
番号 分類 名称 出願人・権利者

特開2015-061808 C03C
強化ガラス、強化ガラス板、強化ガラス容器及び
強化用ガラス

日本電気硝子株式会社

特開2015-061809 C03B
繊維状ガラス組成物の製造方法、繊維状ガラス
組成物の製造装置、繊維状ガラス組成物、およ
びガラス素材

日本電気硝子株式会社

特開2015-062044 G02B
光接続部品およびその製造方法並びに光接続
部品製造用金型容器

湖北工業株式会社

特開2015-063348 B65D 包装ケース封止構造 株式会社開伸
特開2015-063410 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2015-063415 C03B
ガラスフィルム、及びガラスフィルム積層体、並び
にガラスフィルムの切断方法

日本電気硝子株式会社

特開2015-063419 C03B ガラス板の製造方法 日本電気硝子株式会社

特開2015-063427 C03C
ガラスフィルムの表面処理方法、ガラスフィルム
積層体、およびガラスフィルム

日本電気硝子株式会社

特開2015-063450 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2015-063570 A61K 口腔内崩壊錠 大原薬品工業株式会社
特開2015-064233 G01B ねじ用限界ゲージ 株式会社アイゼン
特開2015-064343 G01V 自動ドアセンサ装置 オプテックス株式会社
特開2015-064419 G02B 反射抑制膜及び反射抑制部材 日本電気硝子株式会社
特開2015-064757 G06F 触覚伝達型タッチパネル 京セラディスプレイ株式会社
特開2015-064928 H01R 気密端子 エヌイーシー　ショット　コンポーネンツ株式会社
特開2015-064969 H01B 作業台及びワイヤハーネスの製造方法 古河ＡＳ株式会社
特開2015-064973 H01R 挿入作業補助装置及び挿入作業補助方法 古河ＡＳ株式会社
特開2015-065203 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2015-065506 H04W
ＬＡＮ通信とＩＥＥＥ８０２．１５．４規格通信との中継
システム

株式会社ＳＯＵＳＯＵ

特開2015-065649 H04R 振動板及びスピーカー 日本電気硝子株式会社
特開2015-066466 B08B 超音波による液体噴射式洗浄機 ヤマトテクノス有限会社
特開2015-066665 B26F 回転式打抜機 ホリゾン・インターナショナル株式会社
特開2015-067224 B60R 電源供給装置 古河ＡＳ株式会社
特開2015-067371 B66B エレベータの群管理制御装置 フジテック株式会社
特開2015-067437 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2015-067607 A61K 複数の成分を配合した点眼剤 滋賀県製薬株式会社
特開2015-067862 C23C 膜付部材の製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-068029 E06B ブラインド、およびアタッチメント 大湖産業株式会社
特開2015-068548 F25B 冷媒分流器 郷インテックス株式会社
特開2015-068715 G01R 断線検出装置 古河ＡＳ株式会社

特開2015-069732 H01R
化学強化ガラスを用いた気密端子およびその製
造方法

エヌイーシー　ショット　コンポーネンツ株式会社

特開2015-069850 H05B 有機ＥＬ素子用ガラス基板 日本電気硝子株式会社
特開2015-069851 H05B 有機ＥＬ素子用ガラス基板 日本電気硝子株式会社
特開2015-069949 F21V 照明器具 コイズミライティング株式会社
特開2015-070041 H05K コア基板の貫通孔形成方法 京セラサーキットソリューションズ株式会社
特開2015-070105 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2015-070742 H02M 電源制御装置 古河ＡＳ株式会社
特開2015-071485 B65H 巻取装置及び巻取方法 住友電工ウインテック株式会社

特開2015-071514 C03C
光取り出し層形成用ガラス、光取り出し層形成用
材料、光取り出し層付きガラス基板及びこれらを
用いた有機ＥＬ素子

日本電気硝子株式会社

特開2015-071515 C03B
ガラスフィルムの割断方法及びフィルム状ガラス
の製造方法

日本電気硝子株式会社

特開2015-071524 C03B ガラスの製造方法及びガラス 日本電気硝子株式会社
特開2015-071699 C09K 波長変換材料、波長変換部材及び発光デバイス 日本電気硝子株式会社
特開2015-072461 G02B 光電気混載基板 住友電工プリントサーキット株式会社
特開2015-072896 F21V 導光板 日本電気硝子株式会社
特開2015-073843 A61B 大腿骨固定装置 株式会社オーミック
特開2015-074035 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2015-074217 B32B
フッ素樹脂基材、プリント基板、表示パネル、表
示装置、タッチパネル、照明装置、及びソーラパ

