
 

・訂正箇所・ 公開番号のすべて、下一桁が抜けておりました。（パトピア 8月号 P.14～P.16） 

 
 

平成２３年６月度福井県公開特許（出願人が福井県で検索） 
 

NO. 公開番号 発明の名称 出願人 発明者 

1 2011-117515 クラッチ装置 アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社 前田 浩司他 

2 2011-117516 回転駆動用伝動装置 アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社 前田 浩司他 

3 2011-117517 回転駆動用伝動装置 アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社 前田 浩司他 

4 2011-117615 ロックアップダンパのダンパスプリング間に介在する中間支持部 アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社 新田 俊史他 

5 2011-106074 織物 セーレン株式会社 苅谷 久幸 

6 2011-106076 立毛パイル布帛 セーレン株式会社 岩永 義明 

7 2011-110311 面ファスナー積層体 セーレン株式会社 槇田 学 

8 2011-124019 固体高分子形燃料電池用膜電極接合体及び固体高分子形燃料電池 セーレン株式会社 西口 博人他 

9 2011-126947 紫外線硬化型シアンインクおよび建築板 セーレン株式会社 伊東 芳勝他 

10 2011-111858 建築用下地材 フクビ化学工業株式会社 中村 博世他 

11 2011-117218 建築物の防蟻被覆構造、及び建物被覆用防蟻シート フクビ化学工業株式会社 吉村 剛他 

12 2011-122346 コンクリート打設用型枠 フクビ化学工業株式会社 宮腰 道博他 

13 2011-122362 支持装置、及び竪樋の外壁取付方法 井上商事株式会社 土田 浩規 

14 2011-124019 固体高分子形燃料電池用膜電極接合体及び固体高分子形燃料電池 学校法人金井学園 西口 博人他 

15 2011-117101 定置性に優れた装飾帯体およびその製造方法 株式会社ＳＨＩＮＤＯ 山崎 貢 

16 2011-104641 ブランク材の位置決め装置 株式会社エイチアンドエフ 山田 崇 

17 2011-110123 ルーペ機能を有する眼鏡入りケース 株式会社エニックス 山出 重克 

18 2011-115087 層状食品製造装置及び方法 株式会社コバード 小林 将男他 

19 2011-117195 角用誘導標識体 株式会社サカイ・シルクスクリーン 酒井 保博 

20 2011-110339 ＤＶＤ等のレンタル及び販売用の陳列具 株式会社ジャストコーポレーション 滝波 正志他 

21 2011-118971 円盤状記録媒体の収容ケース 株式会社ジャストコーポレーション 村西 文一 

22 2011-121035 接合面の液状ガスケットパッキンの剥離方法及び剥離剤 株式会社センレイ 臼井 明他 

23 2011-111720 建物 株式会社熊谷組 石橋 久義 

24 2011-111728 管の設置方法及び管 株式会社熊谷組 岩永 茂治他 

25 2011-111831 建物及びその構築方法 株式会社熊谷組 吉松 賢二他 

26 2011-117208 建物 株式会社熊谷組 石橋 久義他 

27 2011-125528 電極装置及び殺菌方法 株式会社熊谷組 北原 成郎他 

28 2011-125548 血液製剤の殺菌方法 株式会社熊谷組 北原 成郎他 

29 2011-125808 汚染土壌の浄化方法 株式会社熊谷組 北原 成郎他 

30 2011-126579 殺菌対象物封入用容器 株式会社熊谷組 北原 成郎他 

31 2011-127370 地中土壌採取方法 株式会社熊谷組 門倉 伸行他 

32 2011-127918 物体の水平度を求める方法 株式会社熊谷組 大本 晋士郎他 

33 2011-105922 木質燃料 株式会社高茂組 石塚 義徳 

34 2011-104685 両頭研削装置 株式会社山口エンジニア 山口 安啓 

35 2011-119392 抵抗基板および可変抵抗器 株式会社秀峰 村岡 貢治 

36 2011-112974 眼鏡部品の連結構造 株式会社清水工業所 島田 影三他 

37 2011-109988 ガードポール周囲の防草マット 株式会社 白崎グリーンナップ 若林 大輔 
 



NO. 公開番号 発明の名称 出願人 発明者 

