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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

2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

2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

2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

2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

2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

2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

2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

2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

2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５年２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

開催方法に変更があった場合はＩＮＰ
ＩＴ 鳥取県知財総合支援窓口のＨＰに
てお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、１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
●1/17（金）田中秀明弁理士（会場：鳥取県立図書館）
●1/20（火）黒住弁理士（会場：米子市立図書館）



法人会員 企業ＰＲ
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有限会社モリモト興機

わが社の自慢 担当者よりメッセージ

当社は、「鉄でこんなものが
作りたかった！」に答えます。
農機車のアタッチメントや階
段の手すり、段差を無くすス
ロープ、市販にはない規格を
ご希望の方は、是非ご相談下
さい。お待ちしております！
また、只今社員募集中です。
初心者の方でもご興味があっ
たら是非ご連絡ください。

消防車骨格 金型収納

～ 鉄一筋35年 ～ モリモトだからできること

鉄を切削、曲げ、溶接し、仕上

げる。大きなものは消防車から

指先ほどの小さな部品まで様々

な鉄製品を一貫して作っていま

す。

企 業 名 有限会社モリモト興機

代 表 者 代表取締役社長 森本 亮太

所 在 地
〒689-0216
鳥取県鳥取市気高町宝木1562-130

電 話 0857-82-1528

Ｆ Ａ Ｘ 0857-82-3236

Ｕ Ｒ Ｌ http://morimotokouki.jp/ 

資 本 金 1,000万円

従 業 員 5名

業 種 製造業

業務内容
特 色

鉄版などの切削、穴あけ、曲げ、溶接、
削り仕上げ
塗装応相談

特殊型BOX

二段式鉄製カート
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令和４年１２月１５日（木）公益財団法人鳥取県産業振興機構の

賛助会員様限定無料オンラインセミナー「知的財産セミナー～経営

における知的財産の重要～」と題して、知的所有権センター長の山

本が講師をおこないました。

企業等においての知的財産権の効力、クローズ化・オープン化等

の具体的な事例を交えて知的財産権制度の概要を中心にわかりやす

く説明いたしました。

鳥取県消費生活センターでは公立鳥取環境大学と連携し、学生

と県民が消費生活に関する専門的な知識を習得できるよう「くら

しの経済・法律講座」を開催しています。

その一コマとして、令和４年１２月９日（金）に鳥取県発明協

会常務理事の山本が「知的財産権の保護について」と題して、講

師をおこないました。

開催
報告

知的財産セミナー ～経営における知的財産の重要～
≪鳥取県産業振興機構 賛助会員様限定 無料オンラインセミナー≫

開催
報告

知的財産権の保護について
≪とっとり消費者大学 くらしの経済・法律講座≫

開催
案内

ちょっと学んですぐ役立つ無料ＷＥＢセミナー
「ターゲットの心に響くネーミングとは？」

◆開催日時 令和５年３月１０日（金） 13：30～15：30 オンライン

◆セミナー名 「海外ビジネスにおける知的財産リスクと対策」
～中国・アセアンへの製品輸出における知財上の留意点～

◆講 師 INPIT  海外知的財産プロデューサー 井上 尚幸 氏

◆主 催 INPIT鳥取県知財総合支援窓口

開催
案内

「海外ビジネスにおける知的財産リスクと対策」
オンラインセミナー

◆開催日時 令和５年１月２５日（水） 15：00～16：00 オンライン

◆セミナー名 ちょっと学んですぐ役立つ無料ＷＥＢセミナー
「ターゲットの心に響くネーミングとは？」

◆講 師 中村 彩 氏 （＋INPIT鳥取県知財総合支援窓口）

◆主 催 鳥取県よろず支援拠点

◆詳細・お申込み https://yorozu-tottori.go.jp/ （鳥取県よろず支援拠点）

INPIT鳥取県知財総合
支援窓口から、商標に
ついての話を少しさせ
ていただくことになり
ました。

２
月
号
の
知
財
と
っ

と
り
で
詳
細
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

https://yorozu-tottori.go.jp/
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開催
報告

特許・商標・意匠 検索方法講習会（米子会場）
～J-PlatPat（特許情報プラットフォーム）・ Graphic Image Park操作方法実務講習会～

令和４年１２月１５日(木) 特許・商標・意匠
検索方法講習会（米子会場）～J-PlatPat（特許情
報プラットフォーム）・ Graphic Image Park操
作方法実務講習会～を米子市立図書館で開催いた
しました。

