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No,8575 公開特許 化粧用脂取り紙の製造方法 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,8381 〃 抗菌性シートの製造加工方法 平.5-9 84点 ￥27,400

No,8368 〃 汗取りパットとその製造方法 平.7-9 59点 ￥19,700
No,7828 〃 〃 平.2-6 74点 ￥19,800

No,6989 〃 〃 昭.60-平.1 82点 ￥23,700
No,8000 〃 ｿﾌﾄ･ﾃｨｯｼｭ･ﾍﾟｰﾊﾟｰの製造加工方法 平.1-7 55点 ￥27,400

No,8226 〃 廃油吸収用シート材の製造加工方法 平.5-8 64点 ￥30,000

No,8135 〃 シート状冷却材の製造方法 平.1-8 78点 ￥24,500
No,8326 〃 不織布ワイパーとその製造方法 平.9 77点 ￥29,600

No,8174 〃 〃 平.8 57点 ￥24,700
No,7957 〃 〃 平.7 55点 ￥26,000

No,7887(B) 〃 〃 平.6 52点 ￥25,200
No,〃 (A) 〃 〃 平.5 46点 ￥19,800

No,8095 〃 ドリップ吸収用シート材の製造加工方法 平.7-8 77点 ￥25,700

No,7861(B) 〃 〃 平.4-6 70点 ￥23,700
No,〃 (A) 〃 〃 平.1-3 75点 ￥21,300

No,8369(B) 〃 脱臭用シートの製造加工方法 平.7-9 74点 ￥24,200
No,〃 (A) 〃 〃 平.4-6 70点 ￥21,800
No,7402 〃 〃 昭.63-平.3 109点 ￥25,400
No,8275 〃 化粧綿・脱脂綿とその製法 平.4-8 68点 ￥19,700

No,8269(A) 〃 ペーパー・タオルの製造加工方法 平.5-8 71点 ￥30,000

*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、全文公報版は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。］
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36
脂取り紙の製造装置と方法及び脂取
り紙

小林　容子

1 脂取り紙およびその製造法 高岡商事株式会社 37 脂取り紙およびその製法 宇部興産株式会社

2 肌当て紙及びその製造方法 箔山産業株式会社 38
皮膚の脂取り・汚れ取り用抗菌・消
臭・吸着性紙製品

株式会社大和生物研究所

3 あぶらとり紙 橋口　修 39
ペーパーメークキット及びそのホル
ダー

株式会社資生堂

4 打紙の製造方法 箔山産業株式会社 40 あぶらとり紙及びその製造方法 三木特種製紙株式会社

5 脂取り紙およびその製造法 高岡商事株式会社 41 化粧用脂取紙の製造方法 合資会社五十川製紙工場

6 シート収納ケース
有限会社よーじやデェベ
ロップ．．． 42 美容用具 中村　憲司

7 皮脂吸収シート 株式会社資生堂 43 あぶらとり紙の製造方法 株式会社　彩響舎

8 化粧紙 尾池工業株式会社 44 携帯用紙片ケース 服部物産株式会社

9
吸液制御した化粧用あぶら取り紙及
びその製造方法

大福製紙株式会社

10
化粧用あぶら取り紙及びその製造方
法

大福製紙株式会社 45 化粧用シ―ト 