住友電工プリントサーキット株式会社

特開2015-074275 B62D ハイルーフ型車両 東レ・カーボンマジック株式会社

特開2015-074528 B66B
エレベータを用いて対象者の動向を監視するシ
ステム

フジテック株式会社

特開2015-074572 C03C 光学ガラス 日本電気硝子株式会社
特開2015-074579 C30B 単結晶育成装置及び単結晶 キヤノンマシナリー株式会社
特開2015-074589 C03C 紫外線発光素子用カバーガラス 日本電気硝子株式会社
特開2015-074596 C03C Ｌｉ２Ｏ－Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２系結晶化ガラス 日本電気硝子株式会社
特開2015-074598 C03C 硫リン酸塩ガラスの製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-074624 A61K 複合充填材及び歯科用組成物 サンメディカル株式会社
特開2015-074633 A61K 血管塞栓剤 国立大学法人滋賀医科大学

特開2015-074647 A61K
ステロール調節因子結合タンパク質１ｃ遺伝子発
現抑制剤

有限会社　坂本薬草園

特開2015-074674 C08J ガラス繊維補強部材及び熱可塑性樹脂成形体 日本電気硝子株式会社
特開2015-074884 E04B 組み付け部材 アガタ電子株式会社
特開2015-076333 F21S 照明器具 コイズミライティング株式会社
特開2015-076568 H01L 波長変換部材の製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-076585 H01L ＬＥＤモジュール及びＬＥＤ照明器具 住友電工プリントサーキット株式会社



特開2015-077630 B21K モータシャフトの製造方法 株式会社メタルアート
特開2015-078075 C04B グリーンシート及びその製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-078086 C03C 光学ガラス 日本電気硝子株式会社
特開2015-078092 C03C 無アルカリガラス 日本電気硝子株式会社
特開2015-078100 C03C 光学ガラス 日本電気硝子株式会社
特開2015-078113 C03C 支持ガラス基板及びこれを用いた搬送体 日本電気硝子株式会社

特開2015-078449 D06M
ポリ乳酸系ポリエステル樹脂で加工された短繊
維不織布

呉羽テック株式会社

特開2015-078504 E21B 超硬工具 株式会社サン機工

特開2015-079608 H01H
保護素子用ヒューズエレメント材およびそれを利
用した回路保護素子

エヌイーシー　ショット　コンポーネンツ株式会社

特開2015-080366 H02G グロメット 古河ＡＳ株式会社
特開2015-080486 A47G 鏡面体及び鏡面体構造物 株式会社電気硝子技術情報センター
特開2015-080486 A47G 鏡面体及び鏡面体構造物 日本電気硝子株式会社
特開2015-080732 C02F 紫外線を利用した水処理システム 株式会社清水鐵工所
特開2015-081141 B65C ラベル取付装置 日本電気硝子株式会社
特開2015-081298 C08J 多孔質樹脂成形体及びその製造方法 滋賀県
特開2015-082423 H01R 端子金具 古河ＡＳ株式会社
特開2015-082978 A01K 生体情報収集装置及び生体情報収集システム 株式会社ピーダブルビー

特開2015-083527 C03C
ガラス積層体、光学結像部材、ガラス積層体の
製造方法及び光学結像部材の製造方法

日本電気硝子株式会社

特開2015-083564 A61K
ノコギリヤシ果実抽出物及びボタンボウフウ抽出
物を含む組成物

タカラバイオ株式会社

特開2015-084103 G02B 光学フィルムの製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-084301 H01B 導電シートおよび導電シートの製造方法 住友電工プリントサーキット株式会社
特開2015-084310 H01R メス端子及び接続構造 古河ＡＳ株式会社
特開2015-084311 H01R アウター付きメス端子 古河ＡＳ株式会社

