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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

6月8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

６月14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

6月15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

6月22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

6月1日(水) 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

6月7日(火) 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 相談室 第1火曜日

6月9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

6月17日(金) 田中秀明弁理士
米子市立図書館
（TEL：0859-22-2612）

2階 研修室4 第3金曜日

6月21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

※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６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、５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。

弁理士はオンラインで対応いたします
●5/17（火）田中秀明弁理士 （会場：鳥取県立図書館）
●5/20（金）黒住弁理士 （会場：米子市立図書館）

今後の状況によっては、６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。



法人会員 企業ＰＲ

有限会社エイブル精機

貴社の要望を設備に変えます

わが社の自慢

企 業 名 有限会社エイブル精機

代 表 者 代表取締役 西山 靖夫

所 在 地 〒683-0102 米子市和田町1415-2

電 話 0859-25-1811

Ｆ Ａ Ｘ 0859-25-1808

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.able-seiki.co.jp/

資 本 金 1,000万円

従 業 員 30名

業 種 製造業

業務内容

特 色

産業用ロボットなど製造現場における各種
省力化機器の設計・製作及び各種装置のOE
Mを行っています。
自動車産業向け、家電業界向け、食品業界
向けなど幅広い業界からご依頼をいただき
ますが、少数精鋭で『設計⇒加工⇒組立⇒
電気⇒出荷』
の一貫体制での対応を特徴としています。

当社は、産業用ロボット等の設
計・加工・組立・制御・納入まで社
内で一貫生産で行っている会社です。
お客様のご要望をお聞きしオーダー
メイドにて、世の中に1点しかない
装置を作り上げます。自動車産業向
け、家電向け、食品向けなど様々な
業界への納入実績があり、当社の産
業用ロボットが大手メーカー様の最
先端製品の生産に協力させて頂いて
おります。

わが社の自慢

2

本社社屋

社長よりメッセージ

当社では、自動車や電子機器の
部品を製造するための装置や産業
用ロボットを設計・製造する会社
です。製品の高度化による部品点
数の増加や、製造現場で進んでい
る自動化・省力化を受けて産業機
械の需要は伸長しており、当社の
活躍する場も広がっています。
2018年6月には、本社および工場
を新築し、機械設備も拡充してお
り今後も地域の発展に貢献するべ
く更なる成長を目指していきます。

切削加工用のマシニングセンタ

産業用ロボットの一例



令和４年度 外国出願補助金 募集開始

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 担当：山本
電話：０８５７-５２-６７２２FAX：０８５７-５２-６６７４ メール：ayamamoto@toriton.or.jp

ＰＣＴ特許出願、国際商標出願
に要する費用について

（１）補助金額
ＰＣＴ特許出願、国際商標出願に関わる
費用（消費税除く）の１／２以内。
１出願あたり３０万円までを限度。

（２）対象企業
鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ
中小企業者、農林水産業者。
県内で事業をしていれば、個人事業主や
組合も対象。

（３）対象となる費用
日本国特許庁へ納付する出願関係費用
・ＰＣＴ特許出願手数料
（国際出願手数料、調査手数料、送付
手数料、優先権証明費用等）

・マド・プロ商標出願手数料
（登録出願手数料、事後指定手数料等）
・国内代理人費用
・翻訳費用

（１）補助金額
外国出願に関わる費用（消費税除く。）の1／２
以内。1出願あたり特許出願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30万円を限度とします。
１企業（１グループ）当たり、各出願案件の上限
額の範囲内において300万円を上限とします。
（上記金額の範囲内で複数出願への補助可能）

（２）対象企業
鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ中小企業
者｡県内で事業をしていれば、個人事業主や協同組
合も対象

（３）対象となる費用
外国特許庁への出願時に要した費用
・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 （外国特許への出願に関連する通信費・振込手数料等）

特許、実用新案、意匠、商標を
外国へ出願する費用について

問い合わせ
申 込 先

募集期間：令和４年５月９日（月）～令和４年６月１４日（火）まで
※審査・採択結果により、追加募集を実施する場合があります。その際は、決まり次第機構のホームページでお知らせいたします。

募 集

３

◆詳しくは機構のホームぺージをご確認ください。 【補助金・助成金】

①

ＰＣＴ特許出願、国際商標出願
の場合はこちらをクリック

特許、実用新案、意匠、商標
の場合はこちらをクリック

②
https://www.toriton.or.jp/seminar_detail.php?id=641

https://www.toriton.or.jp/seminar_detail.php?id=640
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開催

