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汗取りパットとその製造方法
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［公開編］平成１３年～平成１８年（６年間） ９１点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２８，９８０－ ￥２７，６００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２８，９８０－ ￥２７，６００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４３，０５０－ ￥４１，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9165 公開特許 汗取りパットとその製造方法 平.10-12 61点 ￥19,800
No,8386 〃 〃 平.7-9 59点 ￥19,700
No,7828 〃 〃 平.2-6 74点 ￥19,800
No,8575 〃 化粧用脂取り紙の製造方法 平.5-10 72点 ￥28,400
No,8905 〃 シート状冷却剤の製造方法 平.9-11 53点 ￥19,700
No,8135 〃 〃 平.1-8 78点 ￥24,500
No,8903 〃 美容シートとその製造方法 平.5-11 111点 ￥37,700
No,8854 〃 廃油吸収シート剤の製造加工方法 平.9-11 67点 ￥27,400
No,8225 〃 〃 平.5-8 64点 ￥30,000
No,8992 〃 ペット用シーツの製造加工方法 平.5-11 86点 ￥29,700
No,9084 〃 使い捨て手術着とその素材 平.5-12 81点 ￥34,500
No,8381 〃 抗菌性シートの製造加工方法 平.5-9 84点 ￥27,400
No,8386 〃 使い捨て便座カバーとその製法 平.7-9 65点 ￥19,700
No,7832 〃 使い捨てトイレ用マット 昭.60-平.6 80点 ￥20,500
No,8247 〃 使い捨てシーツとその製造方法 平.5-8 64点 ￥24,600
No,8275 〃 化粧綿・脱脂綿とその製法 平.4-8 68点 ￥19,700
No,8364 〃 母乳洩れ吸収パットの製法 平.6-9 51点 ￥19,700
No,8369(B) 〃 脱臭用シートの製造加工方法 平.7-9 74点 ￥24,200
No,〃 (A) 〃 〃 平.4-6 70点 ￥21,800
No,8780(B) 〃 使い捨てパンツとその製造方法 平.9-10 83点 ￥34,700
No,〃 (A) 〃 〃 平.7-8 71点 ￥29,700

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・
（メール宛先：kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）

［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、Ｂ５製本版はＢ５サイズ･目次製本済みです。
２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1
吸水吸湿生地およびこれを用いたパッ
ド

カネボウ合繊株式会社 40 帽子の通気パッドおよび帽子 汲田　誠司

2 使い捨て上着 ユニ・チャーム株式会社 41 姿勢矯正具 アポロ医療器株式会社

3 足裏及び指間汗取り紙 小松　公範 42 汗取り脇パット 株式会社山一装粧具

4 使い捨て制汗シート 有限会社野々川商事 43 汗取りパット 大貫　民子

5 脇の下用消臭パット 下津　雅枝 44
汗取りパッド、汗取りパッド製造方法及
び汗取りパッド製造装置

東亜機工株式会社

6
マウスに取り付ける手の平の支え汗取
りパッドあるいはシート

有限会社林造園 45 液体吸収パッド 島津　貞子

7 使い捨て着用物品 ユニ・チャーム株式会社 46 はぎ取り式下着 萩原清和

8 帽子の汗取りシート 宮本　龍司朗 47 汗とりシート 花王株式会社

9 ヘルメット用汗取りパッド 阿部　ふく子 48 汗取り用下着
コム　ティ　アンド　エー有
限会社

10 脇の下用汗とりパット アイメディア株式会社 49 吸汗防臭部材 三宝製薬株式会社

11
安定かつ局所的に皮膚に取付け、快
適に取り外すための接着剤

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

50 吸汗パッド 高橋　秀代

12
安全且つ局所的に皮膚に取り付け、快
適に取り外すための接着剤

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

51
吸収度インジケータを備えた暗い色の
吸収性物品

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

13
安全且つ局所的に皮膚に取り付け、快
適に取り外すための接着剤

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

52 脇当て 八商商事株式会社

14 足裏及び指間汗取り紙 小松　公範 53 腋の汗とりパッド アイメディア株式会社

15 親水性の弾性伸縮性複合シート ユニ・チャーム株式会社 54 使い捨て脇用汗取りシート アイメディア株式会社

16 汗取りパッド 小曽根　のり子 55
シャツの襟垢、汚れ及び、汗取り使い
捨てパッド

柳田　雅則

17 脇の下汗吸収パット 永原　嘉栄 56 腰廻り、お尻の汗取り使い捨てパッド 柳田　雅則

18 汗取り用下着 大阪府 57 吸水性樹脂入りバンド 三洋化成工業株式会社

19 汗取り装置 モリト株式会社 58 女性用パット 株式会社ダッチェス

20 使い捨て汗止め用具
有限会社セブンセンスラボ
ラトリー

59 登山に便利な汗取りタオル下着 鷹見　康利

21 座席用汗とりパット
エムエイシイサンコー株式
会社

60 衣料用パット 浪華絹綿株式会社

22 汗取りバンド 平田　貞造 61 顔面加温具 高尾　嘉文

23 吸汗帯装置
有限会社日本トータルシス
テム

62 襟用吸汗シート 前田　重賢

24 頭部冷却汗とりキャップ 相川　邦彦 63 汗吸収繊維シート セーレン株式会社

25
傾斜した毛管開口を備えている通気性
バックシートを有する吸収体

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

64 吸収性シート 花王株式会社

26 臭気制御性を有する通気性発汗パッド
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

65 ワンタッチ吸汗ベルト 青山　弘樹

27
液体活性化粒子分離手段を有する臭
気制御粒子

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

66
湿り度指示素子及びこれを具備する吸
収性物品

花王株式会社

28 防汗シート 吉原　絵美子 67
足裏前半部汗脂腐敗臭除去用使い捨
てシート

石本　知右

29 帽子用使い捨て汗吸収シート 大平　剛久 68 足裏及び指間汗取り紙 小松　公範

30 乳児用汗取りパッド 蔡　銘霖 69 肌着 株式会社　アドヴァンシング

31 吸汗消臭パッド 由利　敦子 70 吸収性物品 花王株式会社

32 汗取りパット 株式会社いまじ 71
単一吸収性構造を有する使い捨て吸
収性物品

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

33
腕時計・ブレスレット等の使い捨て汗と
りパット。

日高　憲志 72 肌着様汗吸収パッド 深谷　千恵

34
パソコンマウスの汗取り紙の形状及び
留め具とマウスの形状。

中村　昇 73
クリップで下着に留められる脇の下の
汗取り布パッド

ノーブル株式会社

35 消臭吸湿基材 影山　和則 74
消臭剤配合のコットンメッシュシートを
使用し、足の汗や匂いを吸収する、靴
下の中に履く使い捨ての履物

須藤　剛

36 ブラジャー装着時の胸部用吸汗パッド 中谷　愛子 75 制帽の汗取りシート 甲株式會社

37 汗吸収シート 株式会社黄瀬法衣仏具店 76 吸収性シート 花王株式会社

38 汗吸収バイザー 新庄　鈴 77 汗取りパッド 西田　春江

39
充填材入り波形を有する波形トップ
シートを持つ使い捨て吸収物品

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー 以下１４点省略

汗取りパットとその製造方法 　　　No.10061

[公開編]　　平成13年～平成18年（6年間）　　91点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥28,980   　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥28,980　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥43,050　）




