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1 組立巻芯用成形体 大日製罐株式会社 35 ロール体保持装置および記録装置
株式会社セイコーアイ・イン
フォテック

2 糸条巻取筒 田中紙管株式会社 36 研磨ロールの製造方法 臼田　一行

3 ロール紙保持具 京セラミタ株式会社 37
ロールメディア、プリンタ、カット装置及
びメディア管理方法

株式会社ミマキエンジニアリ
ング

4
古紙等天然繊維配合樹脂成形品の製
造方法及び該成形品の製造用組成物

株式会社昭和丸筒 38
巻取軸及び巻取軸のホルダに用いる
係止部材

高荷　喜三

5 ステープル巻き取り用リール マックス株式会社 39 紙管の製造装置及び製造方法 日本紙管工業株式会社

6 段ボール箱
株式会社エスツー・コーポ
レーション

40
円筒状巻芯、ロール状シートの製造方
法、及びロール状シート

日東電工株式会社

7
シート状物の梱包形態、及びその梱包
方法

東リ株式会社 41
接着剤組成物の製造方法、接着剤組
成物及び紙管

ダイセル化学工業株式会
社

8 リール 三井金属鉱業株式会社 42 樹脂製巻芯およびその製造方法 株式会社昭和丸筒

9
製紙機械用布の継手接合芯線および
リーディングワイヤーの収容具

シキボウ株式会社 43 コード整理具 林　義廣

10
薬剤包装装置及び薬剤包装装置の制
御方法

高園産業株式会社 44
フィルム巻取りコア及びロール状フィル
ムの乾燥方法

住友金属鉱山株式会社

11
耐液体性板紙製管及び板紙製管処理
方法

ソノコ・デヴェロップメント，イ
ンコーポレイテッド

45 ＩＣタグの装着具
富士キネティックス株式会
社

12 補強された包装用の支持柱組立体
ソノコ・ディベロップメント・イ
ンコーポレーテッド

46 管状鋳物製造用部品 花王株式会社

13 角型紙管の製造装置 日本化工機材株式会社 47 紙管の製造装置及び製造方法 日本紙管工業株式会社

14
糸の切替え成功率を向上させる糸巻き
用ボビンの処理方法および処理装置

東レ株式会社 48 繊維巻取り用スリーブ
ゲイツ・ユニッタ・アジア株
式会社

15 巻芯 長岡産業株式会社 49
パウチ用口栓、口栓付きパウチ、およ
び包装体

株式会社昭和丸筒

16 巻取り管
ソノコ・デヴェロップメント，イ
ンコーポレイテッド

50 溝付きボビンおよびパッケージ 東洋紡績株式会社

17
付香紙管及び該紙管を使用したロー
ル紙

日本製紙クレシア株式会社 51 合成繊維巻取用紙管 東レ株式会社

18 食品の装飾体およびその製造方法
新日本ケミカル・オーナメン
ト工業株式会社

52 家畜用敷料 ペパーレット株式会社

19 成形紙管構造体とその製造方法 田中紙管株式会社 53 巻芯支持装置 株式会社サトー

20 フィルムの終端処理装置 株式会社イシダ 54 小動物保定器 株式会社昭和丸筒

21
インクジェットプリンター用記録ロール
体の製造方法

東洋紡績株式会社 55 紙製ドラム
株式会社カワグチマック工
業

22
厚手のシート状物を自動的に巻き取る
方法

川上産業株式会社 56 巻芯 株式会社昭和丸筒

23
シート張力調整方法、シート張力調整
装置およびシートロール用巻芯

株式会社湯山製作所 57
容器のための、電磁監視デバイスを有
するスクープ器具

ソノコ　デベロップメント，イ
ンコーポレイテッド

24
包装材料及びその製造方法並びに、
それを使用して作成した包装体

ソノコ・デベロプメント・イン
コーポレイテッド

58 巻芯支持装置 株式会社サトー

25
プレス・スルー・パック包装用フィルムの
取着方法

住友ベークライト株式会社 59 紙管及び被覆材 角　正三郎

26 粘着フィルム巻回体 信越ポリマー株式会社 60 ＩＣタグ装着装置
富士キネティックス株式会
社

27 巻芯及びテープ巻体
株式会社オートネットワーク
技術研究所

61 筒体およびアクリル系繊維パッケージ 東レ株式会社

28 紙管 田中紙管株式会社 62 印刷装置及び芯棒保持用軸
株式会社ミマキエンジニアリ
ング

29 フィルムシート繰り出し手段 ケイディケイ株式会社 63
製品を支持し衝撃から保護するための
柱

ソノコ・ディベロップメント・イ
ンコーポレーテッド

30 シート切断機 三ツ矢鉄工株式会社 64 巻管
クンストストフ－スプリッツグ
スベルク　イーエンゲー．ク
ラウス　ブルク　ゲゼル…

31 ロール状巻物 三菱樹脂株式会社 65
ガラス形成管、ガラスケーク及びこれら
を形成する方法

ソノコ・デヴェロップメント，イ
ンコーポレイテッド

32 ボビン用糸止め具 丸山　泰子 66
製品を運送および展示するための包
装装置

ソノコ・ディベロップメント・イ
ンコーポレーテッド

33 棺おけ 日本化工機材株式会社 67 梱包組立体
ソノコ・ディベロップメント・イ
ンコーポレーテッド

34 紙管製造装置及び紙管切断方法 三ツ矢鉄工株式会社
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