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鳥取県知的所有権センターポータルサイト

検索とっとりちざい

検索とっとりはつめい
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鳥取県知財総合支援窓口

検索知的財産、まるごと解決

http://torimado.com/

鳥取県発明協会

１. 「知財専門家駐在日」のお知らせ (平成２9 年１１月) 

２. 
「企業連携出前授業（第１回）｣開催報告 

「企業連携出前授業（第２回）｣開催報告 

３． 
「第５９回鳥取県発明くふう展＆ 

第１７回鳥取県未来の科学の夢絵画展」入賞者発表 

４． 
 楽しいサイエンス講座のお知らせ 
子ども発明教室のお知らせ 

５． 知的財産戦略セミナーのお知らせ 

６. 
 第８回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト出場決定！！ 

ＩＮＰＩＴからのお知らせ 

７．～８. 鳥取県知的所有権センター担当者より 

９.～１２. 特許探偵団 Vol.１６ 近接信管 （後） 

１３. 
知財Ｑ＆Ａ 
～絵本シリーズのタイトルは商標登録の対象となりますか？～ 

１４.  書籍のお知らせ 2017.10 

１５. 鳥取県特許関係情報 (平成２９年 9 月発行) 

 

～ 智頭トンネルから眺める姫鳥線風景 ～

写真提供：山本 雄二 様 (鳥取県岩美町)



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

11月   7日 (火)

11月 21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）

11月 10日 (金)

11月 17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）

11月 14日 (火) 鳥取県立図書館  (TEL：0857-26-8155)  毎月第2火曜日（13:00～16:00）

11月   8日 (水) 境港商工会議所  (TEL：0859-44-1111)  毎月第2水曜日（13:00～16:00）

11月15日 (水) 米子商工会議所  (TEL：0859-22-5131)  毎月第3水曜日（13:00～16:00）

11月28日 (火) 米子市立図書館  (TEL：0859-22-2611)  毎月第4火曜日（13:00～16:00）

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

11月 ２日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 中西弁理士

11月 6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

11月 9日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 黒住弁理士

11月16日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 田中(秀)弁理士

11月30日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 上田弁護士



平成２９年９月６日（水）、株式会社日本マイクロ
システム様にご協力頂き、「立体モデルを扱おう」と題した
パソコンを活用した出前授業を、八頭町立八東小学校
の６年生２３名を対象に開催しました。
作図（ CAD）ソフトを使って車の設計や服のデザイン
が行われることの事例紹介や、大型の３Dプリンターを
使って家が作られる事例紹介が行われました。
また、実際にパソコンを操作しながら２次元と３次元表
現の違いを体感したり、クイズ形式で間違い探しを行うな
どして学習を深めました。

～アンケートの感想より～
・２D、３Dについて良く分かりました。間違い探しも
面白かったです、将来設計の仕事についたとしたら
使ってみたいです。
・ぼくはCADというのは聞いたことはあるけど、実際に
使ってみるのは初めてだから楽しく出来ました。ありが
とうございまいした。

平成２９年９月１３日（水）、モルタルマジック株式
会社様にご協力頂き、「固まる砂の不思議さを体験しよ
う」と題した出前授業を、鳥取市立修立小学校の５年
生３８名を対象に開催しました。
JAXAも注目する砂を簡単に固める技術を、鳥取県内
の企業が開発したことの紹介に続き、砂ねんど工作を行い
ました。工作では砂をこねてひとかたまりにしたり、型をつ
かって外形を整えたりし、全員が思い思いの作品に仕上げ
ました。
また、会場には、同社製のお土産品が展示されるコー
ナーが設けられ、工作が終わった後、桜島の火山灰や富
士山の砂を固めて作ったユニークなお土産品についても見
学することができました。

