
番号 分類 名称 出願人・権利者
特開2015-039435 A63G 回転遊具 株式会社犀工房
特開2015-039436 A63G 回転遊具 株式会社犀工房
特開2015-039727 B24B 酸化セリウム系研磨材の再生方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-040139 C03B 管ガラスの製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-040145 C03B ガラス材の製造方法及びガラス材の製造装置 日本電気硝子株式会社

特開2015-040266 C08L
樹脂組成物、難燃性シラン架橋性樹脂組成物、その製
造方法、成形品、電線・ケーブルおよびその製造方法

古河ＡＳ株式会社

特開2015-040294 C09K 研磨材 株式会社クリスタル光学
特開2015-040602 F16B クランプ 株式会社希望電機
特開2015-040765 G01S レーダ装置 古河ＡＳ株式会社

特開2015-041455 H01M
ナトリウムイオン二次電池用負極活物質、ならびに、そ
れを用いたナトリウムイオン二次電池用負極及びナト
リウムイオン二次電池

日本電気硝子株式会社

特開2015-041761 H01L 半導体装置 星野　政宏
特開2015-041762 H01L 光半導体装置 星野　政宏
特開2015-041763 H01L 光半導体装置及びその製造方法 星野　政宏
特開2015-041764 H01L 半導体装置 星野　政宏
特開2015-041765 H01L 半導体装置 星野　政宏
特開2015-041766 H01L 光半導体装置 星野　政宏
特開2015-042427 B24B 研磨工具 株式会社ツールバンク
特開2015-042601 C03C 樹脂層付きガラス板及びその製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-042607 C03C 強化ガラス及び強化用ガラス 日本電気硝子株式会社
特開2015-042829 E03B 消火用送水装置 株式会社立売堀製作所
特開2015-043276 H05B 有機ＥＬ素子用ガラス基板 日本電気硝子株式会社
特開2015-043305 H01B 絶縁電線の製造装置及び製造方法 住友電工ウインテック株式会社
特開2015-043899 A61B 医療装置 株式会社ミュー

特開2015-044697 C03B
ガラス基板生産管理システム及びガラス基板生産管
理方法

日本電気硝子株式会社

特開2015-044706 C30B 窒化物半導体成長用基板 公立大学法人　滋賀県立大学

特開2015-044709 C03B
ガラスフィルムリボン製造方法及びガラスフィルムリボ
ン製造装置並びにガラスロール

日本電気硝子株式会社

特開2015-044710 C03B
ガラスフィルムリボン製造装置及びガラスフィルムリボ
ン製造方法並びにガラスロール

日本電気硝子株式会社

特開2015-044711 C03B
ガラスフィルムリボン製造方法及びガラスフィルムリボ
ン製造装置

日本電気硝子株式会社

特開2015-044712 C03B 薄板ガラスの搬送方法および搬送装置 日本電気硝子株式会社
特開2015-044713 C03B 薄板ガラスの切断方法、およびガラス物品の製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-044716 C03C プロトン伝導体 日本電気硝子株式会社
特開2015-044742 C03B ガラスリボン及びその製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-044743 C03C 強化ガラス基板及びその製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-045582 G01R 電気検査治具 住友電工プリントサーキット株式会社
特開2015-045627 G21F 放射性汚染水中の放射性同位体の処理方法と装置 帝産湖南交通株式会社
特開2015-046354 H01M 電池モジュール用カバー、電池モジュール 古河ＡＳ株式会社
特開2015-046358 H01M バスバー構造体、電池モジュール 古河ＡＳ株式会社
特開2015-046775 H04N ビューモニター装置及びこれに装着するモニターカ 藤岡　柳二
特開2015-047137 A01K ルアー 株式会社ジャッカル
特開2015-047732 B29C インサート成形方法及びインサート成形品 新生化学工業株式会社
特開2015-048175 B66B エレベータの群管理システム フジテック株式会社
特開2015-048184 B66B エレベータの群管理システム フジテック株式会社
特開2015-048207 B65F 特定容器選別回収装置 高橋金属株式会社
特開2015-048274 C03C 有機ＥＬ素子用ガラス基板 日本電気硝子株式会社
特開2015-048275 C03C 有機ＥＬ素子用ガラス基板 日本電気硝子株式会社

