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1 湿気取りシート 株式会社加藤製作所 40 消臭調湿紙及びその製造方法 有限会社ホームプラザ信州

2 調湿シートとその製造法 澤宗弘業株式会社 41
ストライプの保管方法およびストライプ
の劣化防止シート

本田技研工業株式会社

3 防臭、防湿性シート 株式会社ケンユー 42
複合透湿フィルムおよびこれを利用し
た製品

エステー化学株式会社

4 脱臭及び除湿シート部材 戸松　富雄 43 消臭調湿紙及びその製造方法 有限会社ホームプラザ信州

5 粒状粉体を保持した不織布製シート 株式会社ケー・エス・ティー 44
吸放湿性不織布構造体およびこれを
用いた調湿剤

カネボウ株式会社

6
積層シート、透湿性シートおよび除湿
剤用容器

出光ユニテック株式会社 45 消臭調湿紙及びその製造方法 有限会社ホームプラザ信州

7 平面状封入調湿シートの製造方法 三菱製紙株式会社 46 チップ乾燥剤 矢橋工業株式会社

8 平面状封入調湿シート 三菱製紙株式会社 47 脱臭乾燥用具
株式会社　富士化学研究
所

9
粉体保持シート、粉体保持シートの製
造方法及び該粉体保持シートを備えた
有機ＥＬ表示装置

日本電気株式会社 48 調湿性ガス吸着シート 特種製紙株式会社

10 消臭吸湿シート材 永井機械鋳造株式会社 49 除湿シート ワコー株式会社

11
ヒートシール性の優れた粒状粉体包装
用材料

株式会社ケー・エス・ティー 50 吸湿シート
コーニンクレッカ　フィリップ
ス　エレクトロニクス　エヌ
ヴィ

12 シート状乾燥剤 信越ポリマー株式会社 51 シート形状機能材 平井　弘子

13
粒状粉体が固定された不織布製の
シート

株式会社ケー・エス・ティー 52 シート用乾燥装置 株式会社アイディ

14 衣料用乾燥具 株式会社サンコーテック 53 消臭調湿シート材 有限会社ホームプラザ信州

15 シート状吸放湿性材料 カネボウ株式会社 54 消臭調湿貼着材 有限会社ホームプラザ信州

16 除菌剤
有限会社スマイル・ライフ・
クリエーション

55 乾燥剤用包装材 下村化工紙株式会社

17 吸湿シート 藤井義通商株式会社 56 乾燥剤包装袋 株式会社ツボイ

18 乾燥剤用包装袋 有限会社カルミックス 57
有機ＥＬ素子用乾燥剤およびその製造
方法

信越ポリマー株式会社

19 消臭・除湿シート 株式会社カーボテックス 58 無孔包装体 株式会社ラインプラスチック

20 除湿具 株式会社トクヤマ 59 包装体 株式会社ラインプラスチック

21 乾燥用シート 田中製紙工業株式会社 60
多孔質酸化カルシウム粒子及びその
製造方法

宇部マテリアルズ株式会社

22 透湿性シート ダイニック株式会社 61 乾燥剤収納体 日本化工機材株式会社

23 白炭シート紙及びその製造方法 有限会社シャイニング 62 複合消臭フィルター 三菱製紙株式会社

24 消臭吸湿シート材 三浦　広宣 63 帽子ヘルメット装着型乾燥・脱臭用具
株式会社　富士化学研究
所

25 乾燥剤入り包装体 大日本印刷株式会社 64 アンモニア吸着シート 特種製紙株式会社

26 吸着シート及びそれを用いた吸着体 株式会社西部技研 65 乾燥剤入り包装容器
昭和電工パッケージング株
式会社

27 機能性布シート 加藤　昌宏 66 食品包装用の２層巻きラップフィルム 北岩　和子

28 モールド印刷成型シート 住友精化株式会社 67 食品と同梱される非食品用の包装袋 新日石プラスト株式会社

29
吸湿シート、積層吸湿シート、及び有
機エレクトロルミネッセンス素子パネル

日本バイリーン株式会社 68
耐油性乾燥剤及び耐油性乾燥剤の製
造方法

株式会社アイディ

30 吸着シート及びこれを用いた吸着素子 株式会社西部技研 69 乾燥剤シート 有限会社坂本石灰工業所

31 乾燥材 矢橋工業株式会社 70 吸湿シート 東洋紡績株式会社

32
物の外面に光触媒機能を付与するた
めの、光触媒機能と吸水性又は吸湿
性を有する取り扱いやすい…

金子　健一郎 71 吸湿塗料及びシート
日本ミクロコーティング株式
会社

33 乾燥具 株式会社スエヒロ産業 72
アクリル系樹脂発泡シート及びその製
造方法

積水化学工業株式会社

34
揮発性有機化合物除去シート、積層揮
発性有機化合物除去シート、及びフィ
ルタ

日本バイリーン株式会社 73 乾燥剤含有樹脂成形体 凸版印刷株式会社

35 乾燥剤包装用シート及び乾燥具 有限会社カルミックス 74
シート状積層体およびその製造方法な
らびに吸着素子

三菱化学株式会社

36 乾燥剤包装用シート及び乾燥具 有限会社カルミックス

37 吸水シート 第一衛材株式会社

38 調湿性ガス吸着シート 特種製紙株式会社

39 真空パック用吸収プレート 金星製紙株式会社 以下７点省略
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