うアイデア
タイトル：「すべてお見通しだ！ウイルス発見メガネ」
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鳥取市立世紀小学校

４年 中島 星 さん
鳥取県知事賞

米子市立福米中学校

３年 岡 美月 さん

テーマ ：身の回りにあったらいいなと思うアイデア
タイトル：「ecoサーバー」

BSS山陰放送から取材を受け
テレポート山陰で放映されました。

山本常務理事 岡さん
小倉先生 藤原校長先生

鳥取県知事賞

中島さん 中村課長補佐先生方 吉川校長先生 中村課長補佐
中島さんとご家族

第２回「発コンＪｒ.」において、応募総数１１０点の中から、入賞された11点16人の児童生徒の

皆さんへ、各学校を訪問し個別表彰式を行いました。表彰式は校長室で行われ、鳥取県商工労働部中

村課長補佐、鳥取県発明協会山本常務理事より賞状・楯・図書カードを授与いたしました。「入賞す

ると思わなかったので驚いた」「昨年度入賞を逃したのでリベンジできて嬉しかった」など笑顔で感

想を述べてくださいました。

伯耆町立岸本小学校 ４年 手槌 成珠さん
テーマ ：身の回りにあったらいいなと思うアイデア
タイトル：お花がかれないように見守きかい

テーマ ：困っている人が助かるアイデア
タイトル：いつでも安全へんしんつえ！

伯耆町立岸本小学校 ４年 山本 凪紗さん

山本常務理事 山本さん 手槌さん 足立先生 齋藤校長先生

鳥取県教育委員会教育長賞とりだい病院長賞



開催
報告

アイデアの詳細は鳥取県発明協会の
HPでご覧いただけます。
（https://tottori-hatsumei.or.jp/）
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田村さん

鳥取市立鹿野学園王舎城学舎 ２年 田村 優衣さん
テーマ ：「もったいない」をなくすアイデア
タイトル：お家でできる『紙製造機～紙吹雪～』

坂口先生 高藤教頭先生
田村さん 村上先生

鳥取県教育委員会教育長賞
鳥取市立湖山小学校 ６年 北本 遥煌 さん

テーマ ：困っている人が助かるアイデア
タイトル：タイヤが変化‼トレルッすチェアー

鳥取県商工会議所連合会長賞

鳥取市立青谷小学校 ５年 徳吉 奏人さ ん

テーマ ：困っている人が助かるアイデア
タイトル：農業ロボ

鳥取県商工会連合会長賞

志和校長先生 北本さん 山本常務理事

徳吉さん 奥谷校長先生

米子市立彦名小学校

５年 小笹 蒼空 さん

テーマ ：困っている人が助かるアイデア
タイトル：点字の書いてある値札

発コンＪｒ.奨励賞 倉吉立西中学校 １年

チーム名：blue flower heart

石賀 葵 さん 津田 瑠璃 さん

山本 花依 さん 門脇 こころ さん
テーマ ：身の回りにあったらいいなと思うアイデア
タイトル：機能性＆ポケット重視！ウエストバッグ

松嶋校長先生 早川先生 山本常務理事
お友達と小笹さん

発明協会長賞
青翔開智中学校 チーム名：Green Earth

１年 福田 百花さ ん 林 來美さん
テーマ
：「もったいない」をなくすアイデア
タイトル：triangle cleaner

井手野先生 織田澤校長先生
Green Earthの皆さん

blue flower heartの皆さん 御舩校長先生

BSS山陰放送社長賞

大山町立名和小学校 グループ名：もてぃーず

６年 貝本 芽さん ４年 貝本 結さん

テーマ ：身の回りにあったらいいなと思うアイデア
：もったいない」をなくすアイデア

タイトル： TC BANK（Toy.Comic)

（都合により、事務の先生にお渡しいたしました。後日、校内で表彰式をしていただけるそうです。）

＊応募用紙を縮小して印刷しているためイラストが不鮮明なものがあります。ご了承ください。
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お知
らせ

