(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 ４月）
公開特許
公開 2013061378 ユーテック株式会社

発光制御装置

公開 2013070646 ユーハ味覚糖株式会社

カカオ原料の処理方法

公開 2013071930 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 2013074802 ユーハ味覚糖株式会社

ガレート型カテキン含有豆乳およびその製造方法

公開 2013074803 ユーハ味覚糖株式会社

ガレート型カテキン含有豆腐の製造方法

公開 2013075831 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 2013059814 株式会社ＭＳＴコーポレーション アングルヘッド型工具ホルダ
公開 2013063482 株式会社ＭＳＴコーポレーション 工具ホルダ
公開 2013075297 株式会社エスケイケイ

金属板と金属軸の結合構造及び密閉型電池の電極構造

公開 2013071837 株式会社ヒガシモトキカイ

食品加工機械のベルトコンベヤ

公開 2013059290 株式会社一ノ坪製作所

照明付き栽培システム

公開 2013059885 株式会社積水化成品天理

樹脂発泡体展開補助装置

公開 2013075364 株式会社積水化成品天理

キャップ取付装置

公開 2013075427 株式会社積水化成品天理

樹脂発泡シートの製造方法

公開 2013067122 吉田 昌行
クリック画鋲
公開 2013076595 公立大学法人奈良県立医科大 流量率表示システム
学
国立大学法人 奈良先端科学技
公開 2013066446
σ Ｄ因子抑制解除株及びそれを用いたタンパク質の製造方法
術大学院大学
公開 2013068919

国立大学法人 奈良先端科学技
雑音抑圧用係数設定装置および雑音抑圧装置
術大学院大学

公開 2013059266 今井 弘一

生体為害性測定システム

公開 2013063784 三笠産業株式会社

プルオープンキャップ

公開 2013063947 三和澱粉工業株式会社

ＧＬＰ－１の分泌を促進しかつＧＩＰの分泌を抑制する薬剤

公開 2013064895 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、それらの個
人情報案内提示システム

公開 2013076354 石津 雅勇

ターボ機能付き風力発電装置

公開 2013066170 辰巳電子工業株式会社

画像処理装置、画像データ提供装置、写真撮影遊戯装置、画像
データ提供システム、画像表示方法、および画像表示プログラム

公開 2013066190 辰巳電子工業株式会社

自動写真作成装置、画像処理装置、画像処理方法、および画像
処理プログラム

公開 2013070982 中川 廣幸

指掌押圧具

公開 2013070983 中川 廣幸

公開 2013067062 福村 三樹郎

食事用自助装具
燃焼排ガス中の二酸化炭素を利用した園芸用施設への二酸化炭
素供給装置
熱成形用の装置と成形方法

公開 2013067063 福村 三樹郎

熱成形用の装置と成形方法

公開 2013067064 福村 三樹郎

熱成形用の装置と成形方法

公開 2013064895 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、それらの個
人情報案内提示システム

公開 2013071932 有限会社西原

生体防御機能因子の発現亢進剤

公開 2013075882 有限会社西原

生体防御機能因子の発現亢進剤

公開 2013074887 奈良県

ＷＯ

2011065481

国立大学法人 奈良先端科学技
疎水性クラスター化合物への水溶性又は水分散性の付与方法
術大学院大学

ＷＯ

2011074237

国立大学法人 奈良先端科学技
ＳｉＣ半導体素子およびその作製方法
術大学院大学
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登録実用新案
登ー 03183007

