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お申し込み連絡先 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 

≪ 知財総合支援窓口の電話が話し中の場合は下記におかけ直しください。≫

一般社団法人鳥取県発明協会 ０８５７－５２－６７２８
公益財団法人鳥取県産業振興機構 ０８５７－５２－６７２２

月　　日 会場(予約・問合せ先電話) 名　称 時　期

10月   3日 (火)

10月 17日 (火)
倉吉市立図書館  (TEL：0858-47-1183)  毎月第1・3火曜日（13:00～16:00）

10月   6日 (金)

10月 20日 (金)
倉吉商工会議所  (TEL：0858-22-2191)  毎月第1・3金曜日（13:00～16:00）

10月 10日 (火) 鳥取県立図書館  (TEL：0857-26-8155)  毎月第2火曜日（13:00～16:00）

10月 11日 (水) 境港商工会議所  (TEL：0859-44-1111)  毎月第2水曜日（13:00～16:00）

10月18日 (水) 米子商工会議所  (TEL：0859-22-5131)  毎月第3水曜日（13:00～16:00）

10月24日 (火) 米子市立図書館  (TEL：0859-22-2611)
 毎月第4火曜日（13:00～16:00）

※弁理士駐在日

特許相談会 毎月第3火曜日（10:30～16:30）鳥取商工会議所 中小企業相談所     (TEL : 0857-32-8005)

特

許

等

無

料

相

談

会

西部窓口：０８５９-３６-８３００
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≪知財総合支援窓口≫ （独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)請負事業）

月 日 時 間 場 所 知 財 専 門 家

10月 ２日 (月) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構西部支部 2階 田中(俊)弁理士

10月 ５日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 中西弁理士

10月12日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 黒住弁理士

10月19日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 田中(秀)弁理士

10月24日 (火) 13：00～16：00 米子市立図書館 黒住弁理士

10月26日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 上田弁護士



講師：中国経済産業局
知的財産室長
大谷 孝一郎氏

会場風景

平成２９年８月１０日（木）とりぎん文化会館にて、特許や商標などの知的財産権制度の
基礎的な内容について学びたい方、興味がある方を対象に、「平成２９年度知的財産権
制度説明会（初心者向け）」講習会が開催され、３５名の参加がありました。
「知的財産権・特許・実用新案制度の概要」「意匠・商標制度の概要」「各種支援策
の紹介等」を３時間半に亘って説明され、参加者は熱心に受講されていました。
本年度は、中国経済産業局が製作された、知的財産を学ぶ動画サイト『もうけの花道』

を使って、知的財産にかかわる数々の落とし穴や知財の盲点について、アニメでわかりや
すく解説されたものを取り入れての講義でした。各講義のまとめとして動画を活用されたので、
初心者の方にも大変分かりやすい内容でした。

鳥取県知財総合支援窓口では、
知的財産に関するご質問、相談を
受け付けております。
少しでも、知的財産に関すること
で気になることがあれば、
遠慮なくご連絡、ご相談ください。

お待ちしております。

【説明会へ参加できなかった皆様へ】

・鳥取県では、法律・制度に関する講習会があまりないので、このような
説明会は大変有難い。
・具体的な事例があると分かりやすかった。
・今回は動画での説明をまじえながらで、とても分かりやすかった。

【参加者の方より】

( )

平成２９年８月１日(火) 鳥取県産業技術センター主催の講演会
「『技術とアイディアを組み合わせた新しいものづくり』

～インテリア、家具、木工品、和紙製品の今後に向けて～」が開催されました。
インテリア、家具、木工品、和紙製品の商品開発の考え方、進め方について知識を習得 いただく

ことを 目的とし、タカスガクデザイン 代表 高須 学氏を講師として招かれ、事例を交えながらのご
講演をいただきました。

講演後、鳥取県知財総合支援窓口を紹介する
時間をいただき、田渕知財コーディネーターか
ら「東部に3名、西部に１名コーディネーター
が常駐しているので、些細な事だと感じても少
しでも疑問に思った時は遠慮なく相談してくだ
さい」「窓口以外にも各支援機関と連携して定
期的に相談会を開催していますので、是非活用
してほしい」など窓口について紹介させていた
だきました。