特開2015-048278 C03B
板ガラス成形体、板ガラス成形体の製造方法、板ガラ
スの製造装置および板ガラスの製造方法

日本電気硝子株式会社

特開2015-048286 C03B ガラス光学素子の製造方法及びガラス光学素子 日本電気硝子株式会社
特開2015-049151 G01N 移動可能な構造物検査装置 株式会社光子発生技術研究所
特開2015-049357 G03F 配線基板の製造方法 京セラサーキットソリューションズ株式会社
特開2015-049439 G02B ガラス偏光子及びその製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-049930 H01M 電池モジュール、及び電池パック 古河ＡＳ株式会社
特開2015-049931 H01M 電池パックの電池内配線モジュール 古河ＡＳ株式会社
特開2015-049932 H01M 電池パックの電池内配線モジュール 古河ＡＳ株式会社
特開2015-050007 F21S 照明器具 コイズミライティング株式会社
特開2015-050008 F21S 照明器具 コイズミライティング株式会社

特開2015-050081 H01R
ジョイント端子、ワイヤーハーネスの接続構造、および
その接続方法

古河ＡＳ株式会社

特開2015-050082 H01R ワイヤーハーネスの接続構造および接続方法 古河ＡＳ株式会社
特開2015-050092 H01M 色素増感型太陽電池用ガラスペースト 日本電気硝子株式会社
特開2015-050109 F21S 導光板 日本電気硝子株式会社
特開2015-050307 H01L 配線基板およびその製造方法 京セラサーキットソリューションズ株式会社
特開2015-050308 H01L 配線基板およびその製造方法 京セラサーキットソリューションズ株式会社
特開2015-050309 H05K 配線基板の製造方法 京セラサーキットソリューションズ株式会社
特開2015-050310 H05K 配線基板の製造方法 京セラサーキットソリューションズ株式会社
特開2015-050369 H05K 印刷配線板及びその製造方法 京セラサーキットソリューションズ株式会社



特開2015-050892 H02K 発電システム 株式会社ダイニチ
特開2015-050892 H02K 発電システム 株式会社マツバ
特開2015-051882 C03C 強化ガラスの製造方法及び強化ガラス基板 日本電気硝子株式会社
特開2015-051911 C03B ストランド切断装置 ニューマンパワーサービス株式会社
特開2015-051911 C03B ストランド切断装置 日本電気硝子株式会社
特開2015-051912 C03B ガラスロール 日本電気硝子株式会社
特開2015-051918 C03C 無アルカリガラス 日本電気硝子株式会社
特開2015-051929 C07C リコピンのシス異性化方法 公立大学法人　滋賀県立大学
特開2015-051930 C07C リコピンのシス異性化方法 公立大学法人　滋賀県立大学
特開2015-052069 C10L エマルジョン燃料製造供給装置 株式会社マスイ
特開2015-052187 A42B 組立て帽子 株式会社開伸

特開2015-052233 E04H
アンカー、固定装置、およびそれを備えた獣害防止用
フェンス、および上記アンカーを用いた支柱

株式会社キャムズ

特開2015-052257 E03D トイレ排泄時水はね等防止泡 外村　正太郎

特開2015-053251 H01R
端子の製造方法、端子、電線の終端接続構造体の製
造方法、および電線の終端接続構造体

古河ＡＳ株式会社

特開2015-053363 H05K 印刷配線板の製造方法 京セラサーキットソリューションズ株式会社
特開2015-053564 H01Q アンテナ基板 住友電工プリントサーキット株式会社
特開2015-054723 B65D ガラス管梱包体 日本電気硝子株式会社
特開2015-054790 C03C 抗菌機能付き強化ガラス及びその製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-056529 H01L 膜形成方法および膜形成装置 株式会社イー・エム・ディー
特開2015-056555 H05K 高速伝送基板及び電子部品 住友電工プリントサーキット株式会社

