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「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、3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。
今後の状況によっては、4月の相談会も、
ＷＥＢ会議方式（ＴＶ会議）で開催や中止
となる場合がございます。変更があった場
合は、随時、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。

【ＷＥＢ会議方式（TV会議）で開催】
●3/16（火）楠屋弁理士 鳥取県立図書館
●3/19（金）田中弁理士 米子市立図書館

≪INPIT 鳥取県知財総合支援窓口≫ 開催時間 13:00～16:00
♦弁理士駐在日
月日

※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。

相談担当

場 所（予約・問い合わせ先電話）

会場

時期

4月 6日(火)

田中俊弁理士

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

4月 7日(水)

田中俊弁理士

倉吉市立図書館
(TEL:0858-47-1183)

2階 情報交流室

第1水曜日

4月 8日(木)

田中秀弁理士

鳥取県産業振興機構 本部
（TEL:0857-52-5894)

2階 相談室

第2木曜日

4月16日(金)

中西弁理士

米子市立図書館
（TEL：0859-22-2612）

2階 研修室4

第3金曜日

4月20日(火)

黒住弁理士

鳥取県立図書館
（TEL：0857-26-8155）

2階 ミニ研修室

第3火曜日

4月22日(木)

中西弁理士

鳥取県産業振興機構 本部
（TEL:0857-52-5894)

2階 相談室

第4木曜日

♦弁護士駐在日
月 日

相談担当

4月26日(月)

上田弁護士

場

所（予約・問い合わせ先電話）

鳥取県産業振興機構

西部センター

（TEL:0859-36-8300)

会場

2階 会議室

時期
4,6,8,10,12,2月の
第4月曜日
※本部では
5,7,9,11,1,3月開催

≪商工会議所での特許等無料相談会≫ ※ご予約・お問い合わせは、各会場にご連絡ください。

前日までに予約が入っていない場合は開催しません。ご了承ください。

月 日

相談担当

場

所（予約・問い合わせ先電話）

時期

4月13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

4月14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

4月21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

※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サイト (http://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tottori/） では、
予約状況の確認ができます。

【独自開催】
鳥取商工会議所 中小企業相談所

(TEL：0857-32-8005)

お申し込み連絡先

特許相談会

毎月第3火曜日
（10：30～16：30）

【 INPIT 鳥取県知財総合支援窓口 】

T E L 東部窓口：0857-52-5894
E-mail torimado@toriton.or.jp
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西部窓口：0859-36-8300

法人会員 企業ＰＲ

株式会社千代エンジニアリング
確かな技術力、設備力そして提案力
多様なニーズに対応できる一貫した生産体制を確立

加工場

加工場内部

担当者よりメッセージ

わが社の自慢

お客様のニーズは、年々変化を重
ねてきており、企業もそれにあっ
た変化を必要とされています。千
代エンジニアリングは、そういっ
たニーズを的確に捉え、その時代
にあった技術・設備を取り入れて
います。そして、これからも技術
品質をさらに追求し続けていきま
す。社員一同「果てしないモノづ
くりへの挑戦は続く・・・。」を
モットーに邁進してまいります。

わが社の自慢は、産業用自動省
力化機械製造及び精密機械部品
製造メーカーとして、お客様の
ニーズを的確に把握し、企画・
設計・部品加工・組立・据付ま
で一貫して社内で行うことが出
来る総合力です。私たちは、時
代を見据えた人・モノづくりを
行っています。

企 業 名 株式会社

千代エンジニアリング

代 表 者 代表取締役

清水

所 在 地 〒680-0912
電

話

隆文

鳥取県鳥取市商栄町１６０－７

０８５７－２４－７７１７

Ｆ Ａ Ｘ ０８５７－２４－８１６６
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.sendai-eng.com/
恒温恒湿ルーム

資 本 金 ５,０００万円
従 業 員 ４５名
業種

製造業

関連会社 株式会社
業務内容
特

色

清水

産業用自動省力化機械製造及び精密機械部品製造
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組立工場の様子

