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※ 上記相談の対象は中小企業、個人事業主及び創業検討中の方のみとなります。
その他の方は知財コーディネーターが対応させていただきます。

※ 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サイト（http://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tottori/）では、窓口状況の
確認もできますのでご利用ください。

お申し込み連絡先 INPIT 鳥取県知財総合支援窓口

■T E L    東部窓口：０８５７-５２-５８９４
西部窓口： ０８５９-３６‐８３００

■E-mail：torimado@toriton.or.jp 

≪ 知財総合支援窓口の電話が通話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

★商工会議所・図書館での相談会等のご案内
※ご予約・お問い合わせは、各会場にご連絡ください。各会場共通 開催時間は13:00～16:00

「知財専門家駐在日」のお知らせ

≪INPIT 鳥取県知財総合支援窓口≫

月 日 時 間 場 所 知 財 専 門 家

８月 １日 (水) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 西部ｾﾝﾀｰ 2階 田中(俊)弁理士

８月 ２日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 黒住弁理士

８月 ９日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 中西弁理士

８月１６日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 田中(秀)弁理士

８月３０日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 上田弁護士

１

月　　日 会　場　(予約・問合せ先電話) 名　称 時　期

８月  7日 (火)

８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）

８ 月  3日 (金)

８ 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）

8 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）

８ 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）

８ 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）

８ 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

独自開催
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平成３０年６月１８日(月) とりぎん文化会館にて、平成３０年度一般社団
法人鳥取県発明協会定時社員総会が開催され、２議案について決議
がなされ承認されました。
また、平成３０年度事業計画及び収支予算について報告がなされました。

定時社員総会後、臨時理事会が開催され、社員総会にて選任された
理事より、代表理事及び業務執行理事の選定が行われ下記のとおり決
定いたしました。

「平成３０年度 一般社団法人鳥取県発明協会 定時社員総会」開催報告

【定時社員総会議事】

議案第１号 平成２９年度事業報告及び決算の承認について

議案第２号 理事及び監事の選任(案)について

会 長 清水 昭允 ㈱清水 会長

副 会 長 吉村 文宏 鳥取県 商工労働部長

専務理事 中山 孝一 (公財)鳥取県産業振興機構 代表理事理事長

常務理事 小林 直樹 (公財)鳥取県産業振興機構 常務理事事務局長

清水会長より開催の挨拶

会員の皆様方には、
ご多忙の折ご出席をいただきまして誠にあり
がとうございました。

また定時社員総会開催にあたり、委任状の
ご提出にご協力賜り、厚く御礼申し上げます。

文化庁・鳥取県主催「著作権セミナー」開催のお知らせ（再掲）

著作権に関する基礎的な理解を深め、もって著作権制度の知識や意識の向上を図ることを目的に、「平成30年

度著作権セミナー（鳥取県会場）」が開催されます。どなたでも受講いただけますので、是非ご参加ください！

日 時：平成 30年 7月 31日（火）13:30～16:30

場 所：とりぎん文化会館 ２階・第2会議室

講 師：文化庁著作権課職員

対象者：著作権制度を学びたい方

費 用：無 料

定 員：１００名（要申込）

内 容：著作権制度の概要について

平成30年度

著作権セミナー（鳥取県会場） 開催のお知らせ

✤✤

✤

✤

✤
✤

お申し込み・お問い合わせ先

鳥取県 商工労働部 産業振興課
TEL:0857-26-7690 FAX:0857-26-8117
E-mail：sangyou-shinko@pref.tottori.lg.jp

