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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・商工会での知財無料相談会

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） 時期

5月10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

5月11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

5月18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

5月25日(水) 知財コーディネーター 中部商工会産業支援センター(TEL:0858-36-2868) 第4水曜日

♦弁理士駐在日
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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

5月10日(火)
（5月3日から変更）

田中俊夫弁理士
鳥取県発明協会 西部サテライト
（TEL:0859-36-8300)

2階 会議室 第1火曜日

5月11日(水)
（5月4日から変更）

中西弁理士
倉吉市立図書館

(TEL:0858-47-1183)
2階 第３研修室 第1水曜日

5月12日(木) 中西弁理士
鳥取県発明協会 本部
（TEL:0857-52-5894)

1階 相談室 第2木曜日

5月17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

5月20日(金) 黒住弁理士
米子市立図書館
（TEL：0859-22-2612）

2階 研修室4 第3金曜日

※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５月のINPIT 鳥取県知財総合支援窓口

知財無料相談会（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、４月の相談会は下記の通り、
変更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】
●4/15（金）田中秀明弁理士 （会場：米子市立図書館）
●4/19（火）黒住弁理士 （会場：鳥取県立図書館）

今後の状況によっては、5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。
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「新年度ごあいさつ」

一般社団法人鳥取県発明協会

会長 髙島 主男

鳥取県発明協会が行う、発明の奨励、青少年の創造性開発育成、知的財産権

制度の普及などの事業に対し、日頃よりご理解とご協力を賜り誠に有難うござ

います。

さて、令和３年度は、「鳥取県発明くふう展」「鳥取県未来の科学の夢絵画

展」の表彰式をとりぎん文化会館で開催する計画でしたが、新型コロナウィル

スの感染拡大のため、やむなく開催を中止とし、12月4日（土）及び5日

（日）に倉吉市のパープルタウン パータン広場にて展示会を開催しました。

令和２年度から2年に亘っての表彰式中止となり、入賞された皆さんには申し

訳ありませんでしたが、入賞作品等を多くの皆様にご覧いただくことができま

した。

今年度もコロナ禍にあり先行きは不透明なところではありますが、引き続き

「鳥取県発明くふう展」「鳥取県未来の科学の夢絵画展」そして「企業連携出

前授業」「発明楽コンテストジュニア」を継続して開催し、青少年の創造性開

発育成に力を入れてまいります。

また、毎年中国地方５県で持ち回りで開催しております、中国地方発明表彰

の表彰式を、今年度は鳥取県が担当県となり、10月28日（金）にホテルモ

ナーク鳥取で開催予定です。地元において県内の優れた発明が表彰されること

を願っております。

最後になりますが、令和３年度までは、INPIT鳥取県知財総合支援窓口事業

を（公財）鳥取県産業振興機構と当協会とが共同で運営しておりましたが、今

年度は当協会が単独で運営する運びとなりました。当協会の単独運営となりま

しても、今まで通り鳥取市と米子市に常設の窓口を設置し、また、新たに中部

商工会産業支援センターに臨時窓口を設置し、県内企業の皆様により良い知財

サービスを提供してまいります。

今後も引き続き当協会の事業にご理解、ご協力を賜りますよう心よりお願い

申し上げます。



（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

（一社）鳥取県発明協会

・山本 明良
（兼任）

・芦崎 幸弘
（本部）

・髙島 主男

代表理事
理事長

知的所有権センター長 特許流通コーディネーター

会長

常務理事 兼 事務局長

①知財活用ビジネス支援事業

②特許流通支援事業

③外国出願支援事業

知財総合支援窓口事業責任者

知財総合支援窓口

知財コーディネーター

発明奨励担当

事務員

・岡村 整諮

・山本 明良
（本部）

・小倉 仁亮
（西部サテライト）

・上田 等
（本部）

知財総合支援窓口

事務担当者

・山本 祐子
（本部）

⑤鳥取県発明協会事業

・伊藤 昭子
（本部）

・澤田 宏二
（西部サテライト）

・田渕 一十志
（本部）

令和４年度 支援体制及び支援事業
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・石田 勝茂
（本部）