令和3年特許法等改正に伴う料金改定

（令和4年4月1日施行）

「特許法等の一部を改正する法律」及び「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に
関する政令」（以下、「改正法等」といいます。）の施行に伴い、特許関係料金、商標関係料金及び国際出
願に係る国際調査手数料等が改定されることとなります。
なお、特許料、登録料（実用新案、意匠、商標）等について、法律において金額の上限を法定した上で、具
体的な金額は政令に委任することとしています。
改正法等の施行日（令和4年4月1日）以降の各種料金及び施行日前後における新旧料金適用の考え方は、以
下のとおりとなります。※一部を紹介します。

1. 令和4年4月1日に改定される料金

項目 改定前金額 改定後金額

特許料（第1年から第3年まで） 毎年 2,100円＋（請求項の数×200円） 毎年 4,300円＋（請求項の数×300円）

（第4年から第6年まで） 毎年 6,400円＋（請求項の数×500円） 毎年 10,300円＋（請求項の数×800円）

（第7年から第9年まで） 毎年 19,300円＋（請求項の数×1,500円） 毎年 24,800円＋（請求項の数×1,900円）

（第10年から第25年まで） 毎年 55,400円＋（請求項の数×4,300円） 毎年 59,400円＋（請求項の数×4,600円）

項目 改定前金額 改定後金額

商標登録料 区分数×28,200円 区分数×32,900円

分納額（前期・後期支払分） 区分数×16,400円 区分数×17,200円

更新登録申請 区分数×38,800円 区分数×43,600円

分納額（前期・後期支払分） 区分数×22,600円 区分数×22,800円

防護標章登録料 区分数×28,200円 区分数×32,900円

防護標章更新登録料 区分数×33,400円 区分数×37,500円

（2）商標登録料（商標法施行令第4条）

（3）国際出願（特許、実用新案）関係手数料（特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第2条）

項目 改定前金額 改定後金額

送付手数料＋調査手数料（日本語） 80,000円（内 送付手数料10,000円） 160,000円（内 送付手数料17,000円）

送付手数料＋調査手数料（英語） 166,000円（内 送付手数料10,000円） 186,000円（内 送付手数料17,000円）

国際調査の追加手数料（日本語） 60,000円×（請求の範囲の発明の数-1） 105,000円×（請求の範囲の発明の数-1）

国際調査の追加手数料（英語） 126,000円×（請求の範囲の発明の数-1） 168,000円×（請求の範囲の発明の数-1）

予備審査手数料（日本語） 26,000円 34,000円

予備審査手数料（英語） 58,000円 69,000円

予備審査の追加手数料（日本語） 15,000円×（請求の範囲の発明の数-1） 28,000円×（請求の範囲の発明の数-1）

予備審査の追加手数料（英語） 34,000円×（請求の範囲の発明の数-1） 45,000円×（請求の範囲の発明の数-1）

（4）国際登録出願（商標）関係手数料（特許法等関係手数料令第3条の2）

項目 改定前金額 改定後金額

個別指定手数料（登録料相当分） 区分数×28,200円 区分数×32,900円

個別指定手数料（更新登録料相当分） 区分数×38,800円 区分数×43,600円

（1）特許料（平成16年4月1日以降に審査請求をした出願）（特許法施行令第8条の2）

◆詳しくは特許庁のＨＰをご確認ください。
→https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/kaisei/2022_ryokinkaitei.html

◆INPIT鳥取県知財総合支援窓口でもご相談をお受けいたします。
☎0857-52-5894までお気軽にお問い合わせください。
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鳥取県知的所有権センター担当者より