✤

✤
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「講演会 (知的財産戦略セミナー) 」開催報告

アンケート結果

参加者は、製造業が４１％と多かった。講演内容については概ねの方が大変満足、満足と回答。

「クイズ形式は内容理解に役立った」、「再度開催してほしい」、という一方、「初心者には難し

かった」等の意見もあった。理解度については、ほとんどの方が「良く理解できた」、「理解でき

た」と回答した。また、今後については、「地域ブランド」についての講演を望む方が２３％と一番

多く、「知財活用事例等」２１％、「特許」１８％と続いた。（数字は回答数割）

平成３０年６月１８日（月）、とりぎん文化会館にて、

森特許事務所 所長弁理士 森 寿夫先生をお迎えして、

「これだけは知っておきたい商標権の最新事情」と題して

セミナーを開催。５３名の参加がありました。お忙しい中

たくさんのご参加をいただき、ありがとうございました。

これだけは知っておきたい

商標権の最新事情

✤ ✤

この日セミナーで、森先生は、まず、「商標」とは何か、「商標権の侵害」とはどういったものか

という基本的なことを実例を挙げてわかりやすく説明され、続いて、立体商標、動き商標、ホログラ

ム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標などの「新しいタイプの商標」について解説なさ

いました。また、国内で出願した商標を海外で展開する際の注意点や、商標出願後、スムーズに早期

審査されるためのコツなども伝授くださいました。

このほか、商標の類否判断の難しさを過去の事例からクイズ形式で出題、第一線でご活躍の森先生

だからこそ知り得る情報や、過去の特徴的な事例にまつわるさまざまな話題をお話しいただきました。

最後に、海外への商標登録出願についての仕組みと現状、注意すべき点などをレクチャーいただき、

「出願を考えている企業の方は鳥取県知的所有権センターへ相談するよう」ご紹介いただきました。

講師の森先生には、ご多忙な中、貴重なご講演をいただき、ありがとうございました。

また、ご参加の皆様、関係者の皆様にも心より感謝申し上げます。

講師：森特許事務所 所長弁理士
森 寿夫 先生

講演会場の様子（熱心に聴講する参加者の皆様）

今回の講演を通して、参加された皆

様が「知的財産」の重要性や必要性を

再認識し、1つでも自社の戦略のヒント

となるものを感じて参考にしていただ

ければ幸いです。

たくさんのご参加、
ありがとうございました。

32018.07



県民の発明考案に対する関心を深めていただくとともに、次代を担う児童・生徒が創作する喜び

と発明くふうの楽しさを体得し豊かな創造力を養うことを目的に、本年度も以下の募集を行います。

みなさまのご応募お待ちしております。

「第６０回鳥取県発明くふう展」「第１８回鳥取県未来の科学の夢絵画展」作品募集

◆◆「第６０回鳥取県発明くふう展」「第１８回鳥取県未来の科学の夢絵画展」作品募集 ◆◆

≪お申し込み・お問い合わせ≫ 一般社団法人鳥取県発明協会

http://www.toriton.or.jp/~ thatsu/

０８５７-５２-６７２８ hatsu@toriton.or.jp4 2018.07

児童の部✤ たくさんのご応募
お待ちしております！



一般の部✤

「第６０回鳥取県発明くふう展」「第１８回鳥取県未来の科学の夢絵画展」作品募集

一般の部✤
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出品申込書・出品票に



特許探偵団 Vol.21  空中基地
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特許探偵団 Vol.21  空中基地
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特許探偵団 Vol.21  空中基地
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特許探偵団 Vol.21  空中基地
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鳥取県知的所有権センター担当者より