・小畑 佐智子
（本部）

知財総合支援窓口

副事業責任者

④知財総合支援窓口運営業務事業



①知財活用ビジネス支援事業 本部 0857-52-6722

・知財ビジネスマッチング（大企業の開放特許を県内中小企業に繋げる事業）等を実施し、

知的財産を活用した新商品・新事業化を支援。

【日程】 令和４年９月以降オンラインで開催予定

※詳細内容が決定次第、鳥取県産業振興機構のホームページ等でご案内します

②特許流通支援事業 本部 0857-52-6722

（1）マッチング（技術のお見合い）のアドバイスとそのお膳立て

（2）技術導入・移転に向けての交渉・各種契約書作成等のお手伝い

（3）「使ってみたい鳥取県版特許集」の発行

②外国出願支援事業 本部 0857-52-6722

・海外事業展開で積極的に外国出願するための費用を補助 (国及び県の補助事業)

※なお、募集期間は決定次第ホームページ等でご案内します。
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（１）国の補助事業

事業内容 外国特許庁への出願時に要する費用の補助

補助率 １/２

補助限度額

特許出願１５０万円

実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願６０万円

冒認対策商標３０万円 但し、１社合計３００万円まで

対象経費

外国出願料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用、

その他外国特許庁への出願に関連する通信費・振込手数料

・ＰＣＴ出願における国際段階での補正手数料などのうち

経済産業局長が必要と認める費用

（２）県の補助事業

事業内容
PCT特許出願・マドプロ商標出願の日本国特許庁への出願時に

要する費用の補助

補助率 １/２

補助限度額 一出願３０万円 但し、１社合計３０万円まで

対象経費 ＰＣＴ出願、マドプロ商標出願の国内特許庁費用、国内代理人費用

令和４年度 事業内容



⑤鳥取県発明協会事業 0857-52-6728

(1)発明の奨励事業
発明意欲の昂揚と科学技術の振興を目的に、優れた発明等を完成した方々、発明の実施化
及び指導、奨励、育成に貢献した方々を称え表彰しています。

①中国地方発明表彰 ②（公社）発明協会主催展覧会及び表彰事業への推薦

(2)次世代を担う青少年の育成

様々な事業を通して子どもたちの創意工夫する能力や豊かな想像力を養い、育てる取り組
みを行っています。

①発明くふう展＆未来の科学の夢絵画展
（展示会＆表彰式：令和４年11月26日 会場：倉吉未来中心 小ホール 予定）

②知財教育（企業連携出前授業、発明楽コンテストジュニア、知財創造教育の普及促進）

(3)知的財産権制度の普及

知的財産に関するセミナーを開催し、知的財産を活用した戦略的な企業経営を支援すると
ともに、人材育成にも寄与しています。

①知的財産に関する各種セミナー等の開催（初心者向け説明会）

②広報活動（「月報はつめい」、月刊「知財とっとり」）

(4)知的財産に関する情報提供

特許公報の複写や特許関連書籍の販売、特許情報検索できるパソコンの整備など、多様な
サービスをご用意しています。また、あらかじめ登録したキーワードを基に特許検索した

結果を毎月提供する検索サービスをご利用いただけます。

①特許公報複写事業 ②知的財産に関する刊行物販売

③「つきいち検索サービス」（会員無料） ④特許情報検索できるパソコンを整備
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月 火 水 木 金