『鳥取諸々』

（一社）鳥取県発明協会

事務補助者

前場 弥生

開催
案内 令和３年度（一社）鳥取県発明協会 第２回理事会

役員の皆さま

よろしく

お願いいたします。

◆日 時：令和４年３月25日（金）１３時３０分から１５時００分まで
◆開催方法：ZOOMによるオンライン参加と対面での参加の

ハイブリット形式で行います。
◆議 題：令和４年度 事業計画及び収入支出予算報告について 他

令和３年度（一社）鳥取県発明協会 第2回理事会を下記のとおり開催いたします。

昨年７月より、鳥取県発明協会で事務補助を担当しております前場です。

長く県外におりましたが久しぶりの地元での就業になります。目下の敵は雪道です。

久々の鳥取で感じたのは、新築の戸建てがすごい勢いで増えていること。

うちの近所のかつて田んぼだったところがどんどん住宅地になっています。

そしてどの家庭も当然2台かそれ以上の車を所持、新車も多く見られます。

オーナーは若い方が多いように見受けられますが、新築戸建て、夫婦共に車持ち、子育て･･･

鳥取の財力に正直とても驚いております。

なので都道府県別年収ランキングというのを見てみました。

鳥取、24位。

思った以上に上位でした。

もっと驚いたのが島根の18位。

山陰がそんなことになっていたとは。。

県外へ出稼ぎに行っていた私としては完全に鳥取をナメてました。

あるとこにはあるんですね。

その反面、駅前のシャッター商店街ぶりや古い空き家の多さも目につきます。

先日空き家をリノベーションしたお家を見る機会がありましたが、中身はほぼ新築でした。

これなら外観古くても住みたいかも！ と思いましたが、まあまあのお値段でした。

ですがそこは鳥取の財力に期待して少しでも空き家が減るよう願っております。

そんな鳥取、今年の都道府県民意識調査で「暮らしやすさ」を感じる割合が

まさかの全国1位（前回26位）だったそうです。

この急上昇にはコロナ禍で外出しなくなったこと、急速なネットの普及で

田舎の弱点が薄まったこと等が影響していると思われますが、

コロナ禍だからこそ鳥取の良さがより引き出されたような気がしています。



鳥取県発明協会の会員様は
発明推進協会発行の書籍が

20%OFFになります。

【書籍申し込み・入会お問い合わせ】
一般社団法人鳥取県発明協会

☎ 0857-52-6728 E-Mail：hatsu@toriton.or.jp

書籍のお知らせ（発明推進協会の本2022.2）
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鳥取県発明協会 会員価格： 2,200円

令和３年改正法の一部を掲載した知財法規集！

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

発明推進協会 編

A6判 1328頁 定価2,750円/送料310円

ISBN978-4-8271-1359-4

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を「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。

鳥取県発明協会 会員価格： 3,080円

正林国際特許商標事務所（企画）
瓜本忠夫（弁理士） ヴァンワウ雅美 大熊雄治（弁理士） 著

A5判 400頁 定価3,850円/送料360円
ISBN978-4-8271-1362-4 

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

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。

鳥取県発明協会 会員価格： 2,640円

待望の2021年度版！

実務家のための
知的財産権判例70選
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

ISBN978-4-8271-1363-1

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。

鳥取県発明協会 会員価格： 2,376円

台湾実務ガイドシリーズから新作、出ました！

台湾商標実務ガイド

本書は、日本企業の法務や知財部、特許事務所や法律事務所の外国案件の担
当者を対象としています。
台湾における商標出願、商標及び商品・役務の類否判断、拒絶査定後の行政

救済、各種審判、訴訟（民事・刑事）、公平公易法（不正競争防止法）そして
模倣品対策や税関登録などの権利保護・行使に関する内容を、実務経験豊富な
専門家が幅広く解説しています。最新の判例や台湾の商標に関する「こぼれば
なし」も多数掲載しています。
是非、2020 年発行「台湾専利実務ガイド」とあわせてお買い求めく

ださい。

黄 瑞賢・降幡 快 著

A5判 288頁 定価2,970円/送料310円
ISBN978-4-8271-1357-0

鳥取県発明協会 会員価格： 2,376円

白鳥 綱重著

A5判 368頁 定価2,970円/送料310円
ISBN978-4-8271-1364-8

クスッと笑えて腑に落ちる！

著作権法ガイダンス

著作権法を学習するならこの一冊！ 実は身近な著作権法は、私たちにとっ
て必須の知識。
本書は、そのような著作権法を体系的に理解できるよう工夫を施し、主要な

裁判例やポイントを押さえた平易な解説により、確かな理解につなげます。ク
スッと笑える要素も随所に散りばめており、読者それぞれの学習深度に応じて、
効率的に学べます。令和３年の法改正の内容も盛り込んでいます。

鳥取県発明協会 会員価格：616円

令和３年特許法等の一部改正！

産業財産権法の解説

特許庁総務部総務課制度審議室編

A5判 184頁 定価770円/送料310円

ISBN978-4-8271-1365-5

令和３年５月21日に法律第42号として公布された「特許法等の一部を改正
する法律」（以下、本改正）は、特許権等の権利回復の要件の変更、特許権等
侵害訴訟等における第三者意見募集制度の導入、口頭審理期日等における当事
者等の出頭のオンライン化、訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の
見直し、特許料等の料金改定等を骨子としています。
本書は、本改正について、「改正の必要性」「改正内容」「関連条文」とい