一般社団法人 鳥取県発明協会
理解増進担当スタッフ 中尾淳子

４月より鳥取県発明協会の理解増進担当に配属されました中尾です。

理解増進担当スタッフとして、皆さんに知財のことを少しでも知っていただけるよう、ポスターやチ

ラシの作成、広報記事やイベント・セミナーなどで知財窓口の周知活動をしています。

ところで皆さんは、「東京特許許可局」をご存知ですか？すでに言いながら噛み噛みになってしまい

ますが、子供のころよくやった早口言葉のアレです。

「東京特許許可局」は知っていても、どこのどんな機関かを知っている人は少ないのではないでしょ

うか。私は「東京にある特許関係の役所？」くらいに思っていましたが、「特許庁の出先機関？」とか

「特許庁の前身？」と思っておられる方は意外に多いような気がします。

調べてみると、次のようにありました。

「東京特許許可局（トーキョートッキョキョカキョク）は、単なる早口言葉のために創作された言葉

で、そのような機関・組織・部局はなく、過去に存在したこともありません。

ちなみに日本で特許に関する業務を行っているのは、経済産業省の外局である「特許庁」です。特許

庁が東京の霞が関にある点だけは、早口言葉の「東京」と合致します。

特許庁は、特許の他にも、実用新案・意匠・商標などの産業財産権に関する業務も行っています。」

よくよく考えてみれば当然の結果かもしれませんが、「東京特許許可局」が実在しない早口言葉だけ

だったなんてちょっとびっくり。でも本当に「東京特許許可局」があったら、みんな言いにくくて困っ

ていたかもしれません。

ちなみに、早口言葉ランキングでは第3位でした。気になる1位と2位もお知らせしておきますね。

1位 かえるぴょこぴょこ三ぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこ六ぴょこぴょこ。

2位 赤巻紙青巻紙黄巻紙

「東京特許許可局」、この早口言葉のおかげで、日本人なら子供から大人まで「特許」という言葉を知

るきっかけになっていると考えるとすごいですね。皆さんも久しぶりに「東京特許許可局（トーキョー

トッキョキョカキョク）」と３回続けて言ってみてください。いい口の運動になりますよ。

2018.07

東京特許許可局（トーキョートッキョキョカキョク）とは？
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知財Ｑ＆Ａ

「知財Ｑ＆Ａ」は、知財総合支援窓口で実際にご相談のあった事例の中から、

皆様のお役に立つと思われる案件をピックアップしてご紹介しています。

Ａ

商標権の類似群コードと禁止権の範囲はどのように考えればいいの？Ｑ

類似群コードは、侵害の判断基準とするものではありません。

「タオル」（類似群コード17B01）が指定商品で権利化されていた場合、同じ類

似群コードに属する「手ぬぐい、ハンカチ、ふくさ、ふろしき」は、禁止権の範

囲になると思われ使用すると侵害になると考えてよいでしょうか？

また、「タオル 手ぬぐい ハンカチ ふくさ ふろしき」以外の布製身の回り品

（第24類に属するもの）は、禁止権の範囲になるのでしょうか。

類似群コードは、出願の審査にあたり商品及び役務の類似性を特許庁の審査官が

判断するための基準となるものであり、実際の紛争の場において裁判所等の判断を

拘束したり、侵害の判断基準とするものではありません。

しかし、類似群コードが同一の商品は、特許庁の審査では類似と推定される商品

なので商標権の効力が及ぶ可能性があります。他人の商標権が存在する場合は使用

を控えたほうがよいでしょう。

また、類似商品・役務審査基準の四角囲いされている商品の下に記載されている

個別の商品は例示であり、それらの商品以外の商品が存在する場合がありますので

ご注意ください。

本文及び知的財産権についてのご相談は、

お気軽に『INPIT 鳥取県知財総合支援窓口』まで！

電話：０８５７－５２－５８９４
2018.07

■参考情報： 区分 第２４類、 類似群コード：17B01

【第２４類】

織物， メリヤス生地， フェルト及び不織布，オイルクロス， ゴム引防水布， ビニル

クロス，ラバークロス，レザークロス， ろ過布，布製身の回り品， かや，敷布， 布団，

布団カバー，布団側， まくらカバー， 毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん， シャ

ワーカーテン， のぼり及び旗（ 紙製のものを除く。）， 織物製トイレットシートカ

バー，織物製椅子カバー，織物製壁掛け，カーテン， テーブル掛け，どん帳，遺体覆

い，経かたびら， 紅白幕， 黒白幕，ビリヤードクロス，布製ラベル

布製身の回り品 類似群コード：17B01

タオル 手ぬぐい ハンカチ ふくさ ふろしき
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書籍のお知らせ ( 発明推進協会の本 2018.7 ）

