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設計技術 

今までにない

環境を汚す粉漏れも

持ち運びに便利な袋

客さまに製品

袋をお使いになる

せ、袋を製品化する過程で、特許・

きも行っています。

特許第 5799480

お客様の改善要望から誕生した

０１４年に「

主に袋設計を行っており、包袋の加工から完成までは協力メーカーへ

トソーシングする方法でお客様のニーズにお応えして

内にあり、生産拠点は

お客様からの改善

に袋を傷つけ

高い需要が見込まれるため、起業しての事業化を決意しました。

「尖がり防止袋

口封で粉漏れ

袋です。またお客様

粉漏れがないことから、

填に適してして

善できます。

荷姿は底貼袋
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 尖がり防止袋

の改善要望から誕生した紙袋
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製粉業界等で広く
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袋の形で、粉を詰めると従来の荷姿と

混入の原因となる開封時の紙

尖がり防止袋」

提供を行っています。 

聞き、改善要望

製品化する過程で、特許・意匠・商標を自身で出願し、権利化手続

尖がり防止袋 ／ 商標

袋、「尖がり防止袋

を創業しました。
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広く使用されている

開封時に紙破が
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粉体用袋の懸案特許を見つけ、知財総合支援窓口へ対応方法の相談に訪問したのが窓口活用のきっかけ

でした。その中で特許だけでなく、意匠・商標など

相談につながっていきました。

特許

知財総合支援窓口
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知財総合支援窓口活用のポイント

粉体用袋の懸案特許を見つけ、知財総合支援窓口へ対応方法の相談に訪問したのが窓口活用のきっかけ

でした。その中で特許だけでなく、意匠・商標など

相談につながっていきました。

懸案特許に対して、先ず権利状況を確認するために特許電子図書館（

ォーム）を使った権利状況の確認と、権利状況の見方を説明しました。

請求範囲の読み方についても、製品の袋の構造と、特許請求の範囲とを対比させて構成要素と属否の関

係の説明を行い、また製品の形状変更による権利を回避するためのアドバイスも行いました。

袋を開発するたびに特許出願すると袋の利益より特許の出願費用の方が高くなることについても相談を

受けたため、自分で特許出願する方法もあることを説明しました。

また、特許以外にどの様な相談に乗って貰えるのか？

に乗れる点を説明し、特許権実施許諾契約書の締結に向けたアドバイスも行いました。

研究開発担当者が知財に対する相談を積み重ねてきたことにより、知財を経営に生かすマインドを持つ

に至りました。

特許は弁護士や

知財総合支援窓口

出願時の注意事項や

公的機関ですから無料で
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つなげてきています。
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