【鳥取県知財総合支援窓口の紹介をする田渕知財コーディネーター】
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「鳥取のみりょく」
（チーム：クラフトズ）

今年度鳥取県からは、鳥取市少年少女発明クラブ所属のメンバーで構成された２チームが参戦しました。
昨年は初参戦で１チームのみの参加でしたが、今年はもう１チーム増えて気合もバッチリ！！
初めて参加した昨年度に比べて、製作精度やパフォーマンスがかなり向上しており、子どもたちの発想とくふう・
からくりが盛りだくさんのコンテストとなりました。

参加チームのみなさん、最後までよく頑張りました！

競技前の最終調整・・・

実はここにからくりを
仕掛ける予定でし
た。。。

平成2９年8月２３日（水）、鳥取市文化センター内にある、ＦabLabとっとりにお
いて、第８回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト in 第2回少年少女チャレンジ
創造コンテスト鳥取県地区大会を開催しました。
今年のテーマは、昨年同様 『からくりパフォーマンスカー』。
このコンテストは小３から中３までの2～3人でチームを作り、テーマに沿って自分たちの
ＰＲしたい内容を１分間の時間内に表現します。

「星取県・砂丘と大山」
（チーム：ラララクラフト）

カーブは難しいゾ

走行、順調！先生からアドバイス伝授中 いざチャレンジ！！

チームのみんなも見守ります

この砂は、鳥取砂
丘から本物の砂を
とってきました。

背景の空がかわる
仕掛けを作りました。
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平成２９年８月４日（金）米子コンベンションセンター 小ホール
にて、「楽しいサイエンス講座」“善ちゃんの わくわくサイエンス
ショー&ビックリ袋を作って科学しよう！”を開催！
当日は193名の小学生と93名の保護者が参加しました。

講師にお招きしたのは、サイエンス演芸師「善ちゃん」こと、ポ
ピュラーサイエンス研究所代表 北沢善一氏。日本全国を駆け巡り、
子どもから大人まで科学の楽しさをお届けする一方、テレビ等のメ
ディアへの実験協力、監修、そして自らも多く出演されたり、会員
向け隔月刊誌「少年少女発明クラブニュース」に科学実験や工作ネ
タを寄稿するなど、科学技術の啓蒙普及にも熱心に努めておられる
素敵な方です。
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「どんな匂いがしますか？」
と会場を回る善ちゃん。

「レモン」の匂いかなぁ・・

「やってみたいひとー？」
善ちゃんの声掛けと同時に

子ども達の「はーい！」の歓声が！！

「ワハハと笑い、エーッ！と驚く賑やかな会場作り」をモッ
トーにしている善ちゃん。
この日も会場いっぱいの子どもたちの驚きの声と笑い
声。それに負けないぐらいのパワフルな善ちゃんのスペ
シャルトークと楽しいショーに、子どもたちは笑顔で目を
輝かせていました。



・身近なもので、こんなおもしろい実験ができるんだなぁと思い、工夫したら実験はたくさん見つかること
が分かった。「なぜだろう？」と思う心を大切にしていきたいです。

・何でもとっかかりは「楽しいな」と思う事が大事だと思った。楽しみながら科学に興味をもつのが大事。
・家で早速色々試してみたい。(ブーメラン・ビックリ袋)
・知らなかった事をたくさん知ることが出来た。
・空気砲がとても面白かった。ぜひまた参加したい。
・とても楽しかった。ビックリするような工作をもっともっとやってみたいです。
・たくさん笑いました♡子どもも、たのしかったー！って言ってました♡
家に帰ってからビックリ袋で、見事パパを驚かすことが出来ましたー！

～皆様、貴重なご意見等ありがとうございました～
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身近なモノを使った実験や、仕掛け(実験装置)が駆使されており、とても分かりやすく、
より科学に親しみやすいよう工夫された実験やショーの数々に、子どもたちは勿論、
大人の方々も「へぇ～」とうなずきながら善ちゃんワールドに引き込まれていました。