出前
授業

＝とっとり発 知財創造教育＝

「楽しもう発明」
鳥取県発明協会では、昨年度に引き続き、鳥取県内の小中学校
と企業様にご協力をいただき、「企業連携出前授業」を実施いた
しました。そこで、ご協力いただいた企業様２０社の素晴らしい
製品及び技術を、鳥取大学医学部 教授 植木 賢先生が考案された
発明楽「＋－×÷の４つの発想スキル」に即して考えることがで
きるようにと「楽しもう発明」第２版を発行いたしました。

全４４ページの冊子で、企業様２０社を「ものづくり」「IT・ソフト・研究」
「環境・エコ・福祉」の３つに分類し、見開きの左ページが企業紹介、右ページが
発明に関する問題となっています。説明文を読んで「＋－×÷」の中のどれが当て
はまるのかを考えていくものです。問題にチャレンジしていくごとに「なるほど、
そうだったんだ！」と企業様の努力や研究が素晴らしいものであることが見えてく
ると同時に、「自分にも何かできるのでは！」と、創造力・思考力・判断力等が高
まってきます。
この教材が、広く教育現場や企業等の皆様にご活用いただき、将来を担う子供た
ちの創造性の育成と、県内産業の一層の発展につながる事を願っています。

令和３年度も、今年度ご協力頂いた企業様を中心に、県内２０校程度
の小中学校を対象とした「企業連携出前授業」を開催する予定です。募
集開始時期などの詳細は決まり次第ご案内いたします。
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発刊
報告

使ってみたい 鳥取県版特許集２０２１

このたび鳥取県内の企業、大学および公設試等がそれぞれ保有し、技術移転を希望している
特許を集めたシーズ集『使ってみたい鳥取県版特許集２０２１』を発刊いたしました。
鳥取県版特許集は、全国の特許流通コーディネーターへ配布し、県内各関連機関が関与する
展示会やフェア等でも配布し、県内技術を広く全国に発信しています。
◆活用事例として、
①鳥取県の特許を活用
②鳥取大学の特許を活用
③自社の特許を活用
④他社（大企業等）の特許を活用
した開発事例を紹介しています。
◆掲載分野は、
①機械・加工
②情報・通信
③電気・電子
④土木・建築
⑤材料・化学
⑥食品・バイオ
⑦医療・健康・福祉
⑧農林
⑨生活・文化
⑩技術ノウハウ
◆掲載内容は、特許・ノウハウ技術毎に「こんなことが出来ます！」、「技術の概要」、
「図・写真」、「発明者からのメッセージ」、「ライセンス情報」、「連絡先」を分かり易く
記載しています。 ぜひご覧ください。

◆(公財）鳥取県産業振興機構 ＨＰ

『使ってみたい鳥取県版特許集』は下記のホーム
ページで、常時公開しておりますのでご覧ください。

◆(公財）鳥取県産業振興機構 ＨＰ
➡ https://www.toriton.or.jp/
◆使ってみたい鳥取県版特許集 ＨＰ
➡ https://www.toriton.or.jp/~tokkyo-shu/
掲載内容の照会、特許集の送付希望等がありましたら、
下記までご連絡ください。

【問い合わせ】
公益財団法人 鳥取県産業振興機構
経営支援部 知的所有権センター
TEL:0857-52-6722 FAX:0857-52-6674
E-mail：chizai@toriton.or.jp
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令和２年度

開催
報告

第１回「発コンＪｒ.」

（発明楽コンテストジュニア）

第１回「発コンＪｒ.」において、応募総数
２６１点の中から入賞された児童生徒の皆さ
んへ、各学校を訪問し、「鳥取県知事賞」は
鳥取県商工労働部産業振興課 村上課長より、
その他の賞は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。

「鳥取県知事賞」

鳥取市立湖山小学校

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：「笑顔伝わる！透明マスク」

北本 遥煌さん

県商工労働部
村上課長

北本さん

朝日新聞社から取材を受け
2021.3.1の新聞に掲載され
ました。

「鳥取県知事賞」

テーマ ：困っている人が助かるアイデア
タイトル：「Enjoy shopping！」

米子市立東山中学校
矢田貝 紗代さん

+
矢田貝さん

髙多校長先生

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。
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開催 「鳥取県教育委員会教育長賞」
鳥取市立若葉台小学校 福田 百花さん
報告 ＜タイトル：Compact 消毒 リング＞