～アンケートの感想より～
・砂像ができたけど、固まるのが不思議でした。ぼくも
しょうらいこのような新商品を開発して、このなぞを解
明したいです。
・とても科学が進歩していることが分かったし、この技
術が世界で役立つと考えると、とてもすごいと思いまし
た。ありがとうございました。楽しかったです。
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◎児童・生徒の部

賞 名 作 品 名 氏 名 学校名 学年

鳥取県知事賞 流れ星 貯金箱 竹田 光良 八頭町立郡家東小学校 1

発明協会会長奨励賞 エコクーラー 長石 優槻 鳥取市立美保南小学校 6

鳥取県教育委員会教育
長賞

しせいがよくなるつくえ 森山 啓 鳥取市立浜坂小学校 3

新日本海新聞社賞 可動式らくらくふみ台 佐々木 海斗 米子市立車尾小学校 5

日本海テレビ社長賞 リモコンクレーンゲーム 岩田 拓磨 米子市立福米西小学校 5

毎日新聞鳥取支局長賞
せんぷうきエアーホッ
ケー

岩田 泰紀 米子市立箕蚊屋小学校 4

日本弁理士会会長奨励
賞

おたすけふっきんマッ
ト

杉原 里桜 米子市立河崎小学校 3

日本弁理士会中国支部
長賞

日本地図パズル 池田 くるみ 米子市立福米西小学校 3

ちゅうごく産業創造セン
ター会長賞

戦艦武蔵 橋本 武蔵 鳥取市立修立小学校 2

鳥取県産業振興機構理
事長賞

床がぬれない傘キャッ
プ

景山 颯 米子市立弓ヶ浜小学校 4

鳥取県発明協会会長賞 むし虫リモコン 陣在 武流 若桜町立若桜学園小学校 2

アイデア賞 ドラゴンブラック 福谷 圭祐 鳥取市立宮ノ下小学校 2

アイデア賞 ハンガーホルダー 安村 悠 米子市立箕蚊屋小学校 4

アイデア賞 妹のドラム 安本 弦矢 鳥取市立修立小学校 5

アイデア賞 解説将棋板 盛田 朋希 鳥取市立若葉台小学校 6

◎一般の部

賞 名 作 品 名 氏 名 学校・企業名等

鳥取県知事賞
ドット絵 LED パネ
ル

新田 佳樹

鳥取大学工学部古江 克成

吉野 晃平

発明協会会長奨励賞 摩擦杭 松村 進 有限会社松村精機

鳥取県商工会議所連
合会会長賞

応急処置用シーネ
(ラ・イ・ス・パック)

森 和美 有限会社サンパック

森 貴洋 有限会社サンパック

稲田 二千武 ファミリーイナダ株式会社

鳥取県商工会連合会
会長賞

もっと光を
(ろうそく発電ライト)