う３つの視点から法案の作成者が詳細に解説しています。
企業の知財担当者の方々や弁理士、研究者にとって必携の一冊です！
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鳥取県特許関係情報（令和4年1月）

◆商標登録状況◆

※詳細は公報にてご確認ください。

◆特許公報目次・実用新案登録公報目次◆

出願人氏名 発明の名称 公報番号 出願番号 出願日

株式会社サンテクノ 医療機器用管理システム及び医療機器用衝撃検知装置 2022-019029 2020-122565 2020/7/17

株式会社レクサー・リサーチ 業務計画最適化装置及び業務計画最適化方法 2022-008955 2021-165474 2021/10/7

株式会社田中製作所 羽根車の構造、羽根車の製造方法、羽根車の製造装置。 2022-006156 2020-215390 2020/12/24

菊川 清 バランス運動装置 2022-014202 2020-116416 2020/7/6

国立大学法人鳥取大学 医療装置 2022-012853 2020-114981 2020/7/2

国立大学法人鳥取大学 特徴学習装置、特徴抽出装置、特徴学習方法及びプログラム 2022-019108 2020-122703 2020/7/17

三洋テクノソリューションズ鳥取
株式会社

電池消耗判定回路および無線通信ユニット 2022-001841 2020-106458 2020/6/19

川本 弘 犬の糞の受け取り機 登-03235567 2021-004111 2021/9/27

株式会社Ｔｒａｎｓ Ｃｈｒｏｍｏｓ
ｏｍｉｃｓ

微小核細胞融合法による目的ＤＮＡを含む動物細胞の作製方法 特-07010442 2020-551235 2019/10/10

株式会社エッグ 計測器 特-06994876 2017-170075 2017/9/5

株式会社ニチラス 住宅の外壁軽量モルタル薄塗仕上げ工法 特-07007073 2020-173932 2020/10/15

株式会社ニッコン 自由勾配側溝の敷設方法 特-07012285 2017-173736 2017/9/11

株式会社レクサー・リサーチ
生産設計支援装置、生産設計支援方法及び生産設計支援プログ
ラム

特-06998064 2019-108281 2019/6/10

国立大学法人鳥取大学 画像処理方法、画像判定方法、プログラムおよび記録媒体 特-06996709 2018-015378 2018/1/31

国立大学法人鳥取大学 医療シミュレータ 特-07004883 2017-149616 2017/8/2

国立大学法人鳥取大学 微小核細胞融合法による目的ＤＮＡを含む動物細胞の作製方法 特-07010442 2020-551235 2019/10/10

佐々木 孝 自由勾配側溝の敷設方法 特-07012285 2017-173736 2017/9/11

増田 広利 自由勾配側溝の敷設方法 特-07012285 2017-173736 2017/9/11

鳥取県 医療シミュレータ 特-07004883 2017-149616 2017/8/2

商標権者 文字商標 登録番号 出願番号
指定商品

又は指定役務

株式会社はなふさ ＷＡＧＹＵＢＡＳＥ、和牛ベ－ス 6485504 2020-066481
第１８類 第２５類
第２９類 第３０類
第３５類 第４３類

有限会社米澤自転車店 ＳＥＥＫ、ＡＤＶＥＮＴＵＲＥ 6486837 2020-136406 第１２類 第１８類

有限会社米澤自転車店
Ｓ、ＳＰＩＮＢＩＫＥ、ＲＯＡＤＴＯＯＵＲＤＲＥＡＭ・、Ｓ

ＰＩＮ
6486838 2020-136407 第１２類

株式会社サンテクノ ＳＵＮＴＥＣＨＮＯ 6488392 2021-081107 第９類

株式会社サンテクノ 6488393 2021-081108 第９類

株式会社サンテクノ ＳＵＮＴＥＣＨＮＯ 6488394 2021-081109 第９類

みずほシール株式会社 ＬＡＭＰＳＩ、Ｒ、ＨＯＮＥＹ 6491236 2021-073632 第３０類