発明協会
山本常務理事

「鳥取県教育委員会教育長賞」
米子市立加茂中学校 大口 華さん
＜タイトル：楽☺楽新聞(らくらくしんぶん）＞

発明協会
山本常務理事

福田さん

大口さん

小谷校長先生

「鳥取県商工会議所連合会長賞」
鳥取大学附属小学校 寸田 和加子さん
＜タイトル：どんな人でも楽に使用できる階段＆スロープ＞

「鳥取県商工会連合会長賞」
鳥取大学附属小学校 中石 晏朱さん
＜タイトル：必要な分だけでOK！冷ぞう庫くん！＞

「ＢＳＳ山陰放送社長賞」
鳥取大学附属小学校 音田 瑞歩さん
＜タイトル：体温で色が変わる服＞

(写真右から)

「鳥取県発明協会長賞」
「とりだい病院長賞」
青翔開智中学校 儀間 実楽さん
鳥取市立湖山西小学校 森 花笑さん
＜タイトル：車に乗っていてもこまらないYO！＞

森さん

西田先生

松田校長先生

＜タイトル：すぺいす＞

織田澤校長先生

儀間さん

「発コンＪｒ.奨励賞」
倉吉市立西中学校 嶋田 彩乃さん
＜タイトル：お得にCO2も虫歯も削減 省エネ歯ぶらし＞

「発コンＪｒ.奨励賞」
伯耆町立岸本小学校 浅田 玲菜さん
＜タイトル：ダイエットスプーン＞

浅田さん

小澤校長先生

「鳥取県知事賞」以外の入賞
アイデアのテーマ、イラスト等は
鳥取県発明協会のHPよりご覧ください。
（https://tottori-hatsumei.or.jp/）

学校のご希望により賞状他は郵送させていただきました。
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開催
報告

令和２年度

第２回知財連携会議

令和３年２月24日（水）、令和２年度第２回知財連携会議を開催いたしました。この会議
は、中小企業等の企業経営において知的財産が効果的に活用されるよう、支援機関と連携し
て支援を実施するため、関係者が一堂に集まり、情報提供・共有を目的にＩＮＰＩＴ鳥取県
知財総合支援窓口が開催しています。コロナ禍のため今回は初めてオンラインでの開催とな
りました。

■日 時
令和３年２月24日（水）
１４：００～１６：００
■開催方法
オンライン（配信方法：ＺＯＯＭ)
■参加者
２５名
【オンライン会議の様子】

■議 題
①令和2年度 第２回知財連携会議 参加者紹介
②令和2年度 知財総合支援窓口 支援状況報告（令和２年12月末）
知財ビジネスマッチング会実施状況
③各機関の中小企業支援策の紹介
④令和３年度 知財総合支援窓口 事業概要
⑤その他
・種苗法改正について
・中小企業の知的財産・ノウハウの保護に関する現状と課題

セミナー等を開催する際、ＩＮＰＩＴ鳥取県知財総合支援窓口の紹介をする場を設けて
いただきたい旨をお願いするとともに、今後も益々、各支援機関の皆さまと連携を強め、
県内企業の支援に全力であたっていきたい旨を山本センター長が述べ、閉会といたしまし
た。
(公財）鳥取県産業振興機構 経営支援部
知的所有権センター 小畑 佐智子

開催
案内

令和２年度（一社）鳥取県発明協会

令和２年度（一社）鳥取県発明協会

第２回理事会

第2回理事会を下記のとおり開催いたします。

◆日 時：令和３年３月１８日（木）午後２時から午後３時３０分まで
◆会 場：とりぎん文化会館 第３会議室
◆議 題：令和３年度事業計画及び収入支出予算報告について 他