第1
西部サテライト
（弁理士駐在）

倉吉市立図書館
（弁理士駐在）

第2
倉吉商工会議所
（知財CD駐在）

境港商工会議所
（知財CD駐在）

本部
（弁理士駐在）

第3
鳥取県立図書館
（弁理士駐在）

米子商工会議所
（知財CD駐在）

米子市立図書館
（弁理士駐在）

第4
中部商工会

産業支援センター
（知財ＣＤ駐在）

令和４年度 事業内容

④知財総合支援窓口運営業務事業 本部0857-52-5894 西部0859-36-8300

(1)本部・西部サテライトに知財コーディネーターを２名ずつ配置

(2)知財専門家の活用（中小企業、個人事業主及び起業をお考えの方対象）

【企業へ派遣】
課題解決に必要な専門家を選定し、窓口支援担当者と共同し中小企業等に直接訪問



当社は企画・設計段階からのご
相談・基板設計・基板製造・部
品調達及び部品実装・品質保
証・物流まで一気通貫に対応し
ています。
他社では対応の難しいお客様の
様々な要求に対し、多面的提案
により高品質な基板を製品化し
ていく、提案解決型企業を目指
しています。

当社は産業用基板・LED照明用
基板の製造から始まり、アルミ
ベース基板・銅ベース基板など
の放熱性の高いメタル（金属）
ベース放熱基板の製造技術を研
究・開発してきました。
特に、急速に進むハイパワー化
による熱問題の解決策として、
当社の得意とするメタルベース
放熱基板の技術は、多くの企業
様に評価をいただいております。

社長よりメッセージ わが社の自慢

アロー産業株式会社

法人会員 企業ＰＲ
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プリント基板のお困り事は何でもお任せください。
得意技は「放熱対策」です。

企 業 名 アロー産業株式会社

代 表 者 代表取締役 矢谷 賢司

所 在 地 〒689-1123 鳥取市久末86-1

電 話 0857-51-7123

Ｆ Ａ Ｘ 0857-51-7125

Ｕ Ｒ Ｌ https://arrow-sg.co.jp/

資 本 金 2,500万円

従 業 員 38人

業 種 プリント配線板製造業

業務内容

特 色

産業用プリント基板
照明用プリント基板
高放熱プリント基板
多層金属ベースプリント基板
金属コアプリント基板
UV-LED用放熱プリント基板
特殊金属基板

あらゆる用途に対応したプリント基板の要望に
お応えします。

その他
●UV劣化並びに熱対策に応じた塗膜の研究開発
●紫外線によるレジストの劣化を防ぐ塗膜の開発

各種プリント基板



令和３年度 鳥取県因州和紙フォーラム
鳥取伝統和紙高度利用研究会 窓口の紹介

令和４年３月２５日(金)鳥取県因州和紙協同組合、地方独立行政法人鳥取県産
業技術センター主催（オンライン開催）の鳥取県因州和紙フォーラム・鳥取伝統
和紙高度利用研究会において、窓口紹介の時間をいただきました。

「INPIT 鳥取県知財総合支援窓口の活用について」と題して、紙製品の支援事
例や和紙関連の特許出願例、県内企業が出願している紙関連分野の意匠や商標を
紹介し、併せてINPIT鳥取県知財総合支援窓口の紹介も行いました。

ＩＮＰＩＴ鳥取県知財総合支援窓口 田渕知財コーディネーター

開催
報告
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開催
報告 令和３年度（一社）鳥取県発明協会 第2回 理事会

令和４年３月２５日（金）鳥取県発明協会の第2回理事会が、ZoomによるＷeb参加

および対面参加によるハイブリッド形式で開催され、令和４年度事業計画と収入支出

予算等について決議がなされ承認されました。また、令和３年度業務執行理事の職務

執行状況についての報告がなされました。

役員の皆さま、お忙しい中ご出席いただき有難うございました。

菊地理事 髙島会長

理事会の様子



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2022.4）
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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： 2,376円

白鳥綱重著

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

著作権法を分かりやすく解説！

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： 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： 2,640円