登ー 03182951

アスベル株式会社
ゴミ箱
株式会社近畿エデュケーションセ スクリーン装置
ンター
株式会社中村化学工業
牡蠣養殖用付着器

登ー 03182766

菊谷 正志

ちりとり棒「楽」

登ー 03182534

三原食品株式会社

調理青魚

登ー 03183077

小倉 末廣

身体洗浄健康用具

登ー 03182909

川村 教嗣

棒状体の固定具

特ー 05178236

クオリカプス株式会社

腸溶性カプセル

特ー 05176964

ユーハ味覚糖株式会社

ジペプチジルペプチダーゼＩＶ阻害剤

特ー 05175988

株式会社Ｎ．Ｍ．Ａ

尿道保護器具

特ー 05178332

株式会社大和工業所

貯湯器

特ー 05187617

岩井 泰章

画像記録装置、画像記録方法

特ー 05175485

光洋サーモシステム株式会社

加熱炉の内部圧力制御方法

特ー 05187633

国立大学法人 奈良先端科学技
ナノサイズＥｕＳｅ結晶及びナノサイズＥｕＳｅ結晶の製造方法
術大学院大学

特ー 05187666

国立大学法人 奈良先端科学技
雑音抑圧装置およびプログラム
術大学院大学

特ー 05190594

国立大学法人 奈良先端科学技
アゾペプチド複合体
術大学院大学

特ー 05189153

三笠産業株式会社

容器のキャップ

特ー 05175425

三和澱粉工業株式会社

スポンジケーキまたはギョウザの皮の食感の保存性向上剤

特ー 05175119

石井 祥友

ワーク支持装置

特ー 05175119

石井 政人

ワーク支持装置

特ー 05178894

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

特ー 05187605

長谷川 光男

重量物移動台車

特ー 05182683

辻本 友信

スピーカシステム

特ー 05177384

奈良県

緑茶の品質予測方法

特ー 05184289

入江 紀之

回転体の歳差運動と地球の回転との回転差によるエネルギー取り
出し装置

商標 5560653

崔 順實

ＪＵＬＩＡＮ、ＯＶＥＮ、ＰＩＥ、ＦＲＥＳＨ、ＣＯＭＰＡＮＹ

商標 5560720

西垣靴下株式会社

足育

商標 5560761

民谷 浩二

アイウィンドウ

商標 5561170

キム ドンウク

ＣＯＬＯＧＮＥＰＥＴ

商標 5561546

クオリカプス株式会社

ＱＵＡＬＩＣＡＰＳ

商標 5562014

岡本株式会社

ジョゼ、ＪＯＳＥ

商標 5562015

岡本株式会社
ＭＯＩＳＯＫ、モイソク
農業生産法人有限会社王隠
農悠舎王隠堂
堂農園
小倉 末廣
飛鳥の都美子、飛鳥の都美子

登ー 03183132

登録特許

登録商標

商標 5562268
商標 5562324
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登録商標
商標 5562325

小倉 末廣

飛鳥の都美子

商標 5562326

小倉 末廣

飛鳥の都美子

商標 5562714

オカモト産業株式会社

ＡＲＮＩＥ

商標 5562829

岩田 文明

商標 5563224

株式会社ＣＡＲＲＹ

ＯＲＧＡＮＩＣ、ＢＬＡＣＫＴＥＡ、ＦＲＯＭＪＡＰＡＮ、ＭＡＤＥＢＹ、Ｔ
ＨＥＯＲＴＨＯＤＯＸＭＥＴＨＯＤ
キャビアプラセンタ

商標 5563235

キム ドンウク

ＡＲＯＭＡＳＨＯＯＴＥＲ

商標 5563399

有限会社中川

かさねのいろめ

商標 5563512

小倉 末廣

飛鳥の都美子

商標 5564429

東洋スクリーン工業株式会社 ファイントップ

商標 5564486

田中 伸彦

商標 5564535

東洋スクリーン工業株式会社 プレファイン

商標 5564593

メコプロミン

商標 5564854

至誠堂製薬株式会社
株式会社スターリングプロダ
クト
株式会社スターリングプロダ
クト
南 育宏

商標 5564856

浜田 佳苗

化学式ピアス

商標 5564935

クツワ工業株式会社

ＳＴＡＤ

商標 5564975

株式会社カキモト

ぽっぽさま

商標 5564996

株式会社あかしや

筆百選

商標 5565336

アイ・ピー・ファイン株式会社

ＩＰＯＳＹＳ

商標 5565462

河村 光男

ＭＫＪＰ

商標 5566027

エビス株式会社

プロプラス

商標 5566519

イチョウ葉、プラス、はちの子

商標 5568147

良福株式会社
株式会社Ｆプロフェッショナル
ズ
久保 浩二
特定非営利活動法人観光ガ
イド・添乗員育成研究所
谷川 巖

商標 5568250

株式会社オーカワ

味の飛脚便

商標 5568251

株式会社オーカワ

吉野の味飛脚

商標 5568252

株式会社オーカワ

味飛脚

商標 5568253

株式会社オーカワ

美芳野庵

商標 5564755
商標 5564775

商標 5567123
商標 5567377
商標 5567381

ＮＦＭ

ＭＯＮＡＦＥＬ、モナフル
ＳＵＭＡＣＯＲＯ、スマコロ
カイセイ堂ミレット

保険、レスキュ－、ＨＯＫＥＮＲＥＳＣＵＥ
木のさんぱつ屋
天平ガイド
ファンタ、スティック、ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＫ
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