役員の皆さま
よろしくお願いいたします。
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鳥取県知的所有権センター担当者より
『コロナ禍での発見』

（公財）鳥取県産業振興機構
経営支援部
知的所有権センター
知財総合支援窓口担当スタッフ

小畑 佐智子

３月。新しいことの始まりでわくわくする季節ですが、同時に別れの季節でもあります。
別れはいつも悲しく寂しいですが、お別れになってしまう方々には新しい場所での活躍をお
祈りしております。
さて、約１年前から「コロナ」が流行し始め、今までの生活パターンが一変しました。マ
スクは必須、消毒、換気、いろいろなことの自粛。まさかこんな日が来るとは、想像もしな
かったです。みんなそれぞれいろいろな形で影響を受け、我慢したり、控えたりされている
かと思います。早くいつもの日常が戻ればいいなと切に願っております。

そんな中で、ふと、今まで見えなかった事に気がついたこともあります。例えば、家にい
ることが多くなったので、家の中にある不要物が目に入るようになりました。この際思い
切って不要物を大量に処分しました。私的には片付けがはかどった一年でした。それと、マ
スク生活のおかげか、風邪をひきませんでした。マスクのすごさを実感しました。

今まで当たり前だと思っていたことが決して当たり前ではなくなり、目まぐるしく変わる
変化についていけるよう、柔軟に対応できるよう、これからも頑張っていきたいと思います。
気が付いたら、この４月で鳥取県在住歴１２年目になりました。鳥取県に引っ越しして来た
ばかりのころは、年長さんと年少さんだった我が子も、４月から高校３年生と１年生になり
ます。１２年も鳥取に住んでいたことに今更ながらビックリしておりますが、年々時の流れ
を早く感じており、1年があっという間に過ぎていきます。コロナだから、、、となんでも
後回しにしてきたことを徐々に進めていく年にしたいなと思います。引き続きよろしくお願
いいたします。
ＩＮＰＩＴ鳥取県知財総合支援窓口の紹介です！

ＩＮＰＩＴ鳥取県知財総合支援窓口のホームページの紹介をいたします。
相談会の予約状況がカレンダー方式でわかるようになっております。
お知らせも随時更新しております。是非ともアクセスしてください。
⇒ https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tottori/
【ＩＮＰＩＴ鳥取県知財総合支援窓口のトップ画面】

【相談・支援に関する情報
➡相談会情報 予約状況】

ＺＯＯＭ等オンラインでの相談も受け付けております。
相談の対応は、知財コーディネーター（または知財専門家）がお受けいたします。
（ＩＮＰＩＴ鳥取県知財総合支援窓口専用☏0857-52-5894）
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知財Ｑ＆Ａ

Q1

当社では、従業員が自宅に持ち帰ることが可能な勤務先貸与端末機器がありません。そ
のため、従業員には、テレワークの実施にあたり、各従業員が個人で所有しているＰＣな
ど私物端末機器を利用させようと考えています。このような場合でも、営業秘密として保
護されるでしょうか。

A1
私物端末機器の利用を許可したとしても、直ちに、営業秘密としての法的保護
の可能性がなくなるわけではありません。以下のポイントを押さえた管理を意識
することで、万が一の場合でも、営業秘密として不正競争防止法による法的保
護を受けられる可能性が出てくると考えます。
秘密管理性要件の趣旨は、「企業が秘密として管理しようとする対象（情報の
範囲）が、従業員等に対して明確化されることによって、従業員等の予見可能性、
ひいては経済活動の安定性を確保する」ことにあります。
したがって、例えば、私物端末機器での利用を認めるデータのファイル名や当
該データ上に「㊙」（マル秘）
・「社内限り」等の秘密であることの表示を付すこと
によって、従業員の予見可能性を確保するといった方法が考えられます。