案内
海外展開知財支援セミナー【オンライン】

開催
案内

「知的財産管理技能検定３級対策講座」オンライン開催
～中国経済産業局主催 令和４年度中国地域知的財産マネジメントセミナー～

中国経済産業局主催による令和4年度中国地域知的財産マネ
ジメントセミナー「知的財産管理技能検定３級対策講座」が
オンラインで開催されます。全3回シリーズとなっており、参
加費は無料です。
国家資格である「知的財産管理技能検定」の3級試験合格を

目指す対策講座で、検定の過去問題に触れながら、わかりや
すく解説すると共に、合格に向けた勉強法も紹介いたします。
知的財産に関する知識、スキルを身につけたい方にお薦めで
す。ぜひ、奮ってご応募ください。

令和4年 6月1日（水）、6月8日（水）、6月15日（水）

全３回シリーズ 各回とも１３：３０～１６：３0

●開催方法：オンライン開催 ※配信ツールⅯicrosoft Teams
●参 加 費 ： 無料
●定 員 ：８０名まで ※定員になり次第締め切ります
●対 象 者 ： 知的財産管理技能検定3級の受験を検討している

中小企業の経営者及び就業者、学生の方
●講 師 ： たかおIPワークス 代表 竹本 和広 氏
●締 切 ：５月27日（金）
●事 務 局 ： 株式会社 成研 担当：奥村

電話：082-533-7027 FAX：082-533-7026   
メール：support@seiken-hiroshima.co.jp

★お申込み・詳細は
中国経済産業局のＨＰ→https://www.chugoku.meti.go.jp/event/chizai/220509.html

詳しくは、
折込チラシをご覧ください。

令和4年 7月1日（金） 13：30～15：30

●開催方法：オンライン開催 ※配信ツールⅯicrosoft Teams
●参 加 費 ： 無料
●定 員 ：５０名まで ※定員になり次第締め切ります
●対 象 者 ： 鳥取県内の企業・団体・個人（優先）
●講 師 ： ジェトロ 知的財産アドバイザー 杉山 哲哉 氏
●締 切 ：６月２４日（金）
●申 込 先 ：ジェトロ鳥取（担当：上川、實）

電話：0857-52-4335 メール：TTR＠jetro.go.jp

海外展開において国際的な知財戦略は⾮常に重要な項目の一つ
ではありますが、商談や通関手続きに比べるとどうしても後回し
になりがちです。そこで、ジェトロ鳥取では、これから海外展開
に取り組もうとされる方からすでに海外とのビジネスを行ってい
る方までを対象とした「海外展開知財支援セミナー」を（公財）
鳥取県産業振興機構及びINPIT鳥取県知財総合支援窓口と共催で
開催します。ご興味のある方はぜひご参加ください。

★お申込み・詳細は
ジェトロ鳥取のＨＰ→https://www.jetro.go.jp/events/ttr/a5ecaa6d4a143b3b.html



令和４年４月７日(木)山陰合同銀行鳥取営業本部ビル会議室にて、銀行協会会

員の皆さまを対象に、「知的財産の重要性やその活用」をテーマに、INPIT鳥取

県知財総合支援窓口 田渕知財コーディネーターより説明をさせていただきました。

併せてINPIT鳥取県知財総合支援窓口についての紹介も行いました。

田渕知財コーディネーター

(一社）鳥取県銀行協会主催 知的財産に関する研修会
開催
報告

開催
案内

令和４年度 (一社）鳥取県発明協会 第1回理事会

定時社員（会員）総会・臨時理事会

◆令和４年度 第１回理事会

令和４年５月２７日（金）午後１時３０分より、令和４年度（一社）鳥取県発明協会

第１回理事会が開催されます。ZoomによるＷeb参加と対面参加によるハイブリッド形式

で行います。

【議題】 議案第１号 令和３年度 事業報告及び決算の承認について

議案第２号 定時社員総会の招集について 他

令和４年６月22日（水）午後１時３０分より、令和４年度（一社）鳥取県発明協会

定時社員総会及び臨時理事会が開催されます。Zoomによるオンライン開催といたしま

す。

（１）社員総会 （午後１時３０分～２時３０分）

【議 題】 議案第１号 令和３年度 事業報告及び決算承認について

議案第２号 役員改選について

【報告事項】 令和３年度 事業計画及び収支予算の報告について

（２）臨時理事会 （午後２時３０分～３時）

【議 題】 議案第１号 代表理事及び業務執行理事の選任について

よろしく

お願いいたします。

◆令和４年度 定時社員（会員）総会及び臨時理事会
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鳥取県知的所有権センター担当者より