足利 裕人
公立鳥取環境大学
環境学部 教授

鳥取県中小企業団体
中央会会長賞

自在突起指圧器
セット

佐々木 正之

日本弁理士会会長奨
励賞

ソーマキューブを
遊ぶための立体パ
ズル

亀田 弘之 亀仙木工

日本弁理士会中国支
部長賞

つむバーガー 西尾 侑希子
鳥取短期大学
生活学科

住居・デザイン専攻

鳥取県発明協会会長
賞

ＦＬＯＷＥＲ ＴＡＢ
ＬＥ

谷 優作

鳥取大学工学部中村 茉樹

森山 祐希

アイデア賞
変身 きせかえパ
ズル

盛本 純矢
鳥取短期大学
生活学科

住居・デザイン専攻

米村 安弘 有限会社米村木工

◎中学校の部

賞 名 作 品 名 氏 名 学校名 学年

発明協会会長奨励賞 Green・Clean 花本 瑛里 大山町立大山中学校 3

◎小学校の部

賞 名 作 品 名 氏 名 学校名 学年

発明協会会長奨励賞 脳へ伝わる思い出カメラ 井上 結生 米子市立彦名小学校 6

鳥取県発明協会会長賞 そらがとべるじどううんてんくるま 田辺 智子 日南町立日南小学校 1

鳥取県発明協会会長賞 植物型バキュームロボット 中山 百世 米子市立義方小学校 3

佳 作 ふしぎな とけい 澤 琴葉 米子市立箕蚊屋小学校 1

佳 作
じしん、さいがいの時に家をなくし
た人たちに家を作るロボット

足立 春真 米子市立箕蚊屋小学校 2

佳 作 指さし地球儀で世界の国へ 太田 博登 鳥取県立鳥取盲学校 4

佳 作 Sea Cleaner 西田 隼人 八頭町立八東小学校 5

◎幼稚園・保育園の部

賞 名 作 品 名 氏 名 園名

発明協会会長奨励賞 いちごまつり 林 心南
認定こども園
あけぼの幼稚園

年中

鳥取県発明協会会長賞 空から花火を見てみたい 木嶋 優月
認定こども園

鳥取短期大学附属こども園
年中

鳥取県発明協会会長賞 シャボン玉の中に入ってみたいな 曽田 鳴閃
社会福祉法人はまなす会

夕日ヶ丘保育園
年長

佳 作 どこでもプール 高田 琥生 鳥取市立美和保育園 年長

佳 作 なんでもしてくれるロボット 中村 聡希 鳥取市立美和保育園 年長

第59回鳥取県発明くふう展 入賞者名簿

第17回鳥取県未来の科学の夢絵画展 審査会

第59回鳥取県発明くふう展 一次審査会

第59回鳥取県発明くふう展 二次審査会

第17回鳥取県未来の科学の夢絵画展 入賞者名簿
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検 索とっとり はつめい

０８５７-５２-６７２８

担当：北村

（土日祝日を除く8時３０分～17時１５分）

０８５７-５２-６７２８

担当：北村

（土日祝日を除く8時３０分～17時１５分）

検 索とっとり はつめい

ボルトボルズの
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◆日 時：平成２９年１２月８日（金） 午前１０：３０～午後１２：００
(受付開始：午前９：５０～)

◆場 所：国際ファミリープラザ ３階 会議室Ｂ (米子市加茂町２丁目１８０番地 )

◆講 師：カゴメ株式会社イノベーション本部 イノベーション開発部 技術知財グループ
課長 宮下 洋明 氏

◆定 員：５０名

◆参加費：無料

◆主 催：一般社団法人鳥取県発明協会・鳥取県

◆申込期限：平成２９年１１月２４日(金)

◆申し込み方法
① ちらしの参加申込書に必要事項を記入してＦＡＸ (0857-52-6674)で申し込む。

② 「お申込みフォーム」より申し込む。

③Ｅ-メール（hatsu@toriton.or.jp) に必要事項をご記入の上、送信する。
(※後日、確認メールが届かない場合はお問い合わせください)

※携帯電話のメールをお使いの場合、パソコンから送られたメール受信を拒否している方は、
受信拒否設定の解除をお願いいたします。

特許

【申し込み・連絡先】

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5-1 鳥取県産業振興機構１Ｆ
TEL:0857-52-6728 FAX:0857-52-6674 E-mail:hatsu@toriton.or.jp

担当：藪田

食品業界における知財活動の流れは、商標権の
取得から特許権の取得へ、製法・配合特許から新
たなタイプの特許へ移りつつあります。
カゴメの知財活動を通じて、食品メーカーが直
面している他社特許の問題を紹介するとともに、
そのような問題は、大手食品メーカーだけではな
く、広く、食品業界全体に起こりうることを、皆
様に身近な食品を例に挙げて説明いただきます。
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8/23(水)に開催された
『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』で優勝し、出場権を得た”ラララクラフト”
チームが、11/25(土)に東京都で開催される本選に出場することが決定しました！

作品名は「星取県・砂丘と大山」。
星取県の名のごとく、星のきれいな鳥取をイメージして作成した作品で、
鳥取県をしっかりアピールしてきてくれることを期待しています。

