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No,9560 公開特許 香辛料用チューブ容器の構造 平.5-14 105点 ￥25,000
No,8990 〃 液だれ防止容器とキャップ構造 平.9-11 63点 ￥23,400
No,8158 〃 〃 平.6-8 73点 ￥23,500
No,7656 〃 〃 平.3-5 88点 ￥20,700
No,8944 〃 液体定量排出容器の構造 平.9-11 68点 ￥25,700
No,8945 〃 粉体定量排出容器の構造 平.9-11 61点 ￥23,400
No,8917 〃 チャイルド・プルーフ容器の構造 平.8-11 54点 ￥25,700
No,8928(C) 〃 ピルファー・プルーフ・キャップの構造 平.10-11 66点 ￥22,400
No, 〃 (B) 〃 〃 平.8-9 74点 ￥25,300
No, 〃 (A) 〃 〃 平.6-7 58点 ￥19,700
No,9287(A) 登録・公開 天然香辛料の処理加工方法 平.12-13 83点 ￥19,600
No,8827(A) 〃 〃 平.10-11 85点 ￥29,700
No,8338(A) 〃 〃 平.8-9 69点 ￥25,700
No,7996(A) 公告・公開 〃 平.6-7 65点 ￥24,300
No,7640(A) 〃 〃 平.4-5 65点 ￥24,300
No,7326(A) 〃 〃 平.2-3 57点 ￥21,700
No,8132(A) 公開特許 ワサビの栽培方法と装置 平.1-8 54点 ￥19,800
No, 〃 (B) 〃 ワサビの加工方法と製品 〃 54点 ￥19,800
No,9324 〃 食品用日持ち向上剤の組成 平.10-13 66点 ￥16,500
No,9325 〃 食品用抗菌剤の組成 平.10-13 70点 ￥17,500
No,9326 〃 食品用天然酸化防止剤の組成 平.10-13 70点 ￥17,500
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1
逆止弁付きプラスチック製チューブ容
器

東洋製罐株式会社 37
可調リング３で開度が変化する排出口
２を持つ、指で内容物を押し出す樹脂
製や金属性の容器１

竹嶋　清治

2 バリア性チューブ状容器 凸版印刷株式会社 38 絞り出し容器用キャップ キョーラク株式会社

3 多層押出しチューブ容器 株式会社吉野工業所 39
チュ－ブ容器用包材およびそれを使
用したチュ－ブ容器

大日本印刷株式会社

4 絞り出し多層容器
日本合成化学工業株式会
社

40 押出チューブ容器 株式会社ファンケル

5 絞り出し多層容器
日本合成化学工業株式会
社

41 ラミネ－トチュ－ブ容器 大日本印刷株式会社

6 絞り出し多層容器
日本合成化学工業株式会
社

42 液状物容器の絞出し器具 岡田　朋子

7 絞り出し多層容器
日本合成化学工業株式会
社

43 容器注出部の開閉弁構造 大和製罐株式会社

8 絞り出し多層容器
日本合成化学工業株式会
社

44 ラミネ－トチュ－ブ容器 大日本印刷株式会社

9 絞り出し多層容器
日本合成化学工業株式会
社

45
押出し促進具を内蔵する可撓性ペー
スト・チューブ

アース製薬株式会社

10 チューブ容器 株式会社吉野工業所 46 ガン式ディスペンサ キユーピー株式会社

11 押出チューブ容器 株式会社ウエストサイド 47 ラミネ－トチュ－ブ容器 大日本印刷株式会社

12 チューブ容器用押出具 亀水化学工業株式会社 48
チューブ容器用キャップ、およびキャッ
プ付チューブ容器

大日本印刷株式会社

13 チューブ容器 大成化工株式会社 49 合成樹脂製キャップ 大和製罐株式会社

14 そば状排出口付きチューブ 斎藤　正 50
ラミネートチューブ用積層フィルム、
チューブ容器及びその製造方法

凸版印刷株式会社

15 多層スクイーズ容器またはボトル 呉羽化学工業株式会社 51 ラミネートチューブ容器 大日本印刷株式会社

16 空気袋付きチューブ 山本　和彦 52
発泡表面を有するチューブ容器とその
製法

大日本印刷株式会社

17
ガン式ディスペンサおよびそれに用い
る容器

キユーピー株式会社 53 チュ－ブ容器 大日本印刷株式会社

18 チューブ容器の集合包装体 サンスター株式会社 54 チューブ絞り具 株式会社大日向

19
ポリオレフィン系重合体積層フィルム及
び包装体

東洋紡績株式会社 55 チュ－ブ容器 大日本印刷株式会社

20 チューブ容器及びその製造方法 関西チューブ株式会社 56 チュ－ブ容器 大日本印刷株式会社

21 粘稠食品収納用容器 花王株式会社 57
ガスバリアー性及び層間接着性に優れ
た多層容器

東洋製罐株式会社

22 排出方法および押出容器 日世株式会社 58 絞り出し多層容器
日本合成化学工業株式会
社

23
容器の逆流防止口栓および容器なら
びに注出装置

住友ゴム工業株式会社 59 チューブ容器 東ソー株式会社

24 チューブ絞り器 細谷　宏 60
金属製チューブの内面塗装方法、並
びに、耐食性内面被覆金属製チュー
ブ

大成化工株式会社

25 積層体およびそれを用いた包装容器 大日本印刷株式会社 61 押し上げ式チューブ容器 松村　サチ子

26 袋中身絞り出し器 有限会社やまろく機工 62
チューブ容器の肩部および口頸部に
一体化成形して用いる上部部材の製
造方法、およびその製造方法・・・

大日本印刷株式会社

27 多層チューブ 三菱瓦斯化学株式会社 63 チューブ容器 山下　英子

28 多層チューブ 三菱瓦斯化学株式会社 64 容器の製造方法 大日本印刷株式会社

29 チューブ容器 大日本印刷株式会社 65 酸素吸収性多層チューブ 日本ゼオン株式会社

30 積層体およびそれを用いた包装容器 大日本印刷株式会社 66 酸素吸収性多層チューブ 日本ゼオン株式会社

31 管状体及びその用途 三井化学株式会社 67 チューブ入り練り唐辛子 吉岡食品工業株式会社

32
可撓性容器の吐出口部に設ける締付
力開閉門構造とこれを設けた可撓性容
器

日本ソービ株式会社 68 逆流防止部分つきチュ－ブ状容器 薄井　利夫

33 排出切替式キャップ装置
株式会社ワールドテクニカ
ルサービス

69 絞り出し容器 株式会社吉野工業所

34
両端にキャップ付の口を有するチュー
ブ容器

北島　英雄 70 ラミネートチューブ容器 株式会社クラレ

35 自立容器 東洋製罐株式会社 71 袋包装体及び袋包装体の製造方法 稲垣　宏道

36
ラミネートチューブ用多層フィルムおよ
びラミネートチューブ

住友ベークライト株式会社 以下１３点省略
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