開催
案内

また、そもそも、従業員の私物端末機器上での営業秘密の利用・管理について
も、会社による営業秘密管理の一環であることを明確にするため、「私物端末機
器使用マニュアル」等の私物端末機器を使用するにあたっての手続や基準、注意
点等をまとめたマニュアル・基準を作成し、従業員に徹底させることも必要
になると考えられます。
これらの措置の中には従前から取り組んでいるものもあるかと思いますが、
改めて、営業秘密管理規程や情報管理規程、セキュリティ規程、私物端末機器
使用マニュアル等の関連規定の内容を再確認（場合により見直し）するととも
に、その実施状況の確認をすることが有用です。

テレワーク時における秘密情報管理のポイント（Q&A解説）（経済産業省知的財産政策室R2.5.7）より出典
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知財Ｑ＆Ａ

テレワークの実施にあたり、オンライン会議を利用することが増えました。

Q2

営業秘密管理の点で注意すべき事項等はあるでしょうか。

A2
オンライン会議を利用することによって、例えば、オンライン会議中に画
面共有した資料の営業秘密該当性が直ちに否定されることはないと考えられ
ます。
もっとも、特に、不特定多数の者が出入り可能な場所でテレワークを実施し
ている場合には、オンライン会議において画面共有した資料ののぞき見・盗撮
等のリスクや、会議の音声を他者が盗み聞きする等の可能性もありますので、
不特定多数の者が出入り可能な場所でオンライン会議を実施しない、イヤホン
マイクを利用するといった措置を取ることも考えられます。

これらの措置の中には従前から取り組んでいるものもあるかと思いますが、
改めて、営業秘密管理規程や情報管理規程、セキュリティ規程等の関連規定の
内容を再確認（場合により見直し）するとともに、その実施状況の確認をする
ことが有用です。

開催
案内

なお、オンライン会議サービスやソフトの中には必ずしもセキュリティが十
分とはいえないものがあることも否定できませんので、その選定に際して十分
な検討が望まれま す。例えば、オンライン会議への第三者の入り込みや会議
内容の傍受等の問題も指摘されていますので、当該オンライン会議システムの
セキュリティ等については、十分確認のうえ、利用すべきものと考えられま
す。
また、オンライン会議サービスやソフトについて、不慣れな従業員が設定ミ
ス等でセ キュリティを低下させることを予防するため、勤務先としては、従
業員との間で事前にテスト会議をリモート開催する、従業員向けサポート窓口
として専用ダイヤル等を設ける、といった方法を講じることも有益です。

テレワーク時における秘密情報管理のポイント（Q&A解説）（経済産業省知的財産政策室R2.5.7）より出典
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書籍のお知らせ（発明推進協会の本 2021.3）
1月1日から適用の新基準です！

知財実務シリーズ６、出ました！

類似商品・役務審査基準

競争力を高める商標実務
出願から権利の活用まで

国際分類第11-2021版対応
特許庁 編
A4判 960頁 定価3,300円/送料実費
ISBN978-4-8271-1355-6

特許業務法人志賀国際特許事務所
知財実務シリーズ出版委員会 編
A5判 424頁 定価4,400円/送料360円
ISBN978-4-8271-1348-8

商標登録出願の際は指定する商品または役務の名称を示す必要があり、具体
的な商品名または役務名は、この「類似商品・役務審査基準」に基づいて願書
等に記載しなければなりません。本書は、2021年1月1日に適用が始まった国
際分類第11-2021版に対応しています。出願人において、出願や調査等に必要
不可欠なものです。

知財実務シリーズ６となる本書は、商標に関する調査、出願、権利化前・権利化後、さ
らには海外における注意点を、各著者の長年培った知識、経験に基づく解説を主とし分か
りやすくまとめています。
日頃から商標を扱う実務家のみならず、これから商標を扱う方にも大きなヒントとなる
本書を是非お求めください。

鳥取県発明協会 会員価格：2,640円

鳥取県発明協会 会員価格：3,520円

「知財ミックス」時代の意匠戦略！

ＡＩ分野における動向を含めた加筆版です！

改正意匠法 これで分かる
意匠（デザイン）の戦略実務
【改訂版】

競争力を高める電気系特許
明細書の書き方 改訂版
特許業務法人志賀国際特許事務所
知財実務シリーズ出版委員会 編
A5判 560頁 定価3,850円/送料360円
ISBN978-4-8271-1345-7