-----------------------------------------------------------------------------------------
営業秘密管理体制の整備支援強化期間のお知らせ（ＩＮＰＩＴ）

-----------------------------------------------------------------------------------------
近年、企業が事業展開する上で価値を発揮するさまざまな情報、例えば、技術

ノウハウ、開発データ、設計図等の営業秘密を適切に管理することの重要性が広

く認識されてきましたが、未だ営業秘密管理体制の整備・運用ができていない中

堅・中小企業が多いのも現状です。

（独）工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）では、「営業秘密・知財戦略相談窓口」

が中心となって、全国 ４７ 都道府県に設置している「知財総合支援窓口」の協力

の下に、９ 月 １１ 日(月)から１２ 月２８日(木)までの ３ か月半にわたり「営業秘

密管理体制の整備支援強化期間」を設定し、中堅・中小企業における営業秘密

管理体制の整備を具体的に支援いたします。

▽中国地域の知財総合支援窓口▽
http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/m_sodan/index.html

▽詳細はこちらのページをご覧ください。▽
http://www.inpit.go.jp/press_release/170908_00001.pdf
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今回は、もう少しパロディ商品に関して述べてみたいと思います。

（１）有名な事例「白い恋人事件」

古い話ですが、北海道名物の石屋製菓の菓子「白い恋人」のパロディ商品とし
販売された吉本興業の「面白い恋人」のことは皆さん覚えておられると思います。
石屋製菓は、当初「面白い恋人」の存在を黙認していましたが、「東京でも売ってい
たと聞いて、これは見過ごせないなと。悪のりしすぎている。」「商道徳としてどう
なのか。」との思いから、商標権侵害として販売差し止めの訴訟を起こしました。

最終的には、和解し、吉本興行は、「面白い恋人」のパッケージを「白い恋人」と混
同しないデザインとし、販売地域を原則関西6府県に限定することになりました。

こんにちは、鳥取県知財総合支援窓口の福本です。

２か月続けて、登場です。
「フランク・ミュラー」のパロディ商品名「フランク三浦」の
商標権侵害事件について、先月号にて、ご紹介いたしました。

など、あるわ、あるわ。

「白い恋人」と「面白い恋人」の事件は、一応の解決を見ましたが、本件が有名
になったからか、「恋人」シリーズが氾濫していることにビックリします。
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（登録取消処分） 登録第3322260号

（２）どこにボーダーラインがあるか？

①登録が取消された事件「ＢＯＳＳ事件」

サントリーの缶コーヒー「BOSS」は、皆さんご存知ですよね。対象となったのは、
「BOSS」を「BOZU」に置き換え、男性の図形の頭髪部分を変えた登録商標です。
この事件では、「BOZU」の商標を付した商品は、「BOSS」の商標を付した商品と
混同を生ずるおそれがある、として登録が取消されました。

②登録が維持された事件「ＰＵＭＡ事件」

次は、沖縄で有名な「SHI-SA」のネーミングを使用する上原氏の登録商標と世界的に
有名な「PUMA」の事件です。この事件では、 「SHI-SA」 のネーミングを使用する上
原氏の指定商品は、プーマ社の業務に係る商品と，その性質・用途・目的において関連
するが、 「SHI-SA」の登録商標と「SHI-SA」の引用登録商標とは，称呼及び観念が
相違し，外観も必ずしも類似するとはいえない、と商標上、非類似とし、
そして、上原氏が経営する会社は、主として沖縄県内の店舗及びインターネットの通信
販売で「SHI-SA」の登録商標を付したTシャツ等を販売するに止まっており、販売規模
が小規模である、などとしてプーマ社の商品と出所の混同を生ずるおそれはないと、
登録を維持しました。