2022年1月1日から適用の新基準です！

類似商品・役務審査基準
国際分類第11-2022版対応

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をこの「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、出願人等において、出願や調査等に必
要不可欠なものです。
2022 年１月１日から適用が開始された国際分類第11-2022 版に対応してい
ます。

特許庁編

A4判 966頁 定価3,300円/送料実費
ISBN 978-4-8271-1368-6

鳥取県発明協会 会員価格： 2,288円

特許翻訳が苦手というあなたに！

特許翻訳は誰でもできる！
プロの英訳ノウハウを伝授！！

奥田百子著 奥田弘之監修

A5判 256頁 定価2,860円/送料310円

ISBN978-4-8271-1366-2

本書は、企業の知財部や特許事務所の外国出願担当者、特許翻訳者のために
書き下ろした「教科書」です。
しかも、PCTによる国際出願を行った「日除け」という１件の明細書（特開

2019-218815 ／出願人：株式会社フラクタル・ジャパン）を題材として英訳
しており、公報の流れに即した構成にしているため、発明のストーリーを追い
ながら読み進めていけるという画期的な内容です。著者が特許翻訳で培ったノ
ウハウをご堪能ください！

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４月１日施行版

発明推進協会編

A6判 1300頁 定価2,750円/送料310円

ISBN978-4-8271-1369-3

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「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４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。

現在、本書の著者が「著作権法のありがち
な誤解と権利処理の留意点」と題した無料
動画を好評配信中です！ 発明推進協会
のHPからアクセスしてください。

4/18 発行予定 4月下旬 発行予定
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※詳細は公報にてご確認ください。

鳥取県特許関係情報（令和4年3月）

◆特許公報目次・実用新案登録公報目次◆

◆商標登録状況◆

出願人氏名 発明の名称 公報番号 出願番号 出願日

サンライズ工業株式会社 ロックボルト及びその製造方法 2022-046984 2020-152660 2020/9/11

一般社団法人山陰インバウンド機構 周遊支援システム、周遊支援プログラム及び周遊支援方法 2022-043703 2020-149133 2020/9/4

株式会社ウチダレック プログラム、情報処理方法及び情報処理装置 2022-033591 2020-137569 2020/8/17

株式会社氷温 熟成なま卵、および熟成なま卵の製造方法 2022-049113 2020-155154 2020/9/16

株式会社氷温 熟成なま卵、および熟成なま卵の製造方法 2022-049650 2021-107754 2021/6/29

弓ヶ浜水産株式会社 活魚鎮静化システム 2022-034936 2020-138886 2020/8/19

光電気ＬＥＤシステム株式会社 内視鏡手術用照明装置 2022-034575 2020-138310 2020/8/19

国立大学法人鳥取大学
脳波電極配置訓練用シミュレーションシステム、システム
制御装置及びプログラム

2022-043410 2020-148659 2020/9/4

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター ピッキング装置およびピッキング方法 2022-035342 2020-139585 2020/8/20

鳥取県 活魚鎮静化システム 2022-034936 2020-138886 2020/8/19

日本セラミック株式会社 焦電型赤外線検出器 2022-049140 2020-155199 2020/9/16

株式会社和想 襦袢 登-03236765 2022-000117 2022/1/18

株式会社アサヒメッキ
透明なコーティング皮膜で被覆した低光沢度の化学発色ス
テンレス加工品及びその製造方法

特-07029150 2017-248993 2017/12/26

株式会社アサヒメッキ
電解研磨液及びそれを用いたステンレス鋼の電解研磨方法
並びに耐食性に優れるステンレス鋼の製造方法

特-07029742 2021-182245 2021/11/9

株式会社 ジーアイシー 監視用赤外線カメラ装置 特-07043315 2018-063499 2018/3/29

国立大学法人鳥取大学 リパーゼ活性阻害用組成物 特-07036395 2021-053944 2021/3/26

国立大学法人鳥取大学 米選機の管理システム 特-07038356 2017-164098 2017/8/29

国立大学法人鳥取大学 包帯巻き具 特-07043694 2017-176440 2017/9/14

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
電解研磨液及びそれを用いたステンレス鋼の電解研磨方法
並びに耐食性に優れるステンレス鋼の製造方法