終始パワフルに会場を駆け回り、みんなのハートをがっちりと鷲掴みの善ちゃん、
参加していただいたみなさん、ありがとうございました！

風船を数秒で
膨らませることが
できるかなー？

究極のエコ 「ゴムエアコン」!!
ペンシルバルーンを勢い良く
伸ばし、鼻の下にくっつけると・・

「ビックリ袋」を作ってみよう！

ゴムの性質を利用したビックリ袋を
作って、みんなを驚かそう！！

さぁ、一気に膨らませてみよう！

正解は・・

「あ～ら奥さん！」と、
お母さん達が
出会った時の手の動き。
さぁみんなで一緒に・・

「あ～ら、奥さん！」
で投げてみよう！



------------------------------------------------------------------------------
特許情報プラットフォームのメンテナンス実施のお知らせ（ＩＮＰＩＴ）

------------------------------------------------------------------------------
■ INPITが提供する特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）のメンテナンス等のため、下記の通り

サービスを停止させて頂きます。

【審査書類情報照会サービス停止予定日時】
平成29年9月16日(土)3:50～平成29年9月19日（火）8:00

【ワン・ポータル・ドシエ照会サービス停止予定日時】
平成29年9月16日(土)3:50～平成29年9月19日（火）8:00

【全サービス停止予定日時】
平成29年9月22日(金)20:00～平成29年9月25日(月)8:00

作業が早期に終了した場合は、停止時間が短くなる場合がございます。
なお、サービス停止予定日は変更になることもありますのでご注意願います。

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/NEWS/news.html

子どもから大人まで
作品を募集しております。

「面白い！」「なるほど！」
な作品がいっぱいの
年に一度のアイデアの祭典！
鳥取県発明くふう展へご応募ください!!

たくさんの
応募お待ちして
おります！
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こんにちは、鳥取県知財総合支援窓口の福本です。
私は、他の３人の方達と共に鳥取県内の主に中小企業、個人事業主の知的財産にかかる
ご相談に対応することを業務としております。

平成２１年度からこのような業務を行っておりますが、当時から確実に変わったと思
われる点は、商標の相談件数が明らかに増加したことです。

このことは、東京オリンピックのエンブレムの公募の時もそうでしたが、最近は商標
に関する事案があった時にメディアが取り上げることが増えてきたこともその背
景にあるものと推測します。

商願2015-070541号
と070543号
上部の図形 審査中
公益財団法人東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会
組織委員会

商願2016-046828号
と046829号 審査中
公益財団法人東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会
組織委員会

そんなようなことで、今回は商標の事案を紹介します。

テーマは、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、

「フランク・ミュラー」のパロディ商品名「フランク三浦」の商標権侵害事件です。
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この事件のポイントはこうです。

スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディ商品名「フランク三浦」を商標
登録できるかが争われたミュラーの上告審

①商標登録を有効とした先の知財高裁判決が確定した。
ブランド侵害とパロディの境界線の判断が求められた裁判事例。

②「フランク三浦」の名での時計の継続販売が可能となる。

この事件の背景はこうです。

・2012年 3月 大阪市の株式会社ディンクスが「フランク三浦」を商標出願

・2013年 8月 商標登録（登録商標第5517482号）
フランク三浦は、同名で腕時計の
製造販売を開始した。

・2015年 4月 フランク・ミュラーが、この商標を無効とする無効審判請求を行った。

・2015年 9月 特許庁は、無効審決を出した。

・2015年10月 フランク三浦が無効の取り消しを提訴し、
無効を申し立てたミュラー側と争った。
訴訟でミュラー側は、

「語感が極めて似ている」、
「信用や顧客吸引力への『ただ乗り(＊1)』目的だ」
などと主張した。

・2016年 4月 フランク三浦が勝訴

知財高裁の判決は、「呼称は似ているが、外観では明確に区別できる」
と指摘。三浦の時計は４千～６千円程度と低価格であり、ミュラーの

「多くが１００万円を超える高級腕時計と混同するとは到底考えられない」
として特許庁の処分を取り消した。

・2017年 3月 最高裁判所第1小法廷は、「フランク三浦」は商標権侵害に当たらないと
した判決を下した。

（*1）ただ乗り（フリーライド）とは、
他人の著名な商標を勝手に使用し、その
商標が有する顧客吸引力などの価値を利
用して利益を得ること。不正競争行為あ
るいは侵害行為となる。
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「フランク・ミュラー」の時計
328,000 円（税込）

