
番号 分類 名称 出願人・権利者
特開2015-100525 A61B 診断データ生成装置および診断装置 株式会社カオテック研究所
特開2015-100948 B29B ペットボトル処理装置及びペットボトル処理装置搭載車両 山田　普
特開2015-100949 B29B ペットボトル処理装置及びペットボトル処理装置搭載車両 山田　普
特開2015-101020 B32B 板ガラスの積層方法及びその積層装置 日本電気硝子株式会社
特開2015-101044 B32B 化学強化ガラス樹脂積層体及びその製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-101364 B65B ガラス基板梱包システム、及びガラス基板梱包方法 日本電気硝子株式会社

特開2015-101370 B65D
破断開封包装体の破断開封構造、破断開封包装体、及
び破断開封包装体の製造方法

株式会社開伸

特開2015-101466 B66B エレベータ用調速機 フジテック株式会社
特開2015-101533 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2015-101534 C03B 強化ガラス板の製造方法 日本電気硝子株式会社

特開2015-103480 H01B
導電性透明基材、その導電性透明基材を有する回路モ
ジュール、発光パネル、タッチパネル、及びソーラパネル、
並びに透明配線板の製造方法

住友電工プリントサーキット株式会社

特開2015-103501 H01R 電線接続構造体及び電線接続方法 古河ＡＳ株式会社
特開2015-103720 H05K プリント配線板及びその製造方法 住友電工プリントサーキット株式会社

特開2015-103760 H05K
チップコンデンサの搭載方法およびそれを用いたチップコ
ンデンサ付き配線基板の製造方法ならびにチップコンデン
サ接続パッド付き配線基板

京セラサーキットソリューションズ株式会社

特開2015-103761 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2015-103778 H01L 配線基板および配線基板への半導体素子の実装方法 京セラサーキットソリューションズ株式会社
特開2015-103779 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2015-103795 H01L ボンディング装置 キヤノンマシナリー株式会社
特開2015-104845 B32B 複合板材の製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-105195 C03C 強化ガラス板およびその製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-105203 C03C ガラス組成物、粉末材料及び粉末材料ペースト 日本電気硝子株式会社
特開2015-105218 C03C ガラス基板及びその製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-106402 G06Q データ管理システム 株式会社システムアイインターナショナル
特開2015-106479 H05B 平面型バックライト装置及び液晶表示装置 京セラディスプレイ株式会社

特開2015-106547 H01R
圧着端子付き電線、該圧着端子付き電線の製造方法、及
び酸化被膜除去装置

古河ＡＳ株式会社

特開2015-106676 H01L ガラス基板保持用治具、及びガラス基板処理方法 日本電気硝子株式会社

特開2015-106935 H02G
ワイヤハーネスへの固定部材の取付方法及びワイヤハー
ネスの固定部材、ワイヤハーネスの固定部材用補助具

古河ＡＳ株式会社

特開2015-107460 B08B 洗浄ブロー装置 株式会社滋賀山下
特開2015-107461 B08B 洗浄ブロー装置 株式会社滋賀山下
特開2015-107462 B08B 洗浄ブロー装置 株式会社滋賀山下
特開2015-107906 C03C 封着材料 日本電気硝子株式会社
特開2015-108240 E21D 構造物及び相対移動検知方法 株式会社ホック
特開2015-108785 G09F 広告用品 新江州株式会社
特開2015-109143 H01R 回転コネクタ 古河ＡＳ株式会社
特開2015-109144 H01R 回転コネクタ 古河ＡＳ株式会社
特開2015-110210 B05C 含浸装置および含浸方法 村田　利雄
特開2015-110511 C03B 管ガラスの製造方法 日本電気硝子株式会社