【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

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。

ブラジル特許を理解するために！

本書は、いわゆる工業所有権四法を、準用される条文が多い特許法を中心
に、似た条文を並べ替えたものです。特許法の準用はもちろんのこと、書換
え条文にも対応します。特許法・実用新案法・意匠法・商標法の四法の関連
を一目で理解でき、記憶するのが容易になります。「特許法等の一部を改正
する法律」(平成27年法律第55号)、「不正競争防止法の一部を改正する法
律」(平成27年法律第54号)及び「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整
備等に関する法律」(平成26年法律第69号)等の改正を組込んでいます。是非
お買い求めください。

鳥取県発明協会 会員価格： 2,592円 鳥取県発明協会会員価格： 2,592円

鳥取県発明協会 会員価格： 2,592円

鳥取県発明協会会員価格： 2,592円鳥取県発明協会 会員価格： 3,456円

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。

平成27年改正

対照式工業所有権四法
発明推進協会 編

A5判 632頁 定価 3,240円
送料350円

ISBN 978‐4‐8271‐1289‐4

ISBN 978‐4‐8271‐1270‐2

ISBN 978-4-8271-1266-5

出願人のための
ブラジル特許制度

青和特許法律事務所
ブラジル特許制度研究会 編

A5判 312頁 定価 3,240円
送料350円

契約は重要です！

石田正泰 著
B5判 408頁 定価 4,320円
送料460円

知的財産契約実務
ガイドブック 第３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。

人気の知財エッセーが一冊になりました！

知財文化論

丸山亮 著
A5判 288頁 定価 3,240円
送料3５0円

人間は創造力を鍛え、文化と歴史を積み重ねる――。そんな人
間が作り出す文化を、元特許庁の審査官・審判官で弁理士、作
曲家、マルチメディア・アーティストとして活躍中の著者が、
時代や洋の東西を超えて、独自の視点で論じます。2005年か
ら月刊「発明」と月刊「技術と経済」の2誌にわたって約12年
間連載したエッセーに加筆した136篇。あらゆる知財の話が満
載です。

ISBN 978‐4‐8271‐1284‐9
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鳥取県発明協会会員価格： 3,456円

インドは、近年の国際化（特に英語を使用するコンピュータ社
会）で成長をし始めた国の一つです。17つの公用語、5つの特
許庁があるインドは、日本人にとって掴みにくい国の一つに
なっています。ここ数年の経済発展により知的財産権の世界に
おいても注目される国になってきています。出願から訴訟に至
るまでの一連の流れに沿ってインドの特許制度を解説した入門
書です。

ISBN 978-4-8271-1225-2

インド特許法と
そのプラクティス

Kalyan C. Kankanala、Arun K. Narasani、
Vinita Radhakrishnan 著
A5判 472頁 定価 4,320円
送料350円

インドの特許法を知る

条文を覚える近道！

再版できました！

鈴木 壯兵衞 著
A5判 362頁 定価 3,240円
送料350円

わが国においては、2009年より日米欧共通出願様式での特許出願
が開始されましたが、現在では、韓国、中国を加えた五つの特許
庁の枠組みにおいても、共通出願様式の採用が推進されています。
本書は、長く特許事務所内で指導してきた著者が、共通出願様式
に対応した明細書及び図面等の記載方法を具体的に解説し、その
考え方や心構えまでも指南するものです。企業の知的財産部員、
中小企業の経営者はもとより、経験の浅い弁理士、さらには学生
や研究者など、“プロの技”を志向する方は必見の一冊です。

ISBN 978-4-8271-1201-6

2018.07

日米欧中韓共通出願様式時代
特許明細書等の書き方
プロフェショナル・アマチュアのための教本



※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）

鳥取県特許関係情報 (平成３０年６月発行)
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◆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