38 2011-111574 炭化水素ガスと水素・酸素ガス、もしくは炭化水素ガスと水素ガスの気体混合装置 株式会社 北陸ガス検 吉田 幸憲 

39 2011-121372 多軸積層強化繊維シート作製方法、長尺の傾斜強化繊維シート、及び多軸積層強化繊維シート 丸八エクスピーテイー株式会社 菅原 正隆他 

40 2011-121372 多軸積層強化繊維シート作製方法、長尺の傾斜強化繊維シート、及び多軸積層強化繊維シート 丸八株式会社 菅原 正隆他 

41 2011-115163 保湿性エタノールの製造方法 公立大学法人福井県立大学 木元 久他 

42 2011-106895 ＦＣＣ触媒粒子の自動計測装置 高嶋技研株式会社 森山 功治他 

43 2011-106837 リング状ボース・アインシュタイン凝縮体とこれに生成するダーク・ソリトン、その生成方法及びこれらを用いた外場の測定方法 国立大学法人福井大学 熊倉 光孝他 

44 2011-107071 光導波路型バイオセンサーおよびそれを備えたバイオセンサーシステム 国立大学法人福井大学 末 信一朗他 

45 2011-108406 リチウムイオン二次電池正極活物質の製造方法 国立大学法人福井大学 荻原 隆 

46 2011-113924 チタン酸リチウム負極物質の製造方法 国立大学法人福井大学 荻原 隆他 

47 2011-121096 金属部材の接合方法及び金属部材の接合装置並びにこれらを用いた金属接合部材の製造方法 国立大学法人福井大学 光藤 誠太郎他 

48 2011-123226 分子模型 国立大学法人福井大学 藤井 豊他 

49 2011-111842 柱列杭の施工方法 三谷セキサン株式会社 佐藤 茂 

50 2011-122428 既製杭 三谷セキサン株式会社 加藤 洋一他 

51 2011-111200 自動販売機の梱包材 芝浦自販機株式会社 増井 幸弘 

52 2011-125485 什器 芝浦自販機株式会社 中川 順之 

53 2011-128691 自動販売機 芝浦自販機株式会社 森 史朗 

54 2011-128859 什器 芝浦自販機株式会社 中川 順之 

55 2011-122712 緩み止めナット、及びそれを使用した眼鏡部品の連結構造 手賀精工株式会社 笠島 秀実 

56 2011-104317 車椅子でスライド 手鹿 正明 手鹿 正明 

57 2011-127691 軸力起因型トルクリミッタ 松本 隆康 松本 隆康 

58 2011-115558 移乗台装置 川添 康治 川添 康治 

59 2011-106061 ２重ネット編地とその製造方法 前田工繊株式会社 高垣 勝彦他 

60 2011-106096 繊維製型枠 前田工繊株式会社 高垣 勝彦他 

61 2011-122323 軟弱土の処理方法 前田工繊株式会社 道端 秀治他 

62 2011-120526 移動式蔓性植物支持装置 第一ビニール株式会社 小林 秀夫 

63 2011-122278 衣服 竹内 啓哉 竹内 啓哉 

64 2011-118008 表示装置 中野エンジニアリング株式会社 今村 高宏他 

65 2011-106191 屋根組み用垂木ユニット、屋根組みブロック及び建物の屋根施工方法 天谷 英一郎 天谷 英一郎 

66 2011-122297 伸縮門扉 東工シャッター株式会社 小路 尚吉他 

67 2011-122298 伸縮門扉 東工シャッター株式会社 小路 尚吉他 

68 2011-127253 布帛に防風性を付与する加工方法 東洋染工株式会社 井原 誠他 

69 2011-110513 ガス吸着剤、ガス吸着素材及びガス吸着素材の製造方法 日華化学株式会社 竹内 斉久他 

70 2011-115670 排水の処理方法 日華化学株式会社 定和 則他 

71 2011-108617 熱伝導部材、及びそれを用いた組電池装置 日東シンコー株式会社 寺田 好夫他 

72 2011-109861 モールドモータ 日本電産シバウラ株式会社 加藤 健一他 

73 2011-114995 モータ用駆動回路及びそれを備えたモータ 日本電産シバウラ株式会社 加藤 健一 

74 2011-119201 電気化学装置 畑 憲一 畑 憲一 

75 2011-123854 型紙マウスカバー 畑矢 茂光 畑矢 茂光 

76 2011-115309 チタンクラッド鋼刃物及びその製造方法 武生特殊鋼材株式会社 福岡 廣一他 

77 2011-123307 眼鏡フレーム 福井めがね工業株式会社 田畑 周徳他 

78 2011-104766 複合材料用ドリル並びにそれを用いた機械加工方法及び機械加工装置 福井県 嶋田 浩文 

79 2011-127691 軸力起因型トルクリミッタ 有限会社マツモトエンジニアリング 松本 隆康 
 


