(一社)奈良県発明協会

奈良県内の特許実用新案速報（平成２５年 ３月）
公開特許
公開 2013052686 クオリカプス株式会社

可食体用レーザマーキング装置

公開 2013042733 ユーハ味覚糖株式会社

ガレート型カテキン含有顆粒、チュアブルタブレットおよびそれらの
製造方法

公開 2013042740 ユーハ味覚糖株式会社

発泡性コーティングを施した多層糖衣食品

公開 2013043878 ユーハ味覚糖株式会社

新規ヒドロキシスチルベン誘導体

公開 2013047194 ユーハ味覚糖株式会社

リポプロテインリパーゼ活性促進剤および脂質異常症改善剤

公開 2013048580 ユーハ味覚糖株式会社

発泡性食品及びその製造方法

公開 2013057693 宇田 豊

測定装置

公開 2013058005 株式会社タツミ

表示システム、表示方法、および表示プログラム

公開 2013049159 株式会社ホーテック

木質材料の素地調整方法及びその素地調整後に塗装した塗装木
質材

公開 2013057230 株式会社ライト建築事務所

鳥居型の建築システム架構

公開 2013044128 株式会社呉竹

発熱体構造及びその成形方法

公開 2013047134 株式会社積水化成品天理

クロスガイダー装置

公開 2013047959 間崎 靖男

会員制無店舗連鎖販売におけるツー・ハーモニー

公開 2013043253 技研工業株式会社

締付装置

公開 2013052214 櫛田 隆司

麺揚、ダシ湯煎器

公開 2013052215 櫛田 隆司

電気フライヤー

公開 2013044465 光洋サーモシステム株式会社

乾燥装置

公開 2013045284

国立大学法人 奈良先端科学技術
画像処理装置、画像処理方法、およびプログラム
大学院大学

公開 2013056688 三笠産業株式会社

ガスバリア性に優れた合成樹脂製キャップ及びその製造方法

公開 2013052214 志村 修

麺揚、ダシ湯煎器

公開 2013052215 志村 修

電気フライヤー

公開 2013043645 大同薬品工業株式会社

ラベル付きガラス容器

公開 2013052337 中川 健一

湿式電気集塵機及び、集塵極板の荷電時洗浄方法

公開 2013042843 長坂 俊昌

うつ伏せエクササイズ支援器具

公開 2013049159 奈良県

木質材料の素地調整方法及びその素地調整後に塗装した塗装木
質材

ＷＯ 2011052246 有限会社田中テクニカル

逆止弁と密封袋及びこれらの製造方法

登録実用新案
登ー 03182399

吉岡 将人

洗顔用タオル

特ー 05165122

イイダ靴下株式会社

フートウェア

特ー 05165123

イイダ靴下株式会社

膝関節サポーター

特ー 05160737

ナテック株式会社

磁性活性炭を用いた磁気分離廃水処理システム

特ー 05158124

ユーハ味覚糖株式会社

ハードキャンディの製造方法

登録特許
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登録特許
特ー 05163696

ユーハ味覚糖株式会社

生チョコレート様組成物をセンターとして有するソフトキャンディ及
びその製造方法

特ー 05169882

ユーハ味覚糖株式会社

ノンシュガーグミキャンディおよびその製造方法

特ー 05156877

株式会社ビジョナリスト

データ送受信システム及びデータ送受信プログラム

特ー 05164231

株式会社みらい

既存建物の増築方法及び増築構造

特ー 05161967

株式会社昭和

特ー 05156570

株式会社森精機製作所

特ー 05172195

株式会社森精機製作所

色素増感型太陽電池
自動プログラミング装置及びこれを備えたＮＣ工作機械の制御装
置
光学式変位測定装置

特ー 05171920

株式会社日弁特殊工業

バタフライ弁

特ー 05166461

国立大学法人 奈良先端科学技術
電子放出部材、電子放出装置及び電子放出部材の製造方法
大学院大学

特ー 05170687

国立大学法人 奈良先端科学技術
遠隔操作システム