特開2015-111554 H01M
カーボンコート層、塗料、集電体、電池及びカーボンコート
層の形成方法

日本黒鉛工業株式会社

特開2015-111982 H02G バンドクランプ、及びワイヤハーネスアッセンブリの製造方 古河ＡＳ株式会社
特開2015-113142 B65D 破断開封罫線、及び破断開封罫線を付設する罫線付設 株式会社開伸
特開2015-113180 B66B エレベータのかご位置検出装置の調整方法 フジテック株式会社
特開2015-113256 C03C ガラス繊維用集束剤、ガラス繊維、及び樹脂成型体 日本電気硝子株式会社
特開2015-113258 C03B ブッシング、ガラス繊維の製造装置及びガラス繊維の製造 日本電気硝子株式会社
特開2015-113263 C03B 結晶化ガラス板の製造方法 日電硝子加工株式会社
特開2015-113263 C03B 結晶化ガラス板の製造方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-113273 C03B ロールクリーニング装置 日本電気硝子株式会社
特開2015-113299 A61K 感染症治療予防組成物 株式会社シガドライウィザース
特開2015-114142 G01V 能動型物体検出センサ オプテックス株式会社
特開2015-115108 H01R 電線の接続構造及び接続方法 古河ＡＳ株式会社
特開2015-115197 H01R 電線接続構造、及び当該電線接続構造の製造方法 古河ＡＳ株式会社
特開2015-115422 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
特開2015-117130 B65G ガラス基板保持装置 日本電気硝子株式会社
特開2015-117158 C03B ガラス管成形装置およびガラス管の成形方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-117159 C03B ガラス管切断装置およびガラス管切断方法 日本電気硝子株式会社
特開2015-117160 C03B 異質ガラス排出装置 日本電気硝子株式会社
特開2015-117516 E04C ガラスブロックパネルの施工方法およびガラスブロックパ 日本電気硝子株式会社
特開2015-117827 F16K 空気弁 株式会社清水合金製作所
特開2015-117828 F16K 空気弁 株式会社清水合金製作所
特開2015-118062 G01R 電池種類判別装置およびこれを備えた電池駆動型の電子 オプテックス株式会社
特開2015-118079 G01S 車両検出センサ オプテックス株式会社

特開2015-118107 G03B
プロジェクター用蛍光ホイール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2015-118899 F21S 導光板、導光板アセンブリ 村瀬　新三
特開2015-118970 H01L 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2015-119113 H01L
アクティブマトリクスアレイ基板、信号処理装置、受光装置
及び表示装置

野洲メディカルイメージングテクノロジー株式
会社

特許第5726505 C08J 樹脂発泡体及び円筒体、成型体 東レペフ加工品株式会社
特許第5726673 F16C 摺動面構造 キヤノンマシナリー株式会社
特許第5727825 B65G 宅配システム及び宅配方法 山田　普
特許第5729532 C03C 光学ガラス 日本電気硝子株式会社
特許第5729550 C03C 光学ガラス 日本電気硝子株式会社
特許第5729653 C03B 板ガラス 日本電気硝子株式会社
特許第5729673 C03C 無アルカリガラス 日本電気硝子株式会社
特許第5729798 C03C ＴｅＯ２－Ｌａ２Ｏ３－ＷＯ３の骨格を有する光学レンズ用ガ 日本電気硝子株式会社
特許第5730162 A61K 歯科用硬化性組成物 サンメディカル株式会社
特許第5730639 B60R 車両用電子制御装置及び車両用電子制御システム 古河ＡＳ株式会社

特許第5730642 B60R
車両状態推定装置、二次電池温度推定装置、および、車
両状態推定方法

古河ＡＳ株式会社

特許第5730720 A61K 歯科用硬化性組成物 サンメディカル株式会社
特許第5730815 B65G 青果物の搬送用コンベヤベルト 近江度量衡株式会社
特許第5730832 H01R コネクタハウジング及びコネクタ 古河ＡＳ株式会社
特許第5730842 H01R ジョイントコネクタ 古河ＡＳ株式会社
特許第5730925 H01R 圧着端子及びその製造方法 古河ＡＳ株式会社
特許第5730926 B30B プレス装置 古河ＡＳ株式会社
特許第5730981 H01L プレス装置 キヤノンマシナリー株式会社
特許第5731053 B62M ペダルの定位置復帰装置 柿見　富雄
特許第5732333 C08J ポリエチレン系樹脂発泡シート 日本電気硝子株式会社
特許第5732355 A61K 複合踵用粘着テープ ピアック株式会社
特許第5733600 H05B 素子封止体の製造方法、及び素子封止体 日本電気硝子株式会社
特許第5733621 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5733639 C03B ガラス基板 日本電気硝子株式会社
特許第5733646 B66B エレベータのドア開閉装置 フジテック株式会社