「フランク・ミュラー」の時計
238,000 円（税込）

「フランク・ミュラー」の時計
1,188,000 円（税込）

この事件の商品はこれです。

「フランク三浦」の時計（製造会社提供）

一方、フランク・ミュラーの商品を日本国内で販売するワールド通商（株）は、

自社のホームページで、「最近、製品番号やシリアル番号等を偽った巧妙な商品や類
似商品が、国内外及びインターネット上に大量に出回っており、これらを正規品と
誤ってご購入され、被害に遭われているお客様が急増いたしております。こうした商
品の被害に遭わないためにも、製品のご購入にあたりましては、信頼の置ける正規販
売店にてお買い求めいただく事をお勧めいたします。」

と消費者に注意喚起をしております。（フランク三浦の商品が、製品番号やシリアル
番号等を偽った巧妙な商品や類似商品である、とするものではありません。）

日本によくある苗字の「三浦」と「フランク・ミュラー」のファミリーネームの
「ミュラー」は、確かに「称呼」では似ています。その観点では、消費者に誤認・混
同を与えるようにも見えます。

また、「フランク」については、双方が同じ呼称であり、カタカナで書いても同じ
つづりとなります。

その意味では、「フランク・三浦」は、商標法第4条の「商標登録を受けることが
できない商標」に該当するかも知れない厳しいところでしょう。
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３Ｄスキャンデータの販売や無料配布は著作権侵害に当たるの？

３Ｄプリンターの販売促進のために立体物のスキャンデータを販売したり、無料で提
供することを計画しています。
この場合、著名な立体商標（ペコちゃん、ポコちゃん、カーネルサンダース立像等）の
模型や意匠登録されているガンダム等のロボット模型をスキャンしたデータを有料で販
売したり、無料で提供した場合、その行為自体及びデータの使用に問題はあるのでしょ
うか。
また、市販されている創作性のあるフィギュアなどをスキャンした場合、この行為自体
及びデータの販売は著作権の侵害に当たるのでしょうか。

創造性のある立体物のデータ化は、著作権法上の「複製」に当たります。

まず、著作権についてですが、創作性のある立体物を３Ｄスキャンしてデータ化する行
為は著作物の電子的方法による「複製」（著作権法第２１条）にあたると考えられます。

書籍をデータ化した事案で裁判所は電子的方法による複製を認めていますので、参考にな
ると思います（東京地裁平成２５年９月３０日判決、平成２４年（ワ）第３３５２５号）。

したがって、許諾なくデータ化すれば著作権侵害になります。さらに、有償で販売したり
無償で提供したりすればそれが明らかになるだけでなく、譲渡権侵害にもなりえます（同
法２６条の２）。

したがって、創作性の有無が灰色で判断できない場合は、リスクを承知で複製・販売され
るのか、おやめになるのかはビジネス判断だと思います。

ちなみに、フィギュアなどは、実用目的で制作された応用美術の部類に属することから、
「一定の美的感覚を備えた一般人を基準に，純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を具
備していると評価されるか否か」（大阪高裁平成１７年７月２８日判決、平成１６年
（ネ）第３８９３号）で創作性は判断されます。

したがって、相当高度な創作性が求められているといえます。同判決は、かなり詳細に創
作性を検討していますので、参考になると思います。

なお、「個人（私的）使用」（著作権法第３０条）という注意喚起をした上で頒布する
ことに関しては、そもそも３Ｄプリンターを企業で購入される使用者には「私的使用」は
ありえませんし、個人で購入される方に対しても、前述のとおり立体物をデータ化した時
点で既に侵害が発生している場合には意味がないと言えます。
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本文及び知的財産権についてのご相談は、
お気軽に『知財総合支援窓口』まで
電話：０８５７－５２－５８９４

