(一社)奈良県発明協会

奈良県内の特許実用新案速報（平成24年4月）
公開公報
公開 2012081702 ヒラノ技研工業株式会社

テンター装置

公開 2012081704 ヒラノ技研工業株式会社

基材製造装置

公開 2012069379 ユーテック株式会社

点灯装置及び植物育成用照明装置

公開 2012065624 ユーハ味覚糖株式会社

ハードキャンディ

公開 2012070677 ユーハ味覚糖株式会社

コラーゲンペプチドコーティング食品およびその製造方法

公開 2012070685 ユーハ味覚糖株式会社

ノンシュガーミルクハードキャンディおよびその製造方法

公開 2012075339 ユーハ味覚糖株式会社

糖衣食品およびその製造方法

公開 2012075502 ユニテックパロマ株式会社

カーテンフック、及びカーテン廃材のリサイクル方法

公開 2012072562 葛城工業株式会社

中空角材の接合構造、及び浴室ユニット設置台

公開 2012077884 株式会社コクブ

切り刃先ねじ

公開 2012076172 株式会社タカトリ

ワイヤソー

公開 2012075978 株式会社ヒラノテクシード

塗工装置

公開 2012075979 株式会社ヒラノテクシード

塗工装置

公開 2012075980 株式会社ヒラノテクシード

塗工装置

公開 2012076153 株式会社ヒラノテクシード

切断装置

公開 2012068356 株式会社メイハン

ディスプレイ装置およびその製造方法

公開 2012081206 株式会社メイハン

フル蒸着されたゴルフボール、および、フル蒸着されたゴルフボールの製造方法

公開 2012068132 株式会社森精機製作所

光学スケールの製造方法

公開 2012073222 株式会社森精機製作所

変位検出装置

公開 2012079290 株式会社森精機製作所

工作機械の制御装置及びこれを備えた加工関連データ処理システム

公開 2012083756 株式会社森精機製作所

撮像装置用エンクロージャ

公開 2012082932 株式会社日弁特殊工業

バタフライ弁

公開 2012084820 株式会社日野樹脂

広告装飾表示太陽電池パネルの構造

公開 2012065857 株式会社柏木モールド

美顔パック用マスク及びその製造方法

公開 2012065858 株式会社柏木モールド

立体成形美顔パック用マスク及びその製造方法

公開 2012068003 株式会社柏木モールド

製氷容器

公開 2012075795 株式会社柏木モールド

立体マスク及びその製造方法

公開 2012066360 技研工業株式会社

ボルト締め付け用ソケット

公開 2012074647 光洋サーモシステム株式会社 基板熱処理システム
公開 2012078048 光洋サーモシステム株式会社 熱処理装置
公開 2012083003 光洋サーモシステム株式会社 基板支持部材及び基板収納装置
公開 2012084805 光洋サーモシステム株式会社 熱処理装置
公開 2012077594 今中 初子

硬質発泡樹脂材製の墓石用帽子

公開 2012065830 三笠産業株式会社

薬液容器用栓体

公開 2012071441 三笠産業株式会社

注出具の製造方法及びその注出具

公開 2012076793 三笠産業株式会社

合成樹脂製容器

公開 2012068553 山田 哲子

個人情報案内提示物および個人情報案内提示方法

公開 2012067452 住装テック株式会社

手摺棒の仮固定構造、手摺支持体の仮固定構造及び手摺支持体

公開 2012066371 石川 俊夫

研磨材、および、研磨材の製造方法

公開 2012075828 増田 和子

シート状絵画展示具

公開 2012085354 辰巳電子工業株式会社

自動写真作製装置

公開 2012080813 田中 滋晟

ペット足洗浄器

公開 2012081371 土谷 悦子

流体用スクリーンチェンジャー

公開 2012081540 藤井精密工業株式会社

加工機械用のワーク把持装置

公開 2012068553 妹尾 静一
公開 2012066527 有限会社ジーピーシ・ツチヤ
WO 2010061933 ジーエヌツール株式会社

個人情報案内提示物および個人情報案内提示方法

WO

2010055958 三精塗料工業株式会社

流体用スクリーンチェンジャー
エンドミル
電子データの変換方法

登録実用新案
登ー 03174981

株式会社ハヤシ・ニット

ポケット付靴下

登ー 03175191

岩井 泰章

ポインティングデバイス

登ー 03174722

金地 幸満

バット・ヘルメットホルダー

登ー 03174946

黒木 理砂子

野球競技場区画線設営具

登ー 03174946

池田 祐子

野球競技場区画線設営具

登ー 03174719

竹田 順一郎

ベースを両端に持つヒートシンク

登ー 03175160

竹田 順一郎

ヒートシンク

登ー 03174709

有限会社山根電機工業所

車載用盗難防止装置

登ー 03174988

麓 信二

ハンガー及びハンガー装飾品

登ー 03174954

藪内 英輔

サポーターパンツ

特ー 04916902

イーグルクランプ株式会社

段差調整治具

特ー 04916946

イーグルクランプ株式会社

ネジ式クランプ

特ー 04918999

クオリカプス株式会社

粉体圧縮成形機及び該成形機を用いた粉体圧縮成形物の連続製造装置

特ー 04912605

サーモス株式会社

被覆部材及びヒータ装置

特ー 04920332

シャープ株式会社

可変送信特性を有する媒体を含むネットワークにおける通信

特ー 04913738

ダイヤ製薬株式会社

プラスターの製造方法及びその製造装置及びプラスター用ライナー

特ー 04924660

ユーハ味覚糖株式会社

果実含有ハードキャンディ及びその製造方法

特ー 04924661

ユーハ味覚糖株式会社

野菜含有ハードキャンディ及びその製造方法

特ー 04914426

岡本株式会社

回転子を備えた編目編成具及び編機

特ー 04918055

株式会社ヒガシモトキカイ

ピックル液注入インジェクタの制御システム

特ー 04914931

株式会社リベカ

ピッキング作業用端末

特ー 04925043

株式会社一ノ坪製作所

係合装置

特ー 04908765

光洋サーモシステム株式会社 均熱部材及び熱処理装置

特ー 04908906

光洋サーモシステム株式会社 熱処理装置

特ー 04908923

光洋サーモシステム株式会社 連続熱処理装置

特ー 04914270

光洋サーモシステム株式会社 熱処理容器

特ー 04922495

光洋サーモシステム株式会社 搬送装置

特ー 04922766

光洋サーモシステム株式会社 連続熱処理炉における板状被熱処理物の搬送装置

特ー 04911453

国立大学法人 奈良先端科学
運転支援装置
技術大学院大学

特ー 04915728

国立大学法人 奈良先端科学
組換え微生物
技術大学院大学

特ー 04919358

国立大学法人 奈良先端科学
通信装置、通信方法、通信プログラム、およびコンピュータ読取可能な記録媒体
技術大学院大学

特許公開

特ー 04923157

佐藤 明広

エリア情報送受信システム

特ー 04923206

山田 哲子

個人情報案内提示物および個人情報案内提示方法

特ー 04912875

小林 浩

癌転移抑制組成物

特ー 04913847

西川 之啓

吸音体及びその製造方法

特ー 04913847

西川 美子

吸音体及びその製造方法

特ー 04923266

村本建設株式会社

汚染水処理装置

特ー 04908653

長坂 俊昌

うつ伏せエクササイズ支援器具

特ー 04916735

天龍化学工業株式会社

額縁

特ー 04919521

福田 孝彰

文字入力方法、及び入力文字校正方法

特ー 04923206

妹尾 静一

個人情報案内提示物および個人情報案内提示方法