大学院大学

特ー 05172433

市ノ木山 隆洋

財布

特ー 05161382

藤田 吉彦

水流噴射装置およびそれを備えた水流発電システム

特ー 05161382

藤田 他牧

水流噴射装置およびそれを備えた水流発電システム

特ー 05156895

梅本 昌男

テープカッター

商標 5553288

株式会社花田材木店

奈良匠の会

商標 5553362

株式会社西澤

葛花堂

商標 5553453

岩田 文明

ＭＯＯＮ、ＲＯＣＫ、ＯＲＧＡＮＩＣ、ＢＬＡＣＫＴＥＡ、ＦＲＯＭＪＡＰＡＮ、Ｍ
ＡＤＥＢＹ、ＴＨＥＯＲＴＨＯＤＯＸＭＥＴＨＯＤ

商標 5553687

灘商事株式会社

奈良大和万葉、くずか、葛鹿りんとう

商標 5553820

イージーリンク株式会社

ドリ－ムボ－ド

商標 5553976

有限会社正倉館

桃福宝

商標 5554094

田上 優

ＤＥ－ＮＡ－ＬＩ

商標 5554155

ヘルト株式会社

ＨＥＬＤＬＡＢ

商標 5554530

金陽製薬株式会社

トップカイザ－

商標 5555068

株式会社ロイヤルツーリスト

ならたび、ＮＡＲＡＴＡＢＩ

商標 5555081

有限会社ポニーの里ファーム

あさベジ

商標 5555126

奥田 朱美

わらべうたキッズマッサ－ジ

商標 5555222

千壽庵吉宗奈良本店株式会社

菓乃舎

商標 5555444

辰巳電子工業株式会社

ＰＦＥＥＬ

商標 5555528

辰巳電子工業株式会社

ＣＨＵＣＨＵ

商標 5555607

良福株式会社

とこしえ

商標 5555674

大和不動建設株式会社

大和不動建設株式会社

商標 5555867

株式会社岸原

ＤＵＬＣＩＳＲＥＧＡＬＯ

商標 5555868

株式会社岸原

ＭＰＩＭＩＮＹ

商標 5556321

奈良県農業協同組合

まほろばキッチン

登録商標
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登録商標
商標 5556624

株式会社モノス

ＲＡＴＥＦＦＥＣＴ

商標 5556979

七條 一平

前向き言動に、世界を感じる

商標 5557124

社団法人奈良市観光協会

しかまろくん

商標 5557584

東吉野村

志

商標 5557830

東邦化成株式会社

禅

商標 5557831

東邦化成株式会社

ＺＥＮ

商標 5558485

株式会社花田材木店

たくみ、奈良匠ナビ

商標 5558705

有限会社クリエイトフーズ

食い、福

商標 5558841

ウィンヘルス株式会社

コンドラック、ＥＸ

商標 5558991

株式会社ビジョナリスト

ＰＨＯＴＯＴＩＴＬＥＲ

商標 5559240

株式会社ブルーオーキッドコンサル
ブル－オ－キッドコンサルティング
ティング

商標 5559241

株式会社ブルーオーキッドコンサル
ＢＯＣ
ティング

商標 5559252

オカモト産業株式会社

商標 5559531

辰巳電子工業株式会社

プリメッセ－ジ

商標 5559536

白石 優

お役に立ち隊♪

商標 5559828

株式会社ＭＳＴコーポレーション

Ｚブロックシャンク、ＺＢＬＯＣＫＳＨＡＮＫ

商標 5559829

株式会社ＭＳＴコーポレーション

レッドスクリュ－ア－バ、ＲＥＤＳＣＲＥＷＡＲＢＯＲ

商標 5559842

岡本株式会社

着圧革命

商標 5559858

岡本株式会社

ＡＮＴＩ－ＴＭＦＩＢＥＲ

商標 5559867

中井 良洋

ＰＥＡＲＬＧＹＯＳＡＮ

商標 5559868

中井 良洋

ギョサンＰＥＡＲＬＧＹＯＳＡＮ

意匠 1460966

三笠産業株式会社

包装用容器のキャップ

意匠 1461280

速水 淨二

まくら

意匠 1461305

有限会社いって研究所

風力発電機風車

意匠 1462439

株式会社ヤンテス工業

誘導板

意匠 1463213

奈良県履物協同組合連合会

短靴

意匠 1463214

奈良県履物協同組合連合会

短靴

登録意匠
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