参考情報１：著作権法

（複製権）
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

（譲渡権）
第二十六条の二 著作者は、その著作物（映画の著作物を除く。以下この条において同じ。）

をその原作品又は複製物（映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の
著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。）の譲渡により公衆に提供する権利を専有す
る。

（私的使用のための複製）
第三十条 著作権の目的となっている著作物（以下この款において単に「著作物」という。）

は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること（以下「私的
使用」という。）を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製すること
ができる。

一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器（複製の機能を有し、
これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。）を用いて複製する場
合

二 技術的保護手段の回避（第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変（記録
又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。）を行うこと又は同号に
規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは
有線放送に係る音若しくは影像の復元（著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除
く。）を行うことにより、当該技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、又は当該技
術的保護手段によって抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十
条の二第一号及び第二号において同じ。）により可能となり、又はその結果に障害が生じないよ
うになった複製を、その事実を知りながら行う場合

三 著作権を侵害する自動公衆送信（国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われた
としたならば著作権の侵害となるべきものを含む。）を受信して行うデジタル方式の録音又は録
画を、その事実を知りながら行う場合

参考情報２：著作権侵害差止等請求事件（東京地裁平成２５年９月３０日判決、
平成２４年（ワ）第３３５２５号））

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115316.pdf
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一般社団法人鳥取県発明協会 ☎ 0857-52-6728 E-Mail   hatsu@toriton.or.jp

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。

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律も収録！

出願人のための

ブラジル特許制度

日本における主要な特許出願国としては、米国、欧州、中国が
挙げられますが、パリルート、ＰＣＴルートのいずれを利用して
も、実体的な審査は、各国（地域）独自の法制にしたがうことに
なります。本書では、日米欧中の明細書作成のプラクティスの相
違を配慮し、日本語の段階で対応できる標準化された明細書の作
成について解説しています。米国、欧州、中国で特許出願を行う
際の相違点を明確にし、その留意すべき手続きについても解説し、
かつ、最近の法改正等にも対応した改訂版です。

ブラジル特許を理解するために！

類似基準に関する審・判決のてびき

ブラジルは歴史的に日本とつながりが深い国ですが、知的財産の
面では周知度が高いとはいえない国の一つです。それはポルトガル
語が日本にはなじんでいなかったためかもしれません。本書は、日
本語によるブラジル特許制度の本格的解説書です。基本的事項から
特許権取得の手続きまで出願人の立場で説明しています。

契約は重要です！ 増刷できました！

本書は、本年5月30日に施行された「行政機関等の保有する個人情報の適
正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊
かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年
法律51号)」を組込み、6月2日に公布された「民法の一部を改正する法律の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律45号)」などの情報
を表示しています。知的財産権に関連する法律・条約等を全般的に網羅した
携帯に便利な法文集です。

知的財産契約実務ガイドブック
第3版

法改正に対応した改訂版！

日米欧中に対応した
特許出願戦略と審査対応実務
改訂版

競争力を高める特許リエゾン

「特許リエゾン」とは、自社の事業を守り、かつ発展させるために、知財専門家が
権利化戦略を立案し、その戦略に沿って多面的観点で発明を発掘・抽出し、さらに醸
成することにより、ビジネスに貢献する強い特許を生み出す技術です。TPPをはじめ、
グルーバル化の影響を受けて様々な変化が起きています。その中で知財の果たす役割
が年々大きくなっており、知財が様々な企業戦略に絡むようになってきています。本
書は、自社の製品を保護する強い特許を発掘・強化して訴訟等の権利行使に耐え得る
ものを創造し、各技術分野での応用や海外での活用等を、半世紀にわたるノウハウを
開示した実務書です。企業知財部の方々や特許事務所の明細書作成者の方々には，必
須の一冊です。