藤本 昇 監修
A5判 488頁 定価4,400円/送料360円
ISBN978-4-8271-1350-1

日本の意匠登録出願数は微減傾向が続いています。しかし、昭和の時代に
損害賠償額が一番大きかったのは意匠権の案件であったことなどを考えると、
意匠の活用方法や価値が減っているわけではありません。むしろ、地球規模
の商品の流通の激化などを鑑みると、侵害品の輸入差止めなど意匠権は水際
措置でも商標権と並び活用の場を拡げ、戦略価値は向上しているといって良
いでしょう。本書は、①意匠に関する多数の裁判例 ②実務経験が豊富な執
筆陣 ③（難しいといわれる）類否判断手法の紹介 ④意匠調査のノウハウ
の開示 ⑤海外主要国の意匠制度概要 ⑥令和元年の法改正や令和２年の審
査基準改正、中国の法改正等にも言及した改訂版です。日本での意匠登録出
願件数が多いサン・グループの協力で、意匠権の戦略的な活用ができるよう
記載した実務書です。

本書は専門分野である電気技術をターゲットにしたものです。電気分野は、
1990年代のソフトウエア、2000年代のいわゆるビジネス特許、現在の国際標
準化とネットワークの普及に対応する技術等、開発技術が目まぐるしく変わっ
ています。各著者の長年培った実務経験をもとに、電気・通信分野における明
細書の書き方をわかりやすくまとめています。知財実務シリーズ2は、2016年
に初版を発行しました。本改訂版では、その後大きなトレンドとなったＡＩ分
野における動向を含めた加筆版となっています。

鳥取県発明協会 会員価格：3,080円

鳥取県発明協会 会員価格： 3,520円
待望の2020年度版！

加速する商標の重要性に対応！

実務家のための知的財産権
判例70選

世界の商標ハンドブック
第２版

2020年度版

特許業務法人三枝国際特許事務所
商標・意匠部 編
A5判 288頁 定価2,750円/送料310円
ISBN978-4-8271-1353-2

一般社団法人弁理士クラブ
知的財産実務研究所 編
A5判 344頁 定価3,300円/送料310円
ISBN978-4-8271-1344-0

日本においてはマドリッド協定議定書に加盟や新しい商標の運用など、ま
すます商標制度に期待する傾向が増大すると考えられます。しかし、海外に
も商標権を有効に活用するためには、当該国の商標の権利範囲や手続期間な
どを調査することは不可欠です。本書は、100国又は地域などの情報を一か
所に纏めたハンドブックです。第２版では、ミャンマーの商標法公布、カナ
ダ、メキシコの法改正やブレグジットの流れなどの動きを捉えました。世界
規模での商標制度を活用するための足がかりとなる一冊です。

シリーズ19冊目となる2020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。取消事例を含む72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。

鳥取県発明協会 会員価格： ： 2,640円

鳥取県発明協会 会員価格： 2,200円

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
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鳥取県特許関係情報（令和3年2月）
◆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