講習会では、受講者１人に１台用意したタブ
レットを使用しながら、利用シーンに応じた具体
的な利用方法や操作方法を解説いたしました。

アンケートでは、全員が来年度以降もまた参加したいと回答されました。内容について
は、簡単だった、丁度良いと回答が二分しました。簡単だった方は、より高度な内容を求
めている方が多いことがわかりました。来年度以降開催への参考とさせていただきたいと
思います。

その他の感想として、

◆自社技術の特許調査ができるようになりたい
◆丁寧な内容で良かった。知的財産管理技能士の取得を目指しているので、
それに関連したテーマの講習会があると嬉しい

◆商標をもう少し深堀りしてほしかった

などの大変貴重なご意見をいただきました。ありがとうございました。

講師：INPIT鳥取県知財総合支援窓口
澤田コーディネーター

INPIT鳥取県知財総合支援窓口では、Ｊ-ＰｌａｔＰａｔ（特許情報プラットフォーム）の操作
方法でわからないことがあれば、いつでもお教えいたします。遠慮なくご連絡ください。
☎0857-52-5894 または 0859-36-8300まで

講習会の様子



出前
授業

令和4年度「企業連携出前授業」開催報告

協力企業・学校 アンケート結果
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＊＊＊ 開 催 一 覧 ＊＊＊

今年度は鳥取県内の企業12社にご協力を頂き、6月から9月にかけて県内小、中学校13校に出

向き、約480名の児童、生徒を対象に合計19コマの出前授業を開催しました。授業は、ものづく

り体験をはじめ、ITやSDGsに関する環境・エコ、福祉をテーマにしたものなど、幅広い分野に

及びました。

学校
地域

学校名 学年 企業名 テーマ 開催日

東部

鳥取市立湖南学園 4年生 (株)ニシウラ 介護用品の特徴と構造を知ろう 7月 7日（木）

若桜町立若桜学園中学校
7年生
（中1）

(株)日本マイクロシステム 作図ソフト技術 7月14日（木）

鳥取市立城北小学校 6年生 アイコンヤマト(株) 測量学習とドローン体験 9月 2日（金）

鳥取市立福部未来学園
8年生
（中2）

三洋テクノソリューション
ズ鳥取(株)