対比する商標の類否判断は、非常にリスキーといえます。誤った判断を下
せば、新商品化や新サービス化が遅れるだけでなく、審判や訴訟等になると
時間だけでなく労力や費用がかかることになります。それらのリスクを回避
するためには、裁判所や特許庁がどのような判断をしたのかを知る必要があ
ります。本書は、著者が数多くの商標の類否の審・判決を四半世紀にわたっ
て蓄積・分析し、項目ごとにリスト化したものです。商標の類否の材料とし
てご活用頂ければ幸いです。

商標の類否
改訂版

知的財産の様々な事項を裁判でなく契約で処理できるのであれば、より短
期間で、かつ、問題なく解決できることとなります。そのためには様々な視
点で契約内容を検討し、双方の合意の成果として契約を結ぶことができれば、
相当なレベルでの対応が可能と述べているのが本書です。今回の改訂版は、
法律の改正による考え方の変更（職務発明など）を盛り込み発行するもので
す。

ISBN978-4-8271-1289-4

ISBN978-4-8271-1290-0

ISBN978-4-8271-1270-2

ISBN978-4-8271-1295-5

ISBN978-4-8271-1263-4

ISBN978-4-8271-1274-0
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※詳細は公報にてご確認ください。
※公報の送付をご希望の方は、鳥取県発明協会（0857-52-6728）まで
申し込んでください。
（価格・・会員：1枚 21円、会員外：1枚 32円＋送料） 13

出願人氏名 発明の名称 公報番号 出願番号 出願日

アロー産業株式会社 水冷式回路基板及び水冷式回路基板の製造方法 2017-139462 2017-016561 2017/2/1

テクノレンタル株式会社 旋回式建設機械 2017-133188 2016-012085 2016/1/26

株式会社ケイズ 画像処理装置、画像処理方法及び監視システム 2017-142708 2016-024429 2016/2/12

株式会社日本マイクロシステム 内視鏡用センサシステム 2017-131461 2016-014988 2016/1/29

菊川 清 メタンハイドレートの移送 2017-141593 2016-023570 2016/2/10

国立大学法人鳥取大学 内視鏡用センサシステム 2017-131461 2016-014988 2016/1/29

国立大学法人鳥取大学 壁面計測装置、飛行ロボットおよび壁面検査システム 2017-133949 2016-014083 2016/1/28

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 2017-141195 2016-023858 2016/2/10

国立大学法人鳥取大学 避難誘導システム 2017-142590 2016-022521 2016/2/9

国立大学法人鳥取大学 健康管理装置 2017-144229 2016-223238 2016/11/16

国立大学法人鳥取大学 ナトリウムイオン二次電池 2017-152351 2016-036420 2016/2/26

寿スピリッツ株式会社 抗炎症剤および抗炎症剤の製造方法 2017-149688 2016-034802 2016/2/25

小林 浩治 自動二輪車用尻痛軽減具 2017-132446 2016-028379 2016/1/29

新時代化学株式会社 固形薬剤を封入した薬液噴霧装置 2017-131360 2016-012946 2016/1/27

有限会社カナリヤ総合システム 組立シンク 2017-133149 2016-011195 2016/1/25

有限会社ホームケア渡部建築 歩行補助装置 2017-148594 2017-092368 2017/5/8

株式会社ビック・ツール ３枚刃ドリル WO2017/034032 2016-572849 2016/8/26

国立大学法人鳥取大学 検査器具および気道防御検査装置 WO2016/068172 2016-556593 2015/10/28

岡田 寿博 許容電流１５Ａ（アンペア）埋め込み型コンセント 登-03211705 2017-000608 2017/1/5

岡田 寿博 電源表示用のＬＥＤ灯付き、許容電流１５Ａ（アンペア）埋め込み型コンセント 登-03211706 2017-000609 2017/1/10

川中 光雄 のぞき窓付き防災シート 登-03212166 2017-002059 2017/4/18

株式会社ＭＡＳＵＤＡ セメント系組成体製構造物の止水工法 特-06171438 2013-056564 2013/3/19

株式会社ニッコン 側溝再生用構造体 特-06182186 2015-151842 2015/7/31

株式会社ものづくりアドバンス 噴流式ハンダ付け装置及び噴流式ハンダ付け装置におけるハンダ離脱制御方法 特-06184451 2015-173938 2015/9/3