特-07029742 2021-182245 2021/11/9

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター スフェロイド形成促進剤の精製方法 特-07037811 2018-050768 2018/3/19

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター 包帯巻き具 特-07043694 2017-176440 2017/9/14

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

株式会社門永水産 門永水産 6515533 2021-068801 第２９類

株式会社角屋食品 アジフライカンパニ－、ＫＡＤＯＹＡ 6516979 2021-063242 第２９類

株式会社角屋食品 ていねいな仕事のアジフライ 6516980 2021-063274 第２９類

株式会社鳥取大丸 丸由 6518356 2021-116432 第３５類

株式会社鳥取大丸 ＯＹＯＵ 6518357 2021-116434 第３５類

株式会社ｐｃｂ ＬＥＲＴＥ、ＢＹＰＡＣＨＥＲＲＹＢ・ 6519416 2021-029147 第３０類

田中 彰 いもや平左衛門 6520253 2021-025132 第２９類

一般社団法人ほどきのとっと ほどきのとっと 6520990 2020-162829
第４１類 第４３類

第４４類

一般社団法人ほどきのとっと ほどき 6520991 2020-162830
第４１類 第４３類

第４４類

有限会社 いわみ農産 カテ、いのちの糧 6521048 2021-103914 第３０類

皆生温泉観光株式会社 ＯＵ、ＬＡＮＤ／ＨＯＴＥＬ 6521290 2021-058334 第４３類 第４４類

株式会社ＬＡＳＳＩＣ ＲＥＭＯＧＵ 6523318 2021-114460 第３５類 第４１類

オロル株式会社 ＯＲＯＲＵＩＮＣ・ 6524036 2021-125784 第６類 第４０類

株式会社リアルハンズ 脱毛キング、脱毛ＫＩＮＧ 6524131 2021-043062 第４４類

株式会社ＬＡＳＳＩＣ テレリモ総研 6527594 2021-114461 第３５類 第４１類

ＴＯＭＯＮＡＲＩ株式会社 沢田テント、ＳＡＷＡＤＡＴＥＮＴ 6527745 2021-129451 第２２類

金田石油有限会社 ＮＯＲＩＡ 6527826 2021-122643 第２８類

株式会社グローア・エヌジェー Ｈ、Ａ、ハ－ディ－ル 6527837 2021-032061 第５類

ブリリアントアソシエイツ株式会社 華貴婦人 6527854 2021-068723
第２９類 第３０類
第３２類 第３３類

株式会社はなふさ ビンテ－ジビ－フ、ＶＩＮＴＡＧＥＢＥＥＦ 6529509 2020-154250 第２９類 第４３類

環境緑地株式会社 妖精のつぶ 6529964 2021-112139 第１類

▲濱▼本 喜彦 砂丘パパイヤ 6530033 2021-120776
第５類 第２９類

第３１類

青木 利晴 燻製道楽 6530345 2021-103988 第３５類

株式会社ＬＡＳＳＩＣ ＬＡＳＳＩＣ 6530980 2021-114459 第３７類 第４２類

公益財団法人鳥取市文化財団 因州料紙、いんしゅうりょうし 6531743 2021-117068 第１６類

有限会社南口石創 遷墓 6531946 2021-121984 第１９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（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。

新年度がスタートしました。

鳥取県知的所有権センターでは、知的財産に関することや、ちょっ

としたアイデアや発明など、皆さまからのご相談をお受けしていま

す。秘密厳守はもちろん、相談料は無料です。お気軽にご相談くだ

さい。職員一同、マスクの下もニコニコ笑顔 で対応いたしま

す！

(*^^*)