特許第5733742 C12N
新規遺伝子検出用マイクロアレイとその設計手法及びそ
の応用

学校法人関西文理総合学園

特許第5733811 C03B 太陽電池用ガラス基板の製造方法 日本電気硝子株式会社
特許第5734495 F16B 締結構造 有限会社ウェジコ
特許第5734510 B29C 合成樹脂容器製造方法 株式会社利川プラスチック
特許第5735085 H01L プレス装置 キヤノンマシナリー株式会社
特許第5735232 H01L プラズマ処理装置 株式会社イー・エム・ディー
特許第5736094 B09C 汚染土壌浄化装置 山崎　公信
特許第5736561 E01D 伸縮継手の水平切断撤去方法 株式会社　アクティブ

特許第5737011 F21V
発光デバイス、発光デバイス用セル及び発光デバイスの
製造方法

日本電気硝子株式会社

特許第5737086 G01V エレベータ用センサの性能検査装置 フジテック株式会社

特許第5737620 C03C
天然大理石様結晶化ガラス、天然大理石様結晶化ガラス
物品及びその製造方法

日本電気硝子株式会社

特許第5737704 G01N 蛍光一粒子検出方法および検出システム 学校法人関西文理総合学園
特許第5737704 G01N 蛍光一粒子検出方法および検出システム 滋賀県
特許第5739595 B09C 汚染土壌浄化装置 山崎　公信

特許第5739827 H01R
コネクタ端子用接触ばね、並びに、雌端子、雄端子、及び
雌コネクタ

古河ＡＳ株式会社

特許第5739923 H01R ワイヤハーネス、端子および、端子と被覆導線の接続方 古河ＡＳ株式会社
実登3198145 H01R 気密端子 エヌイーシー　ショット　コンポーネンツ株式
実登3198256 B42D 月めくりカレンダーとゴミ出し日表示合成樹脂膜 和久田　弘
商標第5759659 37 高機能シール材工法 田中ホールディングス株式会社
商標第5759787 5 パンテミン 福地製薬株式会社
商標第5760136 43 うすき鍋 株式会社かねよ
商標第5760150 35 ＬＯＣＡＬＩＦＥ 株式会社ｒｏｃｋ
商標第5760268 33 みずかがみ 北島酒造株式会社
商標第5760361 30,31 わっさんの、食いしん坊野菜 株式会社ワダケン
商標第5760482 3 ＬＡＬＡＲＩＣＨ、ララリッチ、ＬＡＬＡＲＩＣＨ ＲＡＰＡＳ株式会社
商標第5760546 44 ＫＩＤ’ＳＤＥＮＴＡＬＳＴＵＤＩＯ 野玉　智弘
商標第5761662 35 モリッピー 株式会社堀井商会
商標第5761786 43 大津魚忠 有限会社ウオチュウ
商標第5762066 19,27,35 Ｋ、ＫＡＢＥＧＡＭＩＩＣＨＩＢＡ、壁紙市場 有限会社ファイブスター
商標第5763182 16 サッカー、心の蹴球 小島　康弘
商標第5763700 35 ＳＵＮＢＡＩＫＡＬ、サンバイカル 株式会社シンシア
商標第5763943 9 ＤＲ・ＬＹＳＰＥＣＴ 株式会社カオテック研究所
商標第5764080 31 シーハンター、海狩人 株式会社マルゴ
商標第5764562 35,43 Ｒ、ＣＡＦＥ 山田　行信
商標第5764720 24 ＤＣ、ＤＯＵ’ＣＯＭＦＯＲＴ 株式会社ＮＡテック
商標第5765232 41 キャリアモチベーター 山田　真由子
商標第5765233 41 キャリアシンデレラ 山田　真由子



商標第5765273 14,35 ＡＫＥＦＩ 株式会社ＴＫＳ
商標第5765478 9,43 食べとも アインズ株式会社
商標第5765618 19,20,21 ＭＲ－ＬＩＴＥ 日本電気硝子株式会社
商標第5765727 16 ＳＭＩＬＥＰＩＣＳ 株式会社ビッグバン文教
商標第5766333 9 ＶＩＲＩＤＩＡＮ フジテック株式会社
商標第5766438 35 まいどおおきに便 株式会社松喜屋
商標第5766572 41,43 図 奥伊吹観光株式会社
商標第5766573 41,43 ＯＫＵＩＢＵＫＩ 奥伊吹観光株式会社
商標第5766824 9 ＯＷＤＥＮ 株式会社ジャパン　オプティカル
商標第5767048 9,42 ＬＡＤＹＡＬＹＳ 株式会社カオテック研究所
商標第5767975 30 ひなた餅 株式会社鮎家