「令和４年度の体制・事業について」

（公財）鳥取県産業振興機構

知的所有権センター長

（一社）鳥取県発明協会

常務理事

山本 明良

新年度において、INPIT鳥取県知財総合支援窓口事業の体制が変わりました。
昨年度までは、本事業は、鳥取県産業振興機構と鳥取県発明協会とがコンソーシ

アムを組み共同で運営しておりましたが、本年度からは、鳥取県発明協会単独での
事業運営となりました。しかしながら、鳥取県産業振興機構と鳥取県発明協会とは、
連携協定を締結し、「鳥取県知的所有権センター」として知的財産に関する支援を
行っていくことは変わりがありません。

また、本部事務所を鳥取県産業振興機構の2階から1階のJETROの隣に移し、本部
と西部サテライトに、リモート設備を備えた専用の相談室を新設しています。

さて、本年度の事業ですが、JETROとの連
携を強化し、海外における知財支援に力を入
れてまいります。外国出願に関する補助金の
採択件数については、右グラフのとおり、近
年増加傾向にあり、県内企業の皆様が海外進
出する際、知財に対する関心が高まっている
ものと思います。

外国出願補助金採択件数

本部相談室（鳥取市若葉台）
西部サテライト相談室（米子市日下）
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しかしながら、中国においては冒認商標（ 外国の商標が中国では商標登録されて
いないことを奇貨として、第三者が先に当該商標を出願・登録すること）が多発し
県内企業が国内で著名になっている商品名で中国進出できない例も後を絶たない状
況で、より一層、海外進出における知財戦略の重要性を周知していかなければなら

ないと感じています。

そこで、第一弾として、７月1日（13:30-15:30）にJETROとの連携により、海
外展開知財支援セミナーをオンラインにより開催いたします。詳細については、本
誌４ページに掲載しておりますので、ご興味のある方はお是⾮ともご参加ください。

話は変わりますが、例年実施しております「知財ビジネスマッチング」は、コロナ
禍に鑑み、昨年度もリモートで開催しました。具体的には、鳥取県知的所有権セン
ターのホームぺージに大企業の開放技術を動画等で紹介し、興味を持っていただいた
県内企業と大企業とをリモートにて個別にマッチングを図るというものです。

リモート開催では、対面に比べ技術情報の理解等に難があることも事実ですが、そ
れでも多くの県内企業の皆様にご参加いただけたことをうれしく思っています。

本年度もコロナ禍を鑑み、昨年度と同様に、リモートでの開催を予定しておりま
す。まだ、ご参加いただく大企業は未定ですが、決まり次第、皆さんにご案内いた
しますので、多数のご参加をお待ちしています。



書籍のお知らせ（発明推進協会の本2022.5）

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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待望の「知財実務シリーズ」第７弾！

鳥取県発明協会 会員価格： 3,784円

コンパクトで使いやすい知財関係者の”必須アイテム”

鳥取県発明協会 会員価格： 2,200円

これから特許翻訳に挑戦したいという方にオススメ！

鳥取県発明協会 会員価格： 2,288円

Coming Soon!知財が必修、愛媛大学の“知財の教科書”

鳥取県発明協会 会員価格： 1,056円
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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４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

株式会社エボルブ・バイオセラピューティクス 広範囲遺伝子欠損を有する腫瘍溶解性ワクシニアウイルス 2022-059122 2020-166661 2020/10/1

株式会社エボルブ・バイオセラピューティクス 広範囲遺伝子欠損を有する腫瘍溶解性ワクシニアウイルス 2022-059558 2021-073719 2021/4/26

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 2022-065384 2020-173932 2020/10/15