タブレット端末の耐久性向上技術 9月 7日（水）

岩美町立岩美北小学校 5年生 (株)サカモト 木でストローを作る 9月20日（火）

中部

倉吉市立上灘小学校 6年生 (株)コロンブス ＡＩによる顔認証 6月20日（月）

倉吉市立鴨川中学校 3年生 (株)エナテクス SDGｓと地域社会 7月 5日（火）

倉吉市立社小学校 4年生 三光(株) ゴミの行方とリサイクル 7月12日（火）

琴浦町立赤碕小学校 4年生 甲陽ケミカル(株)
健康で快適な生活をサポート
する素材（キチン・キトサン）

8月30日（火）

倉吉市立上小鴨小学校 5年生 (公社）氷温協会 食品鮮度を保つ氷温技術 9月13日（火）

西部

大山町立大山中学校 2年生 気高電機(株) おいしいご飯が炊ける炊飯器 6月22日（水）

米子市立義方小学校 4年生 (株)大協組 灰を固めるリサイクル技術 7月19日（火）

米子市立河崎小学校 4年生 三光(株) ゴミの行方とリサイクル 9月 8日（木）

鳥取県発明協会では、想像力の高い未来の県内産業人材の

育成や県内企業の技術・製品開発能力の向上を図ることを

目的とした「企業連携出前授業」を開催しています。これ

は、企業の方が講師として学校へ出向き、仕事内容やこれ

までの体験談等を交えながら、企業の持つ技術や製品を分

かりやすく説明していただくものです。県内企業のご協力

を得て平成２９年度から開催していますが、毎年教育現場

から高い評価をいただいています。

講師の皆さまの熱意と、先生方のご協力と、児童、生徒の皆さんの学ぼうとする姿勢を身近に

感じることができた「企業連携出前授業」でした。新型コロナ感染症拡大が懸念され実施が危ぶ

まれる中、関係者の皆さまのご理解ご協力により全て開催できましたこと、心より感謝申し上げ

ます。

授業の前（後）に、発明協会から「発明楽」につ
いて紙芝居を使って説明をさせていただきました。



①役に立つ
59%

②少し役に立つ
23%

③分からない
18%

4.将来役に立つと思いますか

①してみたい
22%

②少ししてみた
い
43%

③分からない
28%

④あまりしたくない
5%

⑤したくない
2%

5.将来発明をしてみたいと思いますか

①良かった
93%②少し良かった

6%

③どちらともいえない
1%

1.授業全体はどうでしたか

①良くわかった
67%

②だいたいわ
かった
30%

③どちらともいえな
い
1%

④少し難しかった
2%

2.授業の内容はどうでしたか
①長かった

9%
②少し長かった

13%

③ちょうど良かった
59%

④少し短かった
12%

⑤短かった
7%

3.授業の時間はどうでしたか

①良かった
100%

1.出前授業全体はいかがでしたか

①十分理解で
きた
55%

②ある程度
理解できた

45%

2.授業の理解度はどのように

感じられましたか

①良かった
100%

3.県内企業の製品や技術に関する

授業はいかがでしたか

①役に立つ
100%

4.出前授業は児童生徒にとって将来役に立

つと思いますか

①利用した
65%

②利用して
いない
35%

5.これまで発明協会以外の出前授業を

利用されたことがありますか
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・子供たちが嬉しそうに楽しそうに授業をしているようで、それが何より一番だなと感じます。

・ものづくりに興味をもってもらい身近に感じてもらうことで、将来の仕事や就職についても役立つ授業になれ

ばと思います。

・毎回児童の皆さんから様々な反応があり学ぶことばかりです。児童の皆さんとキャッチボールがある授業を今

後も継続していきたいと思います。

・出前授業を通して、児童にわかりやすく伝えるための表現や言葉使いを考えることは、業務に活かせることが

多く、とても勉強になります。

・出前授業を通じて企業を知っていただけること、又個人としても自分の会社を見つめ直すよい機会になってい

ます。

・出前授業は毎年継続することに意味があると思っています。今後とも弊社で出来る範囲で協力したいと考えて

います。

アンケート回答（児童、生徒）

①良かった
90%

③どちらとも

いえない
10%

1.出前授業全体は

いかがでしたか

①十分理解できた
30%

②ある程度理
解できた
64%

③どちらともいえない

3%

④理解できていない
3%

2.児童生徒の理解度はどのように

感じられましたか

①協力したい
90%

③どちらともいえない
10%

3.来年度の実施に対するご協力

について

アンケート回答（先生）

アンケート回答（企業）



書籍のお知らせ（発明推進協会の本2023.1）

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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鳥取県発明協会 会員価格： 1,320円

鳥取県発明協会 会員価格： 3,520円

鳥取県発明協会 会員価格： 3,960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1２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