商標登録第5040036号
上原 俊一

商標登録第3324304号
プーマ アーゲー・・・

③上記事例から言えることは、「パロディ商品」として、「ただ乗り」してけしからんと
思っても、商標上の類似・非類似、そして取引の実情として現実の使用態様も判断され
るので、とても判断が難しいと思います。もし、事業をされる際、このような事例が気
になることがあれば、鳥取県知的所有権センターにご相談下さい。
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「●●●●」のタイトルで既に第１巻から第６巻まで発刊しています。
定期刊行物の雑誌名は商標登録の対象となるが、作品のタイトルは商標登録の対象とな
らないと理解しています。本事案のように、書籍をシリーズとして出版される場合には
商標登録の対象となるのでしょうか？

書籍のシリーズ名の名称は、「書籍の題号やタイトル」と同じ取扱いに
なり、特定の内容を表示するものであり、品質表示に当たることを理由
に登録にならないというのが、審査基準の本来的な考え方です。

審査基準の本来的な考え方は上記の通りですが、書籍の題号がただちに特定の内容を表
示すると認められないときには、登録を受け得るようにも解釈することできます。このた
め、特定の書籍の内容を直ちに表示するとは認められないものは登録になっているのが実
情です。

たとえば、J-PlatPat 商標検索の2.商標出願・登録情報にて、類似群コード：26A01 and 
商標(検索用)：?シリーズ?で検索すると100 件以上ヒットし、書籍等のシリーズ名と思わ
れるものもあります。

このような基準・運用の根幹にあるのは、書籍の題号は、著者名とともに著作物を表示
するものであり、商品としても書籍の出所を表示するものではない、つまり、書籍の題号
は商標ではない、ということです。

この点から、新聞や雑誌等の定期刊行物の題号については、識別力ありというのが、導
かれることになります。

今回の「●●●●」については、書籍の題号として審査官が認識し得る状況にあるとし
たときには、登録は認められず、逆に、そのような状況にはないとしたときには、登録さ
れ得る可能性もある、ということになります。

参考情報：商標審査基準第３条第１項第３号の審査基準（第７項）

(1)書籍の題号については、題号がただちに特定の内容を表示するものと認められるとき
は、品質を表示するものとする。

(2)新聞、雑誌等の定期刊行物の題号は、原則として、自他商品の識別力があるものとす
る。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/07_3-1-3.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。

著作権

それホント？

スマートフォンの世界的な普及、IoTによるモノからサービスで
稼ぐ時代へのシフト、自動運転の開発競争の激化、フィンテック
(Financial Technologyの略)の急速な普及に伴い、ソフトウエア
技術を保護する特許制度のあり方、裁判所による判決の動向も全
世界でダイナミックに変化しています。本書は、これらのソフト
ウエア特許に関する動きと法律・裁判例・審査基準を集め、それ
らに解説を加えた改訂版です。

著作権。それは、知的財産権の中でも最も古い権利です。
映画やテレビ、ラジオ、ゲーム、インターネットコンテンツなどそ
の範囲はどんどん拡大しつつ、しかも身近なものになってきていま
す。本書は、「アメリカは著作権が厚く十分に保護されている国」
といった誤解等を丁寧に解説しつつ、法律書とは違い肩肘張らずに
楽に著作権を知るものです。

巨大な市場としての中国において商標権を得るには、類似の範囲を知って
おく必要があります。第１編は、商標局編の「区分表」に日・英訳を付した
対照式にしたもの。第２編は「区分表」に未掲載の商品及び役務で許容され
たもの。第３編では、類否が重要となった14の判決について紹介していま
す。中国での商標権取得・行使を確実なものとするため、出願書類の記載に
必須なものとして、おすすめの一冊です。