特開2015-056558 H05K
フレキシブルプリント配線板、多層プリント配線板及び
フレキシブルプリント配線板の製造方法

住友電工プリントサーキット株式会社

特開2015-057362 C03B ガラス管の製造方法及びガラス管 日本電気硝子株式会社
特開2015-057366 C03B 板状ガラスの切断方法及びその切断装置 日本電気硝子株式会社
特開2015-058036 A61B 生体埋植材用挿入補助具及び包装体 国立大学法人滋賀医科大学
特開2015-058037 A61B 生体埋植材 国立大学法人滋賀医科大学
特開2015-058280 A47G 同一種の化学繊維からなるカーペット 呉羽テック株式会社
特開2015-058295 A62C 消火栓ボックス 株式会社立売堀製作所
特開2015-058476 B26D ミシン目加工装置 ホリゾン・インターナショナル株式会社
特開2015-058477 B26F ミシン目加工装置 ホリゾン・インターナショナル株式会社
特開2015-058501 B24B ワークの研磨装置及びワークの製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-058605 B32B 膜付部材及びその製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-058932 B65D ガラス板梱包体、及びガラス板梱包用治具 日本電気硝子株式会社
特開2015-059015 B65G ワーク搬送装置、及びワーク搬送方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-059048 C03B 板ガラス切断方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-059057 C03B ガラス材の製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-059074 C03B ガラス材の製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-059290 D03D 防護製品用布帛およびその製造方法および防護製品 有限会社西村織布工場
特開2015-059781 G01N 太陽電池検査装置、及び太陽電池検査方法 株式会社アイテス
特開2015-060629 H01R 回転コネクタ装置 古河ＡＳ株式会社

特開2015-060707 H01B

フラットケーブルと接続端子の接続方法、フラットケー
ブル付きコネクタユニットの製造方法、コネクタ集合
体、フラットケーブル付きコネクタ、及びフラットケーブ
ル付きコネクタユニット

古河ＡＳ株式会社

特開2015-060969 H01L 発光装置 日本電気硝子株式会社

特開2015-061105 H04B
無線送信機、無線受信機、無線通信システム及び無
線通信方法

株式会社日本ジー・アイ・ティー

特許第5678509 C09K 波長変換部材の製造方法、波長変換部材及び光源 日本電気硝子株式会社
特許第5678557 B66B 遮煙部材を備えた扉装置 フジテック株式会社
特許第5678885 F21S 波長変換素子、光源及び液晶用バックライトユニット 日本電気硝子株式会社
特許第5679266 H05K プリント配線板の接続構造、配線板接続体及び電子機 住友電工プリントサーキット株式会社
特許第5679273 H01T 抵抗体形成材料 日本電気硝子株式会社
特許第5679324 C03B ガラスロールの製造方法および製造装置 日本電気硝子株式会社
特許第5679513 C03C ガラス基板及びその製造方法 日本電気硝子株式会社
特許第5679519 C03C 封止ガラス 日本電気硝子株式会社
特許第5679522 C03C 封着材料 日本電気硝子株式会社
特許第5679527 C03C 強化ガラス基板及びガラス 日本電気硝子株式会社
特許第5679579 H05K 配線基板 京セラサーキットソリューションズ株式会社

特許第5680048 H04L
自動制御システム、接点情報収集分配装置および自
動制御システムの子局

株式会社リブ技術研究所

特許第5680607 A61K 安定固形製剤及びその製造法 大原薬品工業株式会社
特許第5680735 B30B プレス装置 キヤノンマシナリー株式会社
特許第5680736 B30B プレス装置 キヤノンマシナリー株式会社
特許第5681234 E04D 固定具 アガタ電子株式会社
特許第5682222 C09K 酸化セリウム系研磨剤の製造方法 日本電気硝子株式会社
特許第5682234 B66B エレベータ操作装置 フジテック株式会社
特許第5683684 G02F 軽量薄型の液晶表示装置の製造方法 日本電気硝子株式会社
特許第5683738 H02S 太陽電池検査装置 株式会社アイテス
特許第5684172 G01R 二次電池状態検出装置および二次電池状態検出方法 古河ＡＳ株式会社
特許第5684328 C25D 表面粗化銅板の製造方法及び表面粗化銅板 古河ＡＳ株式会社