カノンキュア株式会社 線維化抑制作用を有する細胞シート 2022-191370 2022-163505 2022/10/11

国立大学法人鳥取大学
アルキル基含有芳香族炭化水素の製造方法及びアルキル化
反応用触媒

2022-179168 2021-086458 2021/5/21

国立大学法人鳥取大学 自走式採蕾採葯機及びそれを用いた採蕾採葯方法 2022-181676 2021-088738 2021/5/26

国立大学法人鳥取大学 線維化抑制作用を有する細胞シート 2022-191370 2022-163505 2022/10/11

三光株式会社 肥料及びその製造方法 2022-190642 2021-122009 2021/6/14

ＣＥＮＴＬＥＳＳ株式会社 車載装置 特-07191430 2022-096741 2022/6/15

株式会社へいわ ファイル 特-07186916 2022-140147 2022/9/2

株式会社楽粹 豆腐を原料にした飼料の製造方法、製造装置及び飼料 特-07194424 2018-203157 2018/10/29

株式会社大協組 リン吸着材及びその製造方法 特-07193067 2017-020932 2017/2/8

国立大学法人鳥取大学 吸湿材 特-07186961 2018-132265 2018/7/12

国立大学法人鳥取大学 超音波診断装置、情報処理装置及び超音波診断プログラム 特-07188743 2018-215353 2018/11/16

国立大学法人鳥取大学 カテーテル用シーネ 特-07190869 2018-203438 2018/10/30

国立大学法人鳥取大学 リン吸着材及びその製造方法 特-07193067 2017-020932 2017/2/8

国立大学法人鳥取大学 水泡性角膜症治療用医薬組成物 特-07197112 2018-141800 2018/7/27

三浦 典正 メチル化関連酵素ＨＡＴ１とＫＡＴ８の阻害薬 特-07189587 2017-547866 2016/10/27

鳥取県
生育中の作物に用いる農作業機、生育中の作物に用いる培
土器及び生育中の作物に用いる農作業機による土寄せ方法

特-07195529 2018-210430 2018/11/8

有限会社サンパック カテーテル用シーネ 特-07190869 2018-203438 2018/10/30

有限会社大志 空調機器用フィルタ 特-07181955 2021-038881 2021/3/11

◆商標登録状況◆

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

三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社 ＬＩＭＮＯ 6646318 2022-111283 第９類 第３５類
第３８類 第４２類

三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社 ＬＩＭＮＯ 6646319 2022-111284 第９類 第３５類
第３８類 第４２類

オロル株式会社 ＨＹＤＯＲＯＲＵ 6647121 2022-062912 第６類 第４０類

一般社団法人山陰インバウンド機構 ＤＩＳＣＯＶＥＲ、ＡＮＯＴＨＥＲ、ＪＡＰＡＮ 6648284 2022-037041
第９類 第１６類 第３５類
第３６類 第３９類 第４１類
第４３類

一般社団法人山陰インバウンド機構 6648285 2022-037042
第９類 第１６類 第３５類
第３６類 第３９類 第４１類
第４３類

池長 雅人 キャッツハンド 6649097 2022-083463 第４５類

有限会社オーエヌプランニング 片付けマン 6649183 2022-075466 第４０類

有限会社オーエヌプランニング かたづけマン 6649184 2022-075467 第４０類

丸山 由希 ＩＳＳＩＮＧ 6649214 2022-074783 第４１類

株式会社プラスケア ＧＯＤＥＹＥＴＲＡＩＮＩＮＧ 6650080 2022-081484 第４４類

ＴＯＭＯＮＡＲＩ株式会社 美保帆布、ＭＩＨＯＨＡＮＰＵ 6650567 2022-073262 第２２類

株式会社シリカ開発 草石水 6650763 2022-095817 第１類 第５類

前田 修志 高味料 6651304 2022-104902 第３０類

株式会社フジタ ＦＴＭバッグ 6651991 2022-110658 第１９類 第２１類

西尾 崇 元祖、粉体、バカ、ぽん酢 6653719 2022-055789 第３０類

株式会社オートフレンド ＥＵＲＯ、ＯＩＲＡＮ 6654251 2022-064815 第１１類

株式会社ＨＥＲＯ ＳＴＲＥＴＣＨＨＥＲＯ 6654331 2022-078202 第４１類 第４４類



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。

種 別 年 会 費 対象期間 会員様特典

法人会員 一口 / 15,000円 4/1～翌年3/31 ①～⑥

個人会員 一口 /   6,000円 4/1～翌年3/31 ①～③

協賛会員 一口 /   3,000円 4/1～翌年3/31 ①

会員様特典

① 会報等の無料送付（毎月）

・ 機関誌 「知財とっとり」

・ 月報 「はつめい」

・ 「発明推進協会News Letter」

② （一社）発明推進協会の会員向けサービスの利用

・刊行物等の値段が20％引き

・会員専用ホームページの閲覧

③ 「発明楽～はじめての発明楽」 500円（税別）が20％引き

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（公報のプリントアウトは有料）

⑤ 当協会ホームページにバナー広告の掲載

⑥ 機関誌 「知財とっとり」の企業PRのページで会員の紹介

(一社）発明推進協会発行

(公社）発明協会発行

(一社）鳥取県発明協会発行

（希望される法人会員のみ）

（希望される法人会員のみ）

（希望される法人会員のみ）

令和５年の新年をお健やかにお迎えになられたことと思います。

今年はうさぎ年ですね。十二支にはそれぞれ守護の仏様がついており、うさ

ぎ年は「文殊菩薩」がついているとのこと。「三人よれば文殊の知恵」とい

う言葉があるように知恵や才能の仏様なので、習い事を始めたり資格試験に

挑戦すると良い結果が得られるかもしれませんね。足元にギュッと力を込め

てぴょんぴょん飛躍していける、そんな一年になりますように・・

本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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