
番号 分類 名称 出願人・権利者
特開2015-084762 A23L 植物乾燥シート食品の製造方法 日本森林再生化学機構株式会社
特開2015-084932 A47B 棚板の取付構造 ハヤミ工産株式会社
特開2015-085161 A62B 走行吊りバンド付き階段避難レール 小管　康信
特開2015-085281 B08B 容器洗浄装置及び容器 株式会社滋賀山下
特開2015-085282 B08B 容器洗浄装置及び容器 株式会社滋賀山下
特開2015-085284 B08B 容器洗浄装置及び容器 株式会社滋賀山下
特開2015-085291 B08B 容器洗浄装置及び容器 株式会社滋賀山下
特開2015-085301 B08B 容器のクランプ構造及び容器洗浄装置 株式会社滋賀山下
特開2015-085383 B21D 引抜き式拡管ユニット、装置、方法、及び熱交換器 株式会社ＥＢｏｘ研究所
特開2015-085633 B42D スタンド付はがき 大竹　晴子
特開2015-085633 B42D スタンド付はがき 大竹　祐子
特開2015-085929 B60P 開度規制部材、積荷排出補助ユニット、及び積荷排出方 深田　英樹

特開2015-086077 C03B
Ｌｉ２Ｏ－Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２系結晶化ガラスの製造方法及びＬｉ
２Ｏ－Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２系結晶化ガラス

日本電気硝子株式会社

特開2015-086078 C03C ガラス、ガラス粉末、複合粉末及び着色層付きガラス板 日本電気硝子株式会社

特開2015-086110 C03C
Ｌｉ２Ｏ－Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２系結晶化ガラスの製造方法及びＬｉ
２Ｏ－Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２系結晶化ガラス

日本電気硝子株式会社

特開2015-086162 A61K 歯科用接着性組成物およびキット サンメディカル株式会社
特開2015-086407 C23C スパッタリング装置及びスパッタリング装置の搬送ジグ 日本電気硝子株式会社
特開2015-086980 F16K 流体制御バルブ及び容器洗浄装置 株式会社滋賀山下

特開2015-087437 G09G
ドットマトリクス型表示装置の駆動方法及びドットマトリクス
型表示装置

京セラディスプレイ株式会社

特開2015-087562 G09G 液晶表示装置 京セラディスプレイ株式会社
特開2015-087608 G09G タッチパネル付き液晶表示装置 京セラディスプレイ株式会社
特開2015-088281 H01R 電線位置決め治具、電線圧着装置、及び電線圧着方法 古河ＡＳ株式会社
特開2015-088304 H01R 圧着端子、圧着端子の製造方法、及び製造装置 古河ＡＳ株式会社

特開2015-088333 H01M
カーボンコート層、塗料、集電体、電池およびカーボンコー
ト層の形成方法

日本黒鉛工業株式会社

特開2015-088583 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2015-088584 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
特開2015-088594 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
特開2015-088627 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
特開2015-088628 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2015-089714 B60R 二次電池上がり防止装置および二次電池上がり防止方法 古河ＡＳ株式会社
特開2015-089855 C03C 近赤外線吸収ガラス 日本電気硝子株式会社
特開2015-089856 C03B 板ガラスの切断方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-089861 C03C 薄板ガラスおよび薄板ガラスの製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-090047 E03B 水道水貯水装置及び水道水供給方法 東洋建設株式会社
特開2015-090183 F16K ソフトシール仕切弁 株式会社清水鐵工所
特開2015-090283 G21C 原子炉装置 山田　廣成
特開2015-090312 G21B 常温核融合反応方法及び装置 有限会社イデアリサーチ

特開2015-090387 G02B
光学結像部材、光学結像部材用ガラス積層体及びそれら
の製造方法

日本電気硝子株式会社

特開2015-090744 H01M バッテリー状態検知装置およびバッテリーポスト端子 古河ＡＳ株式会社
特開2015-090807 H01B シールド電線及び電線のシールド方法 古河ＡＳ株式会社
特開2015-091739 C03C 強化ガラス板及びこれを用いた携帯端末 日本電気硝子株式会社