高塚 美弘 噴流式ハンダ付け装置及び噴流式ハンダ付け装置におけるハンダ離脱制御方法 特-06184451 2015-173938 2015/9/3

国立大学法人鳥取大学 生検針 特-06183858 2014-523809 2013/7/5

国立大学法人鳥取大学 遺伝子試料導入用基板及び遺伝子試料導入方法 特-06190132 2013-057591 2013/3/21

佐々木 孝 側溝再生用構造体 特-06182186 2015-151842 2015/7/31

三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社 表示装置 特-06175225 2012-206430 2012/9/20

増田 広利 側溝再生用構造体 特-06182186 2015-151842 2015/7/31

鳥取医療生活協同組合 多用途クッション 特-06181423 2013-106816 2013/5/21

商標権者 文字商標 出願番号 指定商品又は指定役務

渡邉 格 タルマ－リ－ 2016-133869 第３０類・第３２類・第３５
類・第４３類

田口 紗織 ＥＡＳＴＥＲＣＡＴ 2017- 4839 第２８類

株式会社くじらじま 砂丘、の、くじらじま 2016-133605 第３０類

気高電機株式会社 ＱＵＩＣＫ-Ｄ、ＡＱＵＡＭＩＮＩ 2016-131746 第１１類

気高電機株式会社 ＱＵＩＣＫ-Ｄ、ＡＱＵＡＭＩＮＩＥＶ 2016-131747 第１１類

有限会社プロテア・ジャパン ＡＬＯＨＡ、ＫＩＮＧＣＯＦＦＥＥ 2016-125808 第３０類

一般財団法人日本きのこセンター 日本きのこセンタ－ 2016- 97852
第７類・第８類・第１１類・第
２９類・第３１類・第３５類・
第４１類・第４２類・第４４類

杉中 理沙 2016-127567 第９類

杉中 理沙 なしっこりぃちゃん 2016-127568 第９類

芝原 信也 玄瑞窯 2016-120008 第２１類

ダックス株式会社 高心塾 2016-138433 第４１類

株式会社ビック・ツール 真円で切る！！ 2016-136709 第７類

株式会社ビック・ツール 真円で切る！！ 2016-136724 第７類

市川 さゆり 笑顔インフルエンサ－ 2016-144182 第４１類



鳥取県発明協会会員向けサービスのご案内

●サービス名・・・・「つきいち検索サービス」(無料・希望者のみ)

●サービスの概要・・ご希望のキーワード群（最大３群）を登録していただき、前１ヶ月間に

登録・公開になった公報を特許情報プラットフォーム(J-Plat-Pat)を

使用して検索した結果（リストのみ）を毎月1回無料で送付します。

●その他・・・・・ 本サービスは会員外は有料（3,000円/年間・ｷｰﾜｰﾄﾞ群）

公報全文の送付は有料（会員21円／枚、会員外32円／枚）

●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)

～入会(会員)及びサービスの詳細は下記お問合せ・お申し込み先までご連絡ください～

鳥取県発明協会協賛会員募集のお知らせ

特に、次代を担う青少年の創造性豊かな人間形成を図ることを目的として行っている事業に対しご賛同
いただける方に、協賛会員という形で事業運営にご協力をお願いしています。（ただし、協賛会員は社員総会
での議決権はありません。）

≪会員特典≫
①協会主催の青少年向け啓発イベント及び発明教室等の優先案内

②協会が主催する青少年向け啓発イベント及び発明教室における参加費

及び材料費の減免又は免除

（この特典は、会員本人及び父母、祖父母又は子、孫に適用する）

③協賛会員の希望による青少年向けニュース及び会報誌の無料配布

≪年会費≫
一口 ３，０００円 （何口でもご加入いただけます）

≪申し込み方法≫
下記お問合せ・お申し込み先までご連絡ください。

■お問合せ・お申し込み先■

一般社団法人鳥取県発明協会
〒689-1112 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


