（社）発明協会奈良県支部

奈良県内の特許実用新案速報（平成22年 １２月）
公開公報
公開 2010270039

クオリカプス株式会社

A61K

溶解性または硬度が改善された硬質カプセル

公開 2010270067

ゲオール化学株式会社

A61K

乳化組成物

公開 2010269006

タツミセンイ株式会社

A47L

台所用清掃具

公開 2010269827

ユーテック株式会社

B65D 壁部形成機構

公開 2010272330

ユーテック株式会社

H01J

外部電極放電ランプ及び照明器具

公開 2010282769

ユーテック株式会社

H01T

イオン発生素子及びその製造方法

公開 2010273594

ユーハ味覚糖株式会社

A23G 果実含有ハードキャンディ及びその製造方法

公開 2010273595

ユーハ味覚糖株式会社

A23G 含気グミキャンディ糖衣物の製造方法

公開 2010273600

ユーハ味覚糖株式会社

A23G 野菜含有ハードキャンディ及びその製造方法

公開 2010273651

ユーハ味覚糖株式会社

A23G 塊状グミキャンディ組成物およびその製造方法

公開 2010275563

ユニケミカル株式会社

C08F

公開 2010286430

宇田 豊

G01B 校正装置及び真直形状測定装置

公開 2010275406

岡部 岩夫

C10L

公開 2010285729

株式会社キタイ

A41B 靴下

公開 2010284927

株式会社ソリトン

B43K

塗布具

公開 2010283041

株式会社タカトリ

H01L

基板への電子部品の圧着装置

公開 2010269395

株式会社森精機製作所

B23Q 工作機械の自動工具交換装置

公開 2010276603

株式会社森精機製作所

G01B キャリブレーション方法及びキャリブレーション装置

公開 2010280042

株式会社森精機製作所

B23Q 工作機械

公開 2010284773

株式会社森精機製作所

B23Q 工作機械

公開 2010281179

株式会社双和

E05C

戸当り装置

公開 2010280634

共立薬品工業株式会社

A61K

消炎鎮痛貼付剤

公開 2010280052

御子柴 和夫

B25H 配筋用墨出し壷

公開 2010285859

御子柴 和夫

E04G

公開 2010281547

光洋サーモシステム株式会社 F27D

熱処理装置

公開 2010286172

光洋サーモシステム株式会社 F27B

加熱炉

公開 2010284478

高 英卓

A61B 膝蓋腱を切開するメスセット

公開 2010284479

高 英卓

A61B トレフィンドリルのガイド器

公開 2010284480

高 英卓

A61B 骨採取機

公開 2010284499

合田 光廣

A63B ラケットグリップの補助具

公開 2010271411

国立大学法人 奈良先端科学
G10L
技術大学院大学

雑音抑圧装置およびプログラム

公開 2010285963

佐野 裕二

F03D

垂直並列連動型風力発電装置

公開 2010287257

小森 和茂

G11B 磁気データ消去方法及び磁気データ消去装置

公開 2010275759

成和樹脂工業株式会社

E05B

公開 2010272084

村田 善一

G06T 冊子型コンテンツ表示システム

公開 2010270985

東栄工業株式会社

F24D

床暖房用パネル

公開 2010270985

東田 幹章

F24D

床暖房用パネル

公開 2010270985

東田 吉博

F24D

床暖房用パネル

公開 2010284317

藤井株式会社

A47G 寝装用軽量積層品

WO 2009035092

国立大学法人 奈良先端科学
C07K 新規なポリペプチドおよびその製造方法
技術大学院大学

リン酸エステル化不飽和アルコール系共重合体の製造方法

バイオマス燃料の製造方法と製造装置

配筋間隔表示機

仕切用装飾引手

登録実用新案
登－ 03164667

酒本産業株式会社

E04D

雨水取水継手

登－ 03164668

酒本産業株式会社

A01G 蔓性植物育成装置

特－ 04594159

セパレ－タ－システム工業株
式会社

A23L

特－ 04600471

ユーハ味覚糖株式会社

A23G 液状油脂をセンターとして有するソフトキャンディ

特－ 04602845

ユニケミカル株式会社

H01B

特－ 04603853

B23Q 工具ホルダ

特－ 04601873

株式会社ＭＳＴコーポレーショ
ン
株式会社まめいた

A46B 摺洗用ブラシおよびその製造方法

特－ 04599003

株式会社呉竹

B43K

特－ 04602594

株式会社大和総合技術研究所 E02D

特－ 04590247

吉谷靴下株式会社

A41B 靴下及びその編成方法

特－ 04601015

国立大学法人奈良女子大学

C12N

特－ 04590556

国立大学法人 奈良先端科学
H01L
技術大学院大学

特－ 04592352

国立大学法人 奈良先端科学
神経成長円錐局在分子Ｓｈｏｏｔｉｎ１もしくはそのスプライシングバリアントを利用
C12N
技術大学院大学
した神経軸索の形成・伸長と神経再生への応用

特－ 04595356

国立大学法人 奈良先端科学
C23C 有機金属化学気相堆積装置用原料気化器
技術大学院大学

特－ 04602031

佐藤木材株式会社

E04B

特－ 04596668

三笠産業株式会社

B65D 吸湿防止容器及びその充填方法

特－ 04599576

三和澱粉工業株式会社

G02B 偏光フィルムおよびその製造方法

特－ 04596177

草竹コンクリート工業株式会社 E01C

路面用水路施設の形成方法及びその中継用水路ブロック、暗渠型水路ブロック

特－ 04598381

田北 雅夫

A61K

美白性皮膚外用剤およびその製造方法

特－ 04597262

嶋本 正義

B25D 先端工具付スライドハンマー

特－ 04601015

奈良県

C12N

特－ 04601526

有限会社高橋産業

A45B 傘布収束具

特許公報
可食性除菌剤及び可食性除菌剤の製造方法

不飽和結合含有有機ケイ素化合物及びリン酸基含有不飽和単量体を付加共重
合してなる固体高分子電解質膜並びにその用途

筆記具用キャップ部材
地下水位測定機及びサウンディング試験機

ナラノヤエザクラの花から分離した酵母、この酵母を用いた清酒の製造方法及
びその他の飲食物の製造方法
半導体装置の製造方法

壁用パネル

ナラノヤエザクラの花から分離した酵母、この酵母を用いた清酒の製造方法及
びその他の飲食物の製造方法