特開2015-091746 C03C
フィルム状ガラスの製造方法、電子デバイスの製造方法、
及びガラスフィルム積層体の製造方法

日本電気硝子株式会社

特開2015-092110 F16K 空気弁 協和工業株式会社

特開2015-092541 H05K
セラミック配線基板、セラミック配線基板用セラミックグリー
ンシート及びセラミック配線基板用ガラスセラミックス粉末

日本電気硝子株式会社

特開2015-092653 H01Q アンテナ基板 京セラサーキットソリューションズ株式会社
特開2015-092658 H01Q アンテナ基板 京セラサーキットソリューションズ株式会社
特開2015-093285 B21K 変速装置用歯車の製造方法及びその装置 株式会社ゴーシュー
特開2015-093598 B60K 輸送手段用燃料タンク断熱材 東レペフ加工品株式会社
特開2015-093819 C03C 医療容器用ガラス 日本電気硝子株式会社
特開2015-093820 C03C 医療容器用ガラス 日本電気硝子株式会社

特開2015-093949 C09D
表面滑り性に優れた撥水性コーティング剤およびコーティ
ング膜の製造方法

谷口　孝

特開2015-094046 D04H ガラスチョップドストランドマットの製造装置 日本電気硝子株式会社
特開2015-094047 D04H ガラスチョップドストランドマットの製造装置 日本電気硝子株式会社
特開2015-094165 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
特開2015-094700 G01R 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2015-094777 G03B
プロジェクター用蛍光ホイール、その製造方法及びプロ
ジェクター用発光デバイス

日本電気硝子株式会社

特開2015-094794 G02B 保護ガラス基板付きガラス積層体及びその製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-095362 H01T イオン発生素子 日本電気硝子株式会社
特開2015-095444 H01B 絶縁電線及びその製造方法 住友電工ウインテック株式会社
特開2015-095989 H02J 電気エネルギ変換装置及び電力供給システム 株式会社　ガラステクノシナジー
特開2015-096286 B24B 研磨パッド 株式会社ツールバンク



特開2015-096313 B32B ガラスフィルム積層体および液晶パネルの製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-096326 B32B フッ素樹脂基材の製造方法及びプリント配線板の製造方 住友電工プリントサーキット株式会社
特開2015-096462 C03C タッチパネル用ガラスの製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-096739 F16B 係止具 有限会社アクセス
特開2015-097257 H05K フッ素樹脂基材、プリント配線板、及び回路モジュール 住友電工プリントサーキット株式会社
特開2015-097694 A47G 花瓶型箸入れ 山本　康雄
特開2015-098038 B30B 空容器減容装置およびその減容ロータ 高橋金属株式会社
特開2015-098042 B23K 接合体の製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-098129 B41N 円筒状メッシュシリンダ、及び円筒状メッシュシリンダの製 日本黒鉛工業株式会社
特開2015-098412 C03C 強化ガラス板、及び強化ガラス板の製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-098430 C03C 医薬容器用ホウケイ酸ガラス 日本電気硝子株式会社