商標の類否
改訂版

世界のソフトウェア特許
改訂版

知財業務自体が知的財産を扱うという仕事の性質上、秘密裏にかつ少人数
で行われるため、業務内容が広く周知されず、また専門的で特殊であること
から余計に分かりにくいという苦手意識を持つ方も多くいます。
本書は、知財業務のノウハウを、この業界に20年以上いる著者が事例も挙げ、
分かりやすく解説しています。これから知財担当者になる方、知財担当なっ
たが知財業務の進め方がよく分からないという方には必見です。この本を読
めば、苦手意識も解けるはずです。

知財担当者になったら
読むべき本

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。

ISBN978-4-8271-1290-0

ISBN978-4-8271-1291-7

ISBN978-4-8271-1234-4

ISBN978-4-8271-1296-2

ISBN978-4-8271-1295-5

ISBN978-4-8271-1280-1

中国商標に関する
商標及び役務の類似基準(日本語・英語訳付)
及びその解説 国際分類第11版対応

平成28年改正

知的財産権法文集
平成29年5月30日施行版

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。
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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）

出 願 人 氏 名 発 明 の 名 称 公 報 番 号 出 願 番 号 出 願 日

エイベクト株式会社 ＵＳＢ仮想シリアルポート機器 2017-167791 2016-052069 2016/3/16

株式会社Ｔｏｒｉｌａｂｏ フロート弁及びウォータサーバ 2017-172751 2016-061604 2016/3/25

幸形 夢将
同時再生プログラム、同時再生システム、
携帯端末および発光体

2017-168961 2016-050809 2016/3/15

高井 拓夫 離床センサおよび離床状態判定装置 2017-169881 2016-059890 2016/3/24

国立大学法人鳥取大学 長残光蛍光体の製造方法 2017-160424 2017-037320 2017/2/28

国立大学法人鳥取大学 糖の製造方法 2017-165725 2017-045179 2017/3/9

地方独立行政法人鳥取県産業技術セン
ター

イオン交換材料およびその製造方法 2017-154041 2016-037206 2016/2/29

地方独立行政法人鳥取県産業技術セン
ター

離床センサおよび離床状態判定装置 2017-169881 2016-059890 2016/3/24

鳥取県 農作業用椅子 2017-170135 2017-047818 2017/3/13

岡田 寿博
高齢者用多目的活用のピンポイント草取り、
もしくは草抜きをする回転刃

登-03212596 2017-003266 2017/6/29

株式会社Ａ＆Ｍ 液体循環式冷却衣服 登-03212335 2017-003031 2017/6/15

カノンキュア株式会社
ヒト間葉系幹細胞を肝細胞へ分化誘導する新規化合物の合成と
解析

特-06201008 2016-123647 2016/6/22

株式会社モチガセ
ヒドロキシルラジカル発生剤、ヒドロキシルラジカル発生剤を
用いた抗ウイルス材及びヒドロキシルラジカル発生方法

特-06191842 2015-180138 2015/8/26

菊川 清 海底資源採掘システム 特-06201094 2017-081803 2017/4/18

荒浜 優治 植生用具およびこれを用いたモルタル斜面緑化工法 特-06204707 2013-120339 2013/6/7

国立大学法人鳥取大学 導電性ブリッジメモリ装置及び同装置の製造方法 特-06195155 2013-178124 2013/8/29

国立大学法人鳥取大学
ヒト間葉系幹細胞を肝細胞へ分化誘導する新規化合物の合成と
解析

特-06201008 2016-123647 2016/6/22

国立大学法人鳥取大学 新規細胞膜透過ペプチド 特-06202707 2012-228321 2012/10/15

商標権者 文字商標 出願番号 指定商品又は指定役務

有限会社柏木商会 着ごころちゃん 2017- 30681 第２５類

有限会社柏木商会 簡・軽・暖（イ－ジ－ライトウオ－ム） 2017- 30682 第２４類・第２５類

株式会社ＭＩＣＯＴＯテクノロジー 匠トレ－ニング 2016-138077 第９類・第４１類

大鳥機工株式会社 2017- 67101 第６類・第７類
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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

たくさんのご応募
ありがとうございました！