株式会社鳥取再資源化研究所 水稲栽培用培土及びそれを用いる水稲栽培方法 2022-064141 2020-172689 2020/10/13

株式会社日本マイクロシステム 小物部品の定量供給装置 2022-060985 2020-176995 2020/10/5

国立大学法人鳥取大学 広範囲遺伝子欠損を有する腫瘍溶解性ワクシニアウイルス 2022-059122 2020-166661 2020/10/1

国立大学法人鳥取大学 広範囲遺伝子欠損を有する腫瘍溶解性ワクシニアウイルス 2022-059558 2021-073719 2021/4/26

国立大学法人鳥取大学
抗菌性組成物、多層フィルム、抗菌材、抗菌性組成物の製
造方法、カビの防除方法

2022-065359 2020-173881 2020/10/15

国立大学法人鳥取大学 抗菌性組成物及びその使用 2022-065617 2021-141752 2021/8/31

国立大学法人鳥取大学
情報処理装置、情報処理装置の制御方法、および情報処理
装置の制御プログラム

2022-066095 2020-175019 2020/10/16

石原システム有限会社 ラッキョウ切り機 2022-060983 2020-176992 2020/10/5

浜本 法久 収納機能付き手指カバー 2022-060645 2020-168215 2020/10/5

有限会社松村精機 管理機に用いるネギ用培土器およびネギ専用管理機 2022-055521 2020-162989 2020/9/29

竹下 清助 電気コーヒーメーカー 登-03237195 2022-000455 2022/1/27

株式会社ニシウラ 点滴スタンド用連結具 特-07061014 2018-094288 2018/5/16

国立大学法人鳥取大学 植物成長調節剤 特-07053030 2018-153897 2018/8/20

国立大学法人鳥取大学 生体情報処理装置およびプログラム 特-07054121 2020-176441 2020/10/21

国立大学法人鳥取大学 チロシナーゼ阻害剤 特-07054156 2017-061552 2017/3/27

山陰信販株式会社 債権ファクタリング支援システム 特-07049948 2018-123778 2018/6/29

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

吉岡温泉町自治会 テントサウナくん 6532878 2021-115822 第４４類

白木屋種苗株式会社 三宝大甘長とうがらし 6533491 2021-097988 第３１類

和田 安蔵 あ！ＧＯ、しそまきてん 6535135 2021-115917 第２９類

株式会社サンテクノ ショックＭＥＭＯ 6535972 2021-127038 第９類

ブリリアントアソシエイツ株式会社 ＨＡＮＡＫＩＦＵＪＩＮ 6536893 2021-068724
第３類 第１８類
第３０類 第３２類

第３３類

近藤 樹里 ミディアムプリント 6537816 2021-125569 第４０類

岡嶋 俊二 白うさぎのしっぽ 6538042 2021-124511 第３０類

株式会社ＢＥＡＮＳ（外１名）
ＰＳＧＳ（ＰＳＹＣＨＯＬＯＧＩＣＡＬＳＡＦＥＴＹＧＯ
ＡＬＳ）

6539627 2021-087468 第４１類

青木 利晴 燻製醤油使用、つぶつぶ、マスタ－ド 6540562 2021-103913 第３０類

寿スピリッツ株式会社
ＯＧＵＲＡＴＯＡＳＴＬＡＮＧＵＥＤＥＣＨＡＴ、ＯＧＵ
ＲＡＴＯＡＳＴ、ＬＡＮＧＵＥＤＥＣＨＡＴ、名古屋

6541592 2021-118144 第３０類

友田セーリング株式会社 かに舞、ＫＡＮＩＭＡＩ 6542037 2021-095779
第２９類 第３０類

第３５類

ブリリアントアソシエイツ株式会社 ＢＲＩＬＬＩＡＮＴＯＲＡＮＧＥＲＹ 6542558 2021-122626 第３類

遠藤 明宏 スペシャルブレンドブナの森 6543198 2021-116188 第３０類

株式会社ＬＥＭＵＲＩＡ ＫＵＭＯＳＵＫＩ 6543374 2021-044475 第３０類

株式会社ＬＥＭＵＲＩＡ 雲透 6543375 2021-044476 第３０類

作野 実 ＬＥＡＣＲＯＳＳ 6543941 2022-011242 第３５類

三光株式会社 オストクル 6545582 2020-033321
第３５類 第３８類
第３９類 第４０類

第４２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。

表紙の写真は、発明協会事務所中庭に咲いている石楠花（しゃくな
げ）です。ツツジにとても良く似ていますが、花が枝先に房状にま
とまって咲き、一輪がとても大きく、鮮やかなピンクと相まってと
ても見ごたえがあります。お昼休憩に撮影していると、ミツバチや
アゲハチョウも蜜を求めてやってきました。花言葉は、威厳、荘厳
とのこと・・納得です！