みずほシール株式会社 ＬＡＭＰＳＩＲＯＳＥＨＯＮＥＹ 6491237 2021-073634 第３０類

株式会社アート建工 ラシクスル 6491450 2020-141044
第３５類 第４１類

第４４類

有限会社進製作所 ＭＹＯＲＧＡＮＹＥＥ 6491910 2021-056246 第３類

環境プラント工業株式会社 大山神水 6492244 2020-039338 第３０類 第３２類

大村塗料株式会社 ＯＭ、ＥＲＡＳＥＲ、●キチンナノファイバ－配合● 6492790 2021-068192 第３類

岡嶋 俊二 ぞ、これわいい具 6493069 2021-085919 第３類 第２８類

株式会社リハビリネクスト ＲＥＨＡＩＲＯ 6493822 2021-092327 第４１類 第４４類

株式会社マルテＳＦ 因幡っ子 6493870 2020-147060
第２９類 第３０類

第４３類

藤本 多恵 ＭＡＫＩＮＡＴＳＵ 6493909 2021-075556 第１８類

有限会社京屋菓舗 あのひめ 6496837 2021-039777 第３０類

有限会社京屋菓舗 ほなか 6496838 2021-039778 第３０類

表 飛悠人 ＮＯＧＡＫＥ 6497534 2021-045211 第２０類

堀井 俊伸 ドクタ－オフィスアンドクリニック 6497546 2020-133847 第４４類

株式会社角屋食品 鯵王 6498272 2021-063275 第２９類

合同会社Ｌｕａｎａ ＬＵＨＡＮＡ 6498383 2021-104106 第２２類

白木屋種苗株式会社 初夏糸かれぎ 6499237 2021-097989 第３１類

株式会社竹内クレーン工業 ふぁんふぁんふぁ－む 6500008 2021-032857
第２９類 第３１類
第３５類 第４１類



種 別 年 会 費 備 考

団体（法人）会員 一口/15,000円 一口以上（会員様特典あり）

個人会員 一口/6,000円 一口以上（会員様特典あり）

協賛会員 一口/3,000円
イベントの優先案内や参加費及び
材料費の減免や免除特典あり

鳥取県発明協会 伊藤

《お問合せ・お申込み先》

一般社団法人鳥取県発明協会
〒689-1112 鳥取県鳥取市若葉台南7丁目５番1号

電 話：0857-52-6728 FAX：0857-52-6674 Ｅ-mail：hatsu@toriton.or.jp

会員募集中!!
鳥取県発明協会は発明の奨励、青少年の創造性開発育成、知的財産権制度の普及

などを通じて、これらに関係するいろいろなサービスを提供し、地域社会に貢献す
ることを目的として活動しています。このような当協会の活動趣旨にご賛同いた
だける方々に、会員という形で協会の運営にご協力をお願いしています。

会員様特典（協賛会員は除く）

① 機関誌「知財とっとり」並びに「月報はつめい」・「News Letter」を毎月無料でお送りします。

②（一社）発明推進協会発行の刊行物等の値段が20％引きになります。

③「発明楽～はじめての発明楽」500円（税別）が20％引きになります。

④「つきいち検索サービス」を始めました。
ご希望のキーワード群（最大3群）を登録していただき、特許情報プラットフォームを使用
して検索した結果（リストのみ）を毎月無料送付します。（公報のプリントアウトは有料）
詳細はお問い合わせください。

⑤ 当協会ホームページにバナー広告を掲載いたします。（希望される法人会員のみ）

⑥ 会員総会を開催し、会員同士の「交流の場」を設けます。

⑦（一社）発明推進協会の会員専用ホームページの閲覧ができます。

冬季オリンピック BEIJING2022 が開催されていますね。スポーツ観戦が大

好きな私は、時間が許す限りテレビにかじりついて観戦しています。見る人に

勇気と希望をあたえ、沢山の感動をもたらすオリンピック。

やった！ 凄い！ 素晴らしい！ やっぱり！ 残念！ なんで？ 大丈夫？ ひどい！

などなど いろんな感情が溢れ、毎日毎日涙する私・・・ほんと、涙腺ユルユ

ルです・・（恥笑）３月にはパラリンピックも開催されますし

当分テレビかじり虫（？）になりそうです。。