特許第5691148 B65D
ガラスロール、ガラスロールの製造装置、及びガ
ラスロールの製造方法

日本電気硝子株式会社

特許第5691488 B66B エレベータ装置 フジテック株式会社
特許第5692513 C03C ガラスフィルム積層体 日本電気硝子株式会社
特許第5692653 E21D コンクリート製推進管及びそのゴム輪製シール部 栗本コンクリート工業株式会社
特許第5692834 C09J 金属蒸着箔付粘着テープおよびその製造方法 中塚工業株式会社
特許第5696350 C03B ガラス成形体の製造方法 日本電気硝子株式会社
特許第5696393 C03B ガラスフィルムの割断方法 日本電気硝子株式会社
特許第5696951 C03C 無アルカリガラスおよび無アルカリガラス基板 日本電気硝子株式会社
特許第5697006 B60N スライドシート用配線構造 古河ＡＳ株式会社
特許第5697016 A61G 死装束 山本　和代
特許第5697020 H05K 基板および基板の製造方法 古河ＡＳ株式会社
特許第5697033 H01R 回転コネクタ装置 古河ＡＳ株式会社
特許第5697034 H02J 車両用電源供給回路 古河ＡＳ株式会社
特許第5697039 G01R 二次電池状態検出システム 古河ＡＳ株式会社
特許第5697047 G02B 光コネクタ及びコネクタ構造 古河ＡＳ株式会社
特許第5697050 G02B 光接続構造及び光コネクタ 古河ＡＳ株式会社
特許第5697052 H01Q アレーアンテナ装置 古河ＡＳ株式会社
特許第5697056 H01Q 平面構造ＥＢＧ 古河ＡＳ株式会社
特許第5697062 H01R 端子金具 古河ＡＳ株式会社
特許第5697064 H05K 電磁シールド管 古河ＡＳ株式会社
特許第5697066 G01S パルス生成装置 古河ＡＳ株式会社
特許第5698084 A61B 内視鏡鉗子 山科精器株式会社
特許第5699261 C12N ケラチナーゼおよびその製造法 山本　佳宏
特許第5699261 C12N ケラチナーゼおよびその製造法 和田　潤
特許第5699286 C07C 神経難病の画像診断薬及び体外診断薬 国立大学法人滋賀医科大学
特許第5699286 C07C 神経難病の画像診断薬及び体外診断薬 滋賀県
特許第5699290 B24B スピンドルユニット 大久保精工株式会社
特許第5699729 C03B 帯状ガラスの成形装置および成形方法 日本電気硝子株式会社
特許第5700229 F24C 調理器用トッププレート 日本電気硝子株式会社
特許第5700350 C03C 光学ガラス 日本電気硝子株式会社
特許第5700611 E02D 地中埋設杭撤去方法、及び地中埋設杭撤去装 株式会社高橋重機
特許第5701693 E06B シートシャッタ用帯電防止性シート 松山産業株式会社
特許第5702015 F16H 駆動装置 株式会社マグエナジ
特許第5702143 C23C スパッタリング薄膜形成装置 株式会社イー・エム・ディー
特許第5702850 C03B 光ファイバ母材 湖北工業株式会社
特許第5703176 A61K タンパク質含有レジン系組成物 サンメディカル株式会社
特許第5703230 A61K 易除去性歯科用硬化性組成物 サンメディカル株式会社
特許第5703273 F16K ウエイト式緊急遮断弁 株式会社清水鐵工所

特許第5703525 H05K
フレキシブルプリント配線板及び該フレキシブル
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

特許第5703529 H05K プリント配線板、及び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
特許第5703535 C03C 無アルカリガラス基板 日本電気硝子株式会社
特許第5703753 H01L ドーパントホスト及びその製造方法 日本電気硝子株式会社
特許第5704395 C03B ガラスロール梱包体 日本電気硝子株式会社

特許第5704485 H05K

プリント配線板の接続構造、該プリント配線板の
接続構造を備えるヘッド・スタック・アセンブリ、該
ヘッド・スタック・アセンブリを備える磁気ディスク
装置及びプリント配線板の接続構造の製造方法

住友電工プリントサーキット株式会社

特許第5704494 H01B 絶縁電線 住友電工ウインテック株式会社



特許第5704500 C03C ガラス板の製造方法 日本電気硝子株式会社
特許第5704503 C03C 光学ガラス 日本電気硝子株式会社
特許第5704505 C03B 板ガラス製造装置および板ガラス製造方法 日本電気硝子株式会社
特許第5704767 C03C 強化ガラス及びその製造方法 日本電気硝子株式会社
特許第5705601 H01R 分岐コネクタ 古河ＡＳ株式会社
特許第5705790 G02B 光コネクタ及びコネクタ構造 古河ＡＳ株式会社
特許第5705791 G02B 光コネクタ及びコネクタ構造 古河ＡＳ株式会社
特許第5705799 H01R フレキシブルフラットケーブルの端子保持構造 古河ＡＳ株式会社
特許第5705812 H01R コネクタホルダ 古河ＡＳ株式会社
特許第5706145 G09G バックライトユニット 京セラディスプレイ株式会社
特許第5706147 G02F 液晶表示装置 京セラディスプレイ株式会社
特許第5707549 F25B 温水活用システム 川重冷熱工業株式会社
特許第5707597 E03B スタンドパイプ 株式会社北川鉄工所
特許第5708112 B66B エレベータドアの遮煙装置 フジテック株式会社
特許第5708782 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
特許第5709032 C03B ガラスフィルムの製造方法 日本電気硝子株式会社
特許第5709033 C03C ビスマス系ガラス 日本電気硝子株式会社
特許第5709085 C03C 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5709244 A21D 惣菜パンの製造方法 株式会社大木工藝
特許第5709309 H01L 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5710426 B01D オイル含浸濾過材 呉羽テック株式会社
特許第5711234 G06F 標的塩基検出用ＲＮＡ含有プローブの製造方法 タカラバイオ株式会社