特開2015-098902 F16K
ゲートバルブ、ゲートバルブシステム、主ゲートの撤去方法
および主ゲートの交換方法

株式会社水研

特開2015-099010 F25D 冷凍庫 株式会社大木工藝

特開2015-099215 G02B
光接続部品用ファイバ母材ユニットおよび光接続部品並び
にその製造方法

湖北工業株式会社

特開2015-099588 G06F タッチパネル及び表示装置付タッチパネル 日本電気硝子株式会社

特開2015-100258 H02G
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5711788 H05K プリント配線板 住友電工プリントサーキット株式会社
特許第5711882 A61B 医療用処置具 国立大学法人滋賀医科大学
特許第5712071 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5712113 F03B 地域型リフト式水力発電システム 株式会社甲栄自動車工業
特許第5712345 G02B 目視照準器および目視照準器を備えた防犯センサ オプテックス株式会社
特許第5712739 B66B エレベータ情報伝送システム フジテック株式会社
特許第5713188 C03C Ｌｉ２Ｏ－Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２系結晶化ガラスの製造方法 日本電気硝子株式会社
特許第5713189 C03C 色素増感型太陽電池用ガラス及び色素増感型太陽電池 日本電気硝子株式会社
特許第5713273 C03C 接合材料およびそれを用いた部材接合方法 日本電気硝子株式会社

特許第5713422 H01G
色素増感型太陽電池用ガラス組成物および色素増感型太
陽電池用材料

日本電気硝子株式会社

特許第5713510 B42C 無線綴じ製本装置 ホリゾン・インターナショナル株式会社
特許第5715292 F16B 締付具 三好　喜久雄
特許第5715877 F16K 空気弁、及び空気弁付き消火栓 協和工業株式会社
特許第5715883 F02G 振動源を有する排熱回収装置の設置方法及び排熱回収 株式会社ｅスター
特許第5715896 B32B 積層発泡シート 日本電気硝子株式会社
特許第5717002 B26D 切断装置 日本電気硝子株式会社
特許第5717042 C03C 絶縁層形成材料 日本電気硝子株式会社
特許第5717043 C03C 電極形成用ガラス組成物および電極形成材料 日本電気硝子株式会社
特許第5717053 C03B ガラスフィルムの製造方法およびその製造装置 日本電気硝子株式会社
特許第5718035 H02G 配管経路規制部材 古河ＡＳ株式会社
特許第5718096 H02G ワイヤハーネス固定構造 古河ＡＳ株式会社
特許第5718120 G05F 電源供給装置および電源供給方法 古河ＡＳ株式会社
特許第5718294 G02B コネクタハウジング、及び光コネクタ 古河ＡＳ株式会社
特許第5718303 H01R 圧着端子、接続構造体、コネクタ及び接続構造体の製造 古河ＡＳ株式会社
特許第5718315 H01Q アンテナ及び一体化アンテナ 古河ＡＳ株式会社
特許第5718396 H01M バッテリターミナル 古河ＡＳ株式会社
特許第5718940 H05H 荷電粒子蓄積リングへのビーム入射方法及びそのシステ 株式会社光子発生技術研究所
特許第5718940 H05H 荷電粒子蓄積リングへのビーム入射方法及びそのシステ 山田　廣成
特許第5719649 C09K 化学蓄熱器及びその製造方法 近江鉱業株式会社
特許第5719660 C09K 化学蓄熱器及びその製造方法 近江鉱業株式会社
特許第5719864 H01B 透明導電性フィルム 長岡産業株式会社

特許第5719960 G02B
マルチコアファイバと偏波面保存ファイバの光接続部品お
よび光接続部品の製造方法

湖北工業株式会社

特許第5720885 C03B ガラスロール、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5720898 C03B
ガラスの溶融装置、及び溶融ガラスの供給方法、並びに溶
融炉用の流出通路

日本電気硝子株式会社

特許第5721065 C03C 強化用ガラス板 日本電気硝子株式会社
特許第5721066 C03C 強化ガラス及び強化ガラス板 日本電気硝子株式会社
特許第5721092 B24B カバー機構及びスピンドルユニット 大久保精工株式会社
特許第5721128 A47G 箸ホルダー ひこね自助具企画株式会社
特許第5722620 B65D 包装用ケースのシート接続構造及び包装用ケース 菱江産業株式会社
特許第5722706 C05F 堆肥の製造方法 競走馬育成事業協同組合
特許第5723054 B09C 汚染土壌浄化装置 山崎　公信
特許第5723055 B09C 汚染土壌浄化装置 山崎　公信
特許第5723698 B32B 積層発泡シート 日本電気硝子株式会社

