
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞                                    ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

￥４７，２５０－ ￥４５，０００－

(本体価格)

No,9735 公開特許 平.6-15 110点 ￥23,000

No,9517       〃 平.10-14 89点  ￥17,800

No,10219       〃 平.17-19 68点 ￥24,300

No,9834       〃 平.14-16 82点  ￥29,000

No,9296       〃 平.11-13 75点  ￥18,700

No,8575       〃 平.5-10 72点  ￥28,400

No,10300       〃 平.20 86点 ￥27,900

No,10156       〃 平.19 88点  ￥28,300

No,10038       〃 平.18 88点  ￥28,300

No,9905       〃 平.17 89点  ￥27,000

No,9775       〃 平.16 100点  ￥23,000

No,9648       〃 平.15 101点  ￥23,500

No,9449       〃 平.14 89点  ￥20,500

No,9261       〃 平.13 85点  ￥21,500

No,9042       〃 平.12 84点  ￥31,800

No,8808       〃 平.11 91点  ￥34,700

No,8576       〃 平.10 76点  ￥29,400

No,8325       〃 平.9 77点  ￥29,600

No,8081       〃 平.8 67点  ￥27,700

No,7954       〃 平.7 62点  ￥26,100

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（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。

 ニュースガイドNo,

 題名

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

               〃

               〃

既刊関連セットのご案内

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

ぬれティッシュ・ペーパーとその包装体

抗菌性シートの製造加工方法

ウェットワイパーの製造加工方法

化粧用脂取り紙の製造方法

               〃

               〃

殺菌･消毒シートとその包装体
[公開編]平成11年～平成20年（10年間）　　100点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０３６５

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

合計 ￥

http://www.itdc-patent.com/


1 清拭用具液袋 明星産商株式会社 44 医療用材の衛生袋 株式会社カナエ

2 開閉自在密閉容器 有限会社環境プランニング 45 消毒薬用キット 藤森工業株式会社

3 衛生シート 有限会社エコナカジマ 46 アルコール殺菌材及び殺菌剤 三洋化成工業株式会社

4 乳牛の乳房清拭用ワイパ― 中村　憲司 47 密閉容器用ラベルとその製造方法 明星産商株式会社

5 袋状容器の開口保持具 白十字株式会社 48 機能性粒子担持シート 日本バイリーン株式会社

6 消毒用具、および消毒用シート テルモ株式会社 49 清浄綿 花王株式会社

7 水解性ウエットシート 明星産商株式会社 50 袋詰め消毒綿 花王株式会社

8 消臭・腐敗防止・除菌等の薬物体 富村化学工業株式会社 51 液含有物包装体及びその使用方法 旭化成パックス株式会社

9
消毒用材の保管方法と滅菌包装容器
及び滅菌包装袋

大崎衛生材料株式会社 52 殺菌シート 三菱化学株式会社

10 衛生材料用袋体素材及び袋体 白十字株式会社 53 薬液含浸シート 明星産商株式会社

11 消毒用材 大崎衛生材料株式会社 54 使い捨て衛生材料 白十字株式会社

12 包装体 花王株式会社 55 殺菌消毒綿 ユニチカ株式会社

13 医療清浄綿 ユニチカ株式会社 56 消毒剤含浸体 明星産商株式会社

14 滅菌シート 勝造商事株式会社 57 再封可能な包装容器
昭和電工パッケージング株
式会社

15 滅菌シート用ディスペンサー 花王株式会社 58 再封可能な包装容器
昭和電工パッケージング株
式会社

16 殺菌物品入り容器 川本産業株式会社 59 アルコール供給材 三洋化成工業株式会社

17 医療用滅菌袋 ユニ・チャーム株式会社 60 綿球容器 健栄製薬株式会社

18 シート状物の個別取出包装容器 立花容器株式会社 61 殺菌消毒液含浸シート 明星産商株式会社

19 密閉容器 明星産商株式会社 62 衛生材料用使い捨て容器 白十字株式会社

20 滅菌包装用容器 川本産業株式会社 63
ゲル組成物、及びそれを用いたゲル
シート

ライオン株式会社

21 片手で開蓋してなる容器 株式会社ホギメディカル 64 容器の開閉補助具 白十字株式会社

22
アルコール含浸脱脂綿の詰め替え方
法及びその密閉手段

サンケミファ株式会社 65
殺菌，消臭シ－トの製造法とそれに使
用される容器

市坡　光夫

23 消毒用衛生材料収納容器 白十字株式会社 66 包装容器 大一紙工株式会社

24 密閉容器 明星産商株式会社 67 抗菌性シート状物 日宝化学株式会社

25 密閉容器 明星産商株式会社 68 吸水体 川原田　富朗

26 滅菌シート用ディスペンサー 花王株式会社 69 注液含浸包装体 中村　憲司

27
撮像方法及び撮像装置、撮像対象、
印刷方法

サントリー株式会社 70 薬液剤含浸押圧シート体 明星産商株式会社

28 蓋体の後端で開閉操作をしてなる容器 株式会社ホギメディカル 71 包装体 株式会社資生堂

29 ウエットワイパー ユニ・チャーム株式会社 72 殺菌消毒剤 旭化成ケミカルズ株式会社

30 袋状容器のファスナー閉じ具 白十字株式会社 73 塗布具付き包装体 株式会社カナエ

31 容器入り外皮消毒剤 株式会社長谷川綿行 74
衛生用シートの製造方法及び製造装
置

大口衛材株式会社

32 袋状容器の蓋付き開口保持具 白十字株式会社 75 清拭用液剤 明広商事株式会社

33 液体含浸物を収容した包装体 押尾産業株式会社 76 ウェットワイパー調製取り出し装置 興研株式会社

34 液浸材の包装体 明星産商株式会社 77
使い捨て衛生部材およびその製造方
法

白十字株式会社

35 殺菌消毒綿 ユニチカ株式会社 78
調理器具用衛生シートおよび同シート
よりなる袋

大昭和紙工産業株式会社

36 衛生材料容器 白十字株式会社 79 容器 白十字株式会社

37 消毒綿用容器 有限会社環境プランニング 80
ピロータイプの包装容器における開口
部作製方法およびピロータイプの包装
容器

大一紙工株式会社

38 消毒材料包装体 藤森工業株式会社 81 薬液含浸綿用包装袋 大日本印刷株式会社

39 包装容器 明星産商株式会社 82
対象物表面の消毒方法及びその消毒
方法に用いる消毒薬袋

サラヤ株式会社

40 衛生材料容器 白十字株式会社 83 消毒シートの包装体 明広商事株式会社

41 液剤と薬剤の薬剤反応用具セット 中村　憲司 84 容器 ユニ・チャーム株式会社

42
殺菌性ウェットティッシュ及びその製造
方法

中村　憲司 85
脱脂綿ブロック包装体およびその製造
方法

スズラン株式会社

43
アルコール殺菌材及びアルコール殺
菌剤

三洋化成工業株式会社 以下15点省略

殺菌･消毒シートとその包装体   No.10365

　　　　　　　　　　　　　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　）

[公開編]　　平成11年～平成20年（10年間）　　　　100点
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