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ペット用シーツの製造加工方法
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［公開編］平成１５年～平成１９年（５年間） １００点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥３１，５００－ ￥３０，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥３１，５００－ ￥３０，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４７，２５０－ ￥４５，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9472 公開特許 ペット用シーツの製造加工方法 平.12-14 82点 ￥20,700
No,8992 〃 〃 平.5-11 86点 ￥20,700
No,8762 〃 キッチン・ペーパーの製造加工方法 平.5-10 75点 ￥27,700
No,9296 〃 化粧用脂取り紙の製造方法 平.11-13 75点 ￥18,700
No,8575 〃 〃 平.5-10 72点 ￥28,400
No,8384 〃 高吸収性シート材の製造加工方法 平.7-9 89点 ￥29,700
No,9733 〃 美容シートとその製造方法 平.14-15 100点 ￥23,000
No,9283 〃 〃 平.12-13 97点 ￥24,200
No,8903 〃 〃 平.5-11 147点 ￥37,700
No,9405 〃 ｿﾌﾄ・ﾃｨｯｼｭ・ﾊﾟｰﾍﾟｰの製造加工方法 平.8-13 61点 ￥23,700
No,8000 〃 〃 平.1-7 55点 ￥27,400
No,9323 〃 調理シートとその製造方法 平.5-13 83点 ￥20,700
No,9222 〃 使い捨てぬれ雑巾の製造加工方法 平.5-12 65点 ￥24,400
No,9169 〃 使い捨て便座カバーとその製法 平.10-12 63点 ￥19,700
No,8386 〃 〃 平.7-9 65点 ￥19,700
No,7860 〃 〃 平.3-6 93点 ￥21,700
No,7128 〃 〃 平.1-2 117点 ￥29,400
No,9167 〃 使い捨てトイレ用マット 平.7-12 68点 ￥21,700
No,7832 〃 〃 昭.60-平.6 80点 ￥20,500
No,9517 〃 抗菌性シートの製造加工方法 平.10-14 89点 ￥17,800
No,8381 〃 〃 平.5-9 84点 ￥27,400
*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 吸収シート チッソ株式会社 40 排泄物吸収シート 積水化学工業株式会社

2
ペット用吸水シート、その製造設備およ
びその製造方法

東亜機工株式会社 41 ペット用シート アイリスオーヤマ株式会社

3 動物飼育用資材 味の素株式会社 42 ペットのトイレ用吸液シート
ユニ・チャームペットケア株
式会社

4 衛生用品 株式会社大貴 43 不織布及び該不織布の製造方法 株式会社大貴

5
吸収体、シーツ及び包装材料並びに
それらの製造方法

株式会社大貴 44 ペット用トイレシート 新田谷　政樹

6 ペットの尿吸収シート 野尻　明子 45 吸収具およびペットシーツ 第一衛材株式会社

7 衛生用品 株式会社大貴 46 ペット用シート装置
株式会社イトウアンドカンパ
ニーリミテッド

8 ペット用吸尿剤
ユニ・チャームペットケア株
式会社

47 動物の排泄物処理材 アイリスオーヤマ株式会社

9 湿潤感知多層シート 帝人株式会社 48
吸収体及び該吸収体を使用するシー
ツ

株式会社大貴

10 衛生シーツ及びその製造方法 株式会社大貴 49
ペット用排泄物吸収処理シートの廃棄
処分機能及びその装備方法。

池田　忠志

11 ペット用シーツ ライオン商事株式会社 50 ペット用消臭シート 日本製紙ケミカル株式会社

12 ペット用排泄物処理具 花王株式会社 51 ペット用吸収シート
ユニ・チャームペットケア株
式会社

13 ペット用シート アイリスオーヤマ株式会社 52 ペット用吸収シート
ユニ・チャームペットケア株
式会社

14
吸収体及び該吸収体を使用するシー
ツ

株式会社大貴 53 小動物飼育用床敷材
株式会社天然素材探索研
究所

15 消臭・吸収性物品 ユニチカ株式会社 54 湿潤感知シート 三井化学株式会社

16 ペット排泄用シート
ユニ・チャームペットケア株
式会社

55
ペットシーツ用吸水性複合シート及び
その製造方法並びにペットシーツ

三菱化学株式会社

17 粘着機能を有するペットシーツ 倉沢　佳奈美 56 ペット用シート アイリスオーヤマ株式会社

18
マイナスイオン発生シート、その製造方
法、並びに製造装置

株式会社エスカコーポレー
ション

57
吸収体、シーツ及び包装材料並びに
それらの製造方法

株式会社大貴

19 ペットシート 巽　久子 58 抗菌性シート状物 日宝化学株式会社

20 ペット用トイレシート 巽　久子 59 ロール状液体吸収シート 株式会社　エムロック

21
吸収体及び該吸収体を使用するシー
ツ

株式会社大貴 60 ペット排泄用シート
株式会社イトウアンドカンパ
ニーリミテッド

22 愛玩動物用マット・シート ▲はざま▼　紀男 61 ペット用尿吸収ペーパー 菊池　真二

23
吸収体及び該吸収体を使用するシー
ツ

株式会社大貴 62 ペット用積層シート 明広商事株式会社

24 ペットシート
ユニ・チャームペットケア株
式会社

63 小動物用巣材 ドギーマンハヤシ株式会社

25 ペットシート
ユニ・チャームペットケア株
式会社

64 ペット用トイレ及び交換シート 倉橋　康仁

26 ペットシーツ アイリスオーヤマ株式会社 65 トレー用尿吸収材の取出し構造 花王株式会社

27 吸収体及び吸収性物品 花王株式会社 66
クッション構造体、およびクッション構造
体内蔵シート

株式会社横山

28 吸収体の製造方法 花王株式会社 67 排泄物処理材 ペパーレット株式会社

29 吸水材の製造方法 ユニチカ株式会社 68
クッション及び該クッションを用いたペッ
ト用マット並びに該クッションの製造方
法

アイリスオーヤマ株式会社

30
細菌の増殖を抑制する不織布及びそ
の不織布の製造方法

株式会社大貴 69 ペット用排泄物処理材 花王株式会社

31
吸収体並びに該吸収体を使用する
シーツ及び包装材料

株式会社大貴 70 ペット用排泄物吸収シート
ユニ・チャームペットケア株
式会社

32 汚液処理システム 花王株式会社 71
ペット用排泄物吸収シートおよびその
製造方法

ユニ・チャームペットケア株
式会社

33 衛生用紙及び吸収体の製造方法 株式会社大貴 72 ペット用排尿吸収具 第一衛材株式会社

34 不織布及び該不織布の製造方法 株式会社大貴

35 愛玩動物用シートとその製造方法 株式会社ゼオライトジャパン

36 吸収性物品 ユニ・チャーム株式会社

37 ペットシーツ及びペット用マット アイリスオーヤマ株式会社

38 糞尿処理部材および糞尿処理トイレ 濱田　康彦

39 不織布及び吸収性物品 三洋化成工業株式会社 以下２８点省略

ペット用シーツの製造加工方法　　　No.10230

[公開編]　　平成15年～平成19年（5年間）　　100点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥31,500    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥31,500　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥47,250　）
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