特許第5724461 C09K
波長変換部材の製造方法およびそれにより作製された波
長変換部材、ならびに波長変換素子

日本電気硝子株式会社

特許第5724552 C03B 薄板ガラス製造装置 日本電気硝子株式会社
特許第5724684 H01L 発光デバイス用セル及び発光デバイス 日本電気硝子株式会社
特許第5724685 H01L 発光デバイス用セルの製造方法及び発光デバイスの製造 日本電気硝子株式会社
特許第5724712 F16C シャフト用スペーサの支持具 フジテック株式会社



特許第5725440 H02P 電動アクチュエータ 島津エミット株式会社
特許第5725554 G01N 遺伝子解析用配線基板 京セラサーキットソリューションズ株式会社
特許第5725649 A61K 明日葉のカルコン及びイソフラボンを含有する組成物 タカラバイオ株式会社
再公表特許2013099943 H02N 熱電発電装置 中沼　忠司
再公表特許2013111433 C03B ガラス管の清浄切断装置及び清浄切断方法 日本電気硝子株式会社
再公表特許2013111578 G01N アルツハイマー病の診断方法、及び診断システム 国立大学法人滋賀医科大学
再公表特許2013115067 C12N 核酸合成反応の向上方法 タカラバイオ株式会社
再公表特許2013115322 C12N 細胞の保存方法 タカラバイオ株式会社
再公表特許2013118760 A01G アイスプラント由来の機能性素材の製法技術と機能性成 ツジコー株式会社
再公表特許2013121623 E05F 車両の開閉部制御装置および車両の開閉部制御方法 株式会社リブ技術研究所

再公表特許2013121865 G02F
ガラスセル、液晶素子、ガラスセルの製造方法及び液晶素
子の製造方法

日本電気硝子株式会社

実登3197326 A01K
魚の胸ヒレをはじめとする、ヒレに模したソフト素材パーツ
を装着したハード素材ルアー

虎若　孝幸

実登3197496 G02B 立体像表示装置 株式会社クリスタル光学
実登3197559 A47K 洋式便器の便座 三村　昭雄
商標第5754968 30,43 十二分屋 株式会社十二分屋
商標第5755490 25,28 すずきんぐ、ＳＵＺＵＫＩＮＧ 山根　英彦
商標第5755491 25,28 へらマン、ＨＥＲＡＭＡＮ 山根　英彦
商標第5756198 35,43 ＨＡＷＡＩＩＡＮ、ＫＩＴＣＨＥＮＳ 山田　行信
商標第5757037 31 大吉畜産株式会社 大吉畜産株式会社
商標第5757215 1 ミノール 島本微生物工業株式会社
商標第5757358 6,7,9,10 ＭＡ、ＭＡＴＳＵＳＡＤＡＰＲＥＣＩＳＩＯＮ 松定プレシジョン株式会社
商標第5757451 35 ＰＯＳＴＢＡＮＫ、ポストバンク 株式会社フェム
商標第5758197 1 あさかぜ 甲賀農業協同組合
商標第5758430 5 心力 有限会社八幡健康プラザ
商標第5758962 20 宇宙気分 有限会社ミヤムラ
商標第5758965 1,5 アガフィトース タカラバイオ株式会社
商標第5758966 5 アガフィット タカラバイオ株式会社
商標第5759018 30 湖浮楽 有限会社ウオチュウ
商標第5759317 1 ＳＧＣ 株式会社ノースサイド
商標第5759340 9 ＡＩＲＩＳＡＣＥ、アイリスエース 株式会社アヤハエンジニアリング
商標第5759364 31 ハッピー、フィッシング 株式会社マルゴ
商標第5759392 33 洛山 株式会社リカーマウンテン