特許第5684425 H01R
ワイヤハーネス、端子と被覆導線の接続方法、ワイヤ
ハーネス構造体

古河ＡＳ株式会社

特許第5684483 H05H
プラズマ処理装置用アンテナ及び該アンテナを用いた
プラズマ処理装置

株式会社イー・エム・ディー

特許第5684656 D04H 吸音材用不織布及びその製造方法 呉羽テック株式会社
特許第5684989 C12P トゲドコロ根茎の酵素処理物及び麹菌発酵処理物 タカラバイオ株式会社
特許第5685410 G02F 液晶表示素子 京セラディスプレイ株式会社
特許第5685411 G06F タッチパネル 京セラディスプレイ株式会社
特許第5686297 A61L 癒着防止材 国立大学法人滋賀医科大学
特許第5686653 H05K 複合配線基板の製造方法 京セラサーキットソリューションズ株式会社
特許第5686702 H05K 配線基板 京セラサーキットソリューションズ株式会社
特許第5688360 C08J ポリオレフィン系樹脂発泡シート 日本電気硝子株式会社
特許第5688527 C08F フッ素系重合体の製法 パイオトレック株式会社
特許第5688590 B24B 研磨パッド用表面処理剤及び研磨パッド用スプレー 株式会社ツールバンク
特許第5688880 C03C 点火プラグ用抵抗体形成用ガラス組成物 日本電気硝子株式会社
特許第5688970 C12N 多能性幹細胞の製造方法 タカラバイオ株式会社
特許第5689061 C12N 逆転写ポリメラーゼ連鎖反応用の組成物 タカラバイオ株式会社

特許第5689243 H01L
半導体発光素子封止材料およびそれを用いた半導体
発光素子デバイスの製造方法

日本電気硝子株式会社

特許第5690178 G02F 液晶表示装置 京セラディスプレイ株式会社

特許第5690621 C08J
発泡性ポリスチレン系樹脂粒子、発泡粒子及び発泡
成形体

株式会社積水化成品滋賀

特許第5690908 A61C 歯科技工用作業模型及びこれに用いる支持基台 有限会社齋藤歯研工業所

再公表特許2013022057 H01B
透明導電材料、透明導電層付基板及び透明導電層付
基板の製造方法

日本電気硝子株式会社

再公表特許2013022077 A61B マイクロ波手術器具 国立大学法人滋賀医科大学
再公表特許2013027279 B42C 表紙貼付機および該表紙貼付機を備えた製本装置 ホリゾン・インターナショナル株式会社
再公表特許2013031014 B42C 無線綴じ製本装置の糊付けユニット ホリゾン・インターナショナル株式会社
再公表特許2013031484 G02B ファイバ及びファイバの製造方法 湖北工業株式会社
再公表特許2013031908 C03B 板ガラス物品の分離装置 日本電気硝子株式会社

再公表特許2013035485 H05B
発光デバイス用セル、発光デバイス及び発光デバイス
用セルの製造方法

日本電気硝子株式会社

再公表特許2013038559 B42C 無線綴じ製本装置の糊付けユニット ホリゾン・インターナショナル株式会社
再公表特許2013038936 C12N ペルオキシダーゼ反応の停止方法及び反応停止剤 タカラバイオ株式会社
再公表特許2013039242 E04B 建材シート 株式会社大木工藝
再公表特許2013042565 G02F 液晶素子及び液晶素子用セル 日本電気硝子株式会社
再公表特許2013046295 B65H 給紙装置 ホリゾン・インターナショナル株式会社
再公表特許2013047642 D06M 抗菌性を有する剤が固定化された物品及びその製造 ＴＢカワシマ株式会社

再公表特許2013051656 G02B
マルチコアファイバ用コネクタ及びそれに用いる石英ガ
ラス成形品を製造する方法並びにその方法に用いる
石英ガラス成形用金型