再公表特許2013061729 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2013069800 C22F 圧延銅箔 古河ＡＳ株式会社
再公表特許2013073397 C09D 絶縁ワニス及びこれを用いた絶縁電線 住友電工ウインテック株式会社

再公表特許2013073477 C03B
板ガラス割断装置、板ガラス割断方法、板ガラス
作製方法、および、板ガラス割断システム

日本電気硝子株式会社

再公表特許2013077286 H01H
温度ヒューズおよび当該温度ヒューズに用いられ
る摺動電極

エヌイーシー　ショット　コンポーネンツ株式会社

再公表特許2013089124 C03B 板ガラスの割断離反方法 日本電気硝子株式会社

再公表特許2013089125 C03B
板ガラスの割断離反方法、及び板ガラスの割断
離反装置

日本電気硝子株式会社

再公表特許2013089222 B01J
遷移金属及び／又は遷移金属酸化物を担持した
酸化チタンの顆粒体並びに該顆粒体を使用した
廃プラスチック・有機物の分解方法

ＲＡＰＡＳ株式会社

再公表特許2013089257 A61B 組織縫合器 国立大学法人滋賀医科大学
実登3196728 A61F 足の横アーチ用ゴムバンド 矢野　宏一
実登3197027 A62B 高所作業用安全帯のランヤード ポリマーギヤ株式会社
実登3197047 B62K 三輪オートバイ 吉野　歩
実登3197286 A41D 子供用着物 有限会社近江友禅
商標第5745890 30 伊吹の里 株式会社常喜家
商標第5745950 35,41 ＡＲＵＭＯＮＤＥ 井手　和恵
商標第5745978 25 ＢＬＡＣＫＯＭＥＮ 百瀬　大悟
商標第5745979 18 ＯＭＥＮＪＯＹ 百瀬　大悟
商標第5746233 3 スッキリと、カビ、トレール 株式会社中島商事
商標第5746267 33 湖都かがみ レーク大津農業協同組合
商標第5746268 33 湖都蔵 レーク大津農業協同組合
商標第5746302 30,43 百町物語 株式会社叶匠寿庵
商標第5746979 28 テナガスティック 株式会社ジャッカル
商標第5748204 33 杣の天狗、（そまのてんぐ） 上原酒造株式会社
商標第5748205 33 不老泉、（ふろうせん） 上原酒造株式会社
商標第5748211 41 ＲＡＩＮＢＯＷ、ＭＡＲＵ、ＰＲＯＪＥＣＴ エール株式会社
商標第5748482 28 ＭＡＣＣＡ、ＥＩＧＨＴＦＯＲＴＨＥＰＲＩＤＥ 吉田　秀雄
商標第5748552 28 戦国カロム 丸松木材株式会社
商標第5748580 28 マーベラスリアル 株式会社ゾーンプラス
商標第5748699 7 ＡＲＥＡＣＵＢＥ 株式会社ナレッジ
商標第5748726 9,42 ＬＹＳＣＨＡ 株式会社カオテック研究所
商標第5749672 9 ＦＩＴＳ、フィッツ 株式会社アヤハエンジニアリング
商標第5749673 9 ＭＩＣＲＯＡＣＥ、マイクロエース 株式会社アヤハエンジニアリング
商標第5750388 35 写メＤＥクーポン 御舩　泰秀
商標第5750392 30,32 新鮮緑、若木の茶 立岡　啓
商標第5750397 30 煎茶のオトナロール 有限会社茶のみやぐら
商標第5750543 42 スマートサイト 株式会社ナスカ
商標第5750755 9,11,17,19,20,2 図 日本電気硝子株式会社
商標第5751091 5 アレピーグルト 株式会社ヤサカ
商標第5751806 30 帚木帖 株式会社大忠堂
商標第5752305 9,11 Ｌ、ＵＭＩ、ＷＯＲＫＳ 株式会社ＳＡＮＯ
商標第5752465 21 旨味タイム 岩井　一夫
商標第5752473 9 モバクール 岩井　一夫
商標第5752746 16 判庫 株式会社ハン六
商標第5752747 16 ハンシックス 株式会社ハン六
商標第5752827 19 高機能シール材ＰＵ－１ 田中ホールディングス株式会社
商標第5752831 37 靱性モルタルライニング工法 田中ホールディングス株式会社
商標第5752863 1,7,19,37 図 田中ホールディングス株式会社
商標第5753140 1,37 サラリス 有限会社太陽技研
商標第5753682 3,5 ＬＡＬＡＳＰＡ、ララスパ ＲＡＰＡＳ株式会社
実登3196728 A61F 足の横アーチ用ゴムバンド 矢野　宏一



実登3197027 A62B 高所作業用安全帯のランヤード ポリマーギヤ株式会社
実登3197047 B62K 三輪オートバイ 吉野　歩
実登3197286 A41D 子供用着物 有限会社近江友禅