株式会社アサヒメッキ

化学発色ステンレス加工品の製造方法

2021-021112

2019-138429

2019/7/29

株式会社ビック・ツール

除電ブローガン及びアタッチメント

2021-022541

2019-140221

2019/7/30

国立大学法人鳥取大学

多元系シリサイドおよびケイ素を含むリチウムイオン電池用
負極材料

2021-022438

2019-136460

2019/7/24

国立大学法人鳥取大学

金属酸化物含有複合体およびその製造方法、ならびにそれを
用いた二酸化炭素還元方法

2021-023840

2019-140759

2019/7/31

国立大学法人鳥取大学

金属含有ゼオライト複合体、およびその触媒、ならびに２－
ピロリドンの製造方法

2021-024772

2020-016783

2020/2/4

国立大学法人鳥取大学

衝撃試験装置および衝撃試験方法

2021-025948

2019-145676

2019/8/7

大村塗料株式会社

耐久性塗料及びこれを用いた耐久性塗膜

2021-014496

2019-128854

2019/7/11

日本電産マシナリー株式会社

液剤塗布装置

2021-020203

2019-193132

2019/10/24

北溟産業有限会社

重金属類吸着剤およびその製造方法

2021-011522

2019-125360

2019/7/4

野口

誠

ガン細胞の細胞死誘導剤

2021-024849

2019-150728

2019/8/1

有限会社大志

電気圧力調理器

2021-019713

2019-136861

2019/7/25

植田漁具株式会社

釣り用スイベル

株式会社ニッコン

歩車道境界ブロック

特-06830641

2016-138242

2016/7/13

国立大学法人鳥取大学

調節眼内レンズ

特-06824576

2016-226654

2016/11/22

国立大学法人鳥取大学

遮音構造体

特-06829434

2016-235016

2016/12/2

日中東北物産有限会社

ロードコーン

特-06830688

2019-198562

2019/10/31

登録番号

出願番号

指定商品又は指定
役務

WO2019/135413 2019-563987

2019/1/7

◆商標登録状況◆
商標権者

文字商標

気高電機株式会社

びっくりみず、びっくり水

6339175

2019-149005

第１１類

田中

八頭、ＷＩＮＥ、日本ワイン、ＫＡＩＮＯＩＲ、ＴＡＮＡＫ
ＡＶＩＮＥＹＡＲＤ、ＦＲＯＭＴＯＴＴＯＲＩＹＡＺＵ、２
０１８

6339584

2020- 46636

第３３類

株式会社はなふさ

吉備芳醇牛

6340629

2019-161913 第２９類 第４３類

松井酒造合名会社

ＫＵＲＡＹＯＳＨＩＤＩＳＴＩＬＬＥＲＹ、ＭＡＴＳＵＩＵ
ＭＥＳＨＵ、ＷＩＴＨＪＡＰＡＮＥＳＥＷＨＩＳＫＹ、倉吉
蒸溜所、ウイスキ－仕込み、梅酒、ＭＡＤＥＩＮＪＡＰＡＮ

6343870

2019-143620

第３３類

松井酒造合名会社

ＫＵＲＡＹＯＳＨＩＤＩＳＴＩＬＬＥＲＹ、ＭＡＴＳＵＩＵ
ＭＥＳＨＵ、ＷＩＴＨＪＡＰＡＮＥＳＥＢＲＡＮＤＹ、倉吉
蒸溜所、ブランデ－仕込み、梅酒、ＭＡＤＥＩＮＪＡＰＡＮ

6343871

2019-143623

第３３類

渡邉

ＴＩＣＯ

6344425

2019-151434

第３５類

康夫

知聖

気高電機株式会社

ＣＯＲＥＣＡＲＡ、コレカラ

6347511

2019-129616

第７類 第１１類
第２８類

株式会社ＭＹ

素髪東京

6348458

2020-105629

第４４類

ＨＯＮＥＹ

※詳細は公報にてご確認ください。

鳥取県知的所有権センターとは?
鳥取県が知的財産支援機関として設置し、
（公財）
鳥取県産業振興機構 知的所有権センターと
（一社）
鳥取県発明協会が共同で運営している機関のことです。

鳥取県知的所有権センター

〒689-1112 鳥取市若葉台南7-5-1
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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。
種別

年会費

対象期間

備

考

団体（法人）会員

一口/15,000円

4/1～翌年3/31

一口以上（会員様特典あり）

個人会員

一口/6,000円

4/1～翌年3/31

一口以上（会員様特典あり）

協賛会員

一口/3,000円

4/1～翌年3/31

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

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」ご希望のキーワード群（最大3群）を登録していただき、J-PlatPat
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（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。

《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

サヨナラは悲しい言葉じゃない
それぞれの夢へと僕らを繋ぐ YELL
ともに過ごした日々を胸に抱いて
飛び立つよ 独りで 未来（つぎ）の 空へ
平成21年度NHK全国学校音楽コンクール課題曲
いきものがかり

-YELL-

より

今の季節にぴったりな歌です・・・♬
鳥取県発明協会 伊藤