湖北工業株式会社

再公表特許2013051718 C12N キメラ抗原受容体 タカラバイオ株式会社
実登3196333 E03D 便器尿垂れ補助装置 松岡　文吉
実登3196587 E02F 油圧ショベルのアタッチメント 真永工業有限会社
商標第5737288 29,30,31 ハイブリットン 山▲崎▼　公信
商標第5737583 30 茶助 丸安茶業株式会社
商標第5737707 29,30,32 ベジタフル 株式会社ホーマーコーポレーション
商標第5737764 41 傾聴マイスタ－ 皆黒　幸男
商標第5737772 5 レバグッド 滋賀県製薬株式会社
商標第5737816 6 チェンジソフト 株式会社清水合金製作所
商標第5738064 30 雪いぶき 農事組合法人アグリファーム国友
商標第5738185 35,41 湖の国 川村　陽子
商標第5738204 31 忍之、里芋、しのびのさといも 甲賀農業協同組合
商標第5738205 31 忍玉、西瓜、にんたますいか 甲賀農業協同組合
商標第5738301 4 Ｋ燃 株式会社Ｋ燃
商標第5738807 28 ＭＩＳＳＩＬＥ 株式会社ジャッカル

商標第5738862 28
ＦＯＲＯＦＦＳＨＯＲＥ・ＴＡＣＨＩＵＯ・ＧＡＭＥ、アンチョビミ
サイル、テンヤ型タチウオジグ、ＴＵＲＢＯ、タ－ボ

株式会社ジャッカル

商標第5739486 41 ＧＰＴＪＡＰＡＮ、ヘルシ－ゴルフ 宇於崎　孝
商標第5739900 43 とんちゃんくん 藤原　智巳
商標第5740034 9,11,21 図 ＯＬＥＤ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社
商標第5740035 9,11,21 ＯＬＥＤＭＡＴＥＲＩＡＬＳＯＬＵＴＩＯＮＳ ＯＬＥＤ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社
商標第5740077 6,42 自由自在工場 松定プレシジョン株式会社
商標第5740092 35 近江うまいもん屋 株式会社エスサーフ
商標第5740227 37 ＳＴＡＹＣＡＴＩＯＮ、ステイケ－ション 株式会社川地工務店
商標第5740228 37 ＳＴＡＹＬＩＦＥ、ステイライフ 株式会社川地工務店
商標第5740429 12 ＳＰＧ ＤＲＪ株式会社
商標第5741065 30 で、きんしＤＥサンド 株式会社かねよ
商標第5741801 6,42 自由自在研究所 松定プレシジョン株式会社
商標第5741969 5 トリアム 福地製薬株式会社
商標第5741970 5 クリアコ－ト 福地製薬株式会社
商標第5741972 5 パ－プルクリア 福地製薬株式会社
商標第5741973 5 クリアガ－ド 福地製薬株式会社



商標第5741974 5 クリアイッチ 福地製薬株式会社
商標第5742521 6 近江ＯＦＴ株式会社、ＯＨＭＩＯＦＴＣＯ・・ＬＴＤ・ 近江ＯＦＴ株式会社
商標第5742808 28 ＢＲＥＡＫＢＬＡＤＥ 株式会社ジャッカル
商標第5742866 28 ペケリング 株式会社ジャッカル
商標第5743514 6 パタサク タキロンプロテック株式会社
商標第5743518 29 おおはし美味極選 大橋珍味堂株式会社

商標第5743549 35
自動車部品貿易協同組合、ＡＵＴＯＰＡＲＴＳＴＲＡＤＥＡ
ＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ

自動車部品貿易協同組合

商標第5743601 43 ＢＡＫＵＳＨＯ、麦笑 株式会社麦笑
商標第5743602 43 麦笑 株式会社麦笑
商標第5743603 43 ＢＡＫＵＳＨＯ 株式会社麦笑

商標第5743652 29
美味極選、びみごくせん、大橋珍味堂、ＯＨＡＳＨＩＣＨＩ
ＮＭＩＤＯ、り（イリヤマ）

大橋珍味堂株式会社

商標第5744147 6 ＯＨＭＩＯＦＴ 近江ＯＦＴ株式会社
商標第5745118 35 平和書店、ＨＥＩＷＡＢＯＯＫＳ 株式会社ダイレクト・ショップ