株式会社エナテクス 太陽光発電装置及びこれを備える太陽光発電システム 2018-098999 2016-244753 2016/12/16

株式会社ケイケイ 生分解性樹脂組成物及びその製造方法 2018-087354 2018-039026 2018/3/5

株式会社海産物のきむらや 免疫賦活剤 2018-090522 2016-234383 2016/12/1

株式会社田中造園土木 皮膚および骨の活性化を促進するための医薬組成物およびその製造方法 2018-095630 2016-257890 2016/12/15

株式会社日本マイクロシステム チャック装置 2018-089712 2016-232795 2016/11/30

国立大学法人鳥取大学 精神疾患判定装置 2018-094029 2016-240737 2016/12/12

国立大学法人鳥取大学 疼痛判定装置及び薬剤効果判定装置 2018-094030 2016-240738 2016/12/12

国立大学法人鳥取大学 心因性疾患判定装置 2018-094031 2016-240739 2016/12/12

国立大学法人鳥取大学 不快判定装置 2018-094032 2016-240740 2016/12/12

国立大学法人鳥取大学 細胞組織体の評価方法および薬効評価方法 2018-099058 2016-246254 2016/12/20

三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社 文字認識装置および文字認識方法 2018-097396 2016-238024 2016/12/7

日本セラミック株式会社 超音波送受信器 2018-098666 2016-241951 2016/12/14

国立大学法人鳥取大学 蛍光体及びその製造方法並びに生体イメージング方法 WO2017/038712 2017-537860 2016/8/26

吉下 幸夫 足裏マッサージ器 登-03216590 2018-001149 2018/3/28

サンコネックス株式会社 照明システム 特-06348010 2014-149006 2014/7/22

株式会社ＬＡＳＳＩＣ 機械対話による感情推定システム及びそのプログラム 特-06343823 2013-139773 2013/7/3

株式会社アサヒメッキ 化学発色法による発色ステンレス鋼の製造方法 特-06337383 2016-124048 2016/6/23

国立大学法人鳥取大学
抗ウイルス性ポリ塩化ビニル系樹脂組成物及び抗ウイルス性ポリ塩化ビニ
ル系樹脂成形体

特-06341358 2013-146935 2013/7/12

国立大学法人鳥取大学 近赤外線の波長特性を利用した非侵襲性医療装置 特-06347910 2012-103379 2012/4/27

国立大学法人鳥取大学 アスベストの無害化処理方法ならびに該方法に用いる処理剤 特-06348679 2018-063058 2018/3/28

植田 俊幸 機械対話による感情推定システム及びそのプログラム 特-06343823 2013-139773 2013/7/3

石井 克典 機械対話による感情推定システム及びそのプログラム 特-06343823 2013-139773 2013/7/3

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター 化学発色法による発色ステンレス鋼の製造方法 特-06337383 2016-124048 2016/6/23

◆商標出願状況◆

商標権者 文字商標 出願番号 指定商品又は指定役務

株式会社ホクニチ 鴨乃屋 2017-106505 第29類

寿スピリッツ株式会社 いろはかえで 2017-102759 第30類

株式会社米子青果 ぴこりん 2017-115774 第31類

株式会社ニシウラ ヨッコイショシリ－ズふわふわフィットパンツ 2017-113810 第5類

鳥取トヨペット株式会社 2018- 30576 第35類

山本 賀寿恵 ＴＵＬＳＩの風 2017- 84572 第30類

山本 賀寿恵 体が欲しがるハ－ブティ－ 2017- 84574 第30類

千代むすび酒造株式会社
千代、むすび、純米吟醸辛口、ＲＹＯ、涼、ＪＵＮＭＡＩＧＩＮＪＹＯ、
ＫＡＲＡＫＵＣＨＩ、ＣＨＩＹＯＭＵＳＵＢＩＲＹＯ

2017- 22300 第33類

千代むすび酒造株式会社 聡 2017-118168 第33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

たくさんのご応募
お待ちしております！

第60回

鳥取県発明くふう展
８月１日より募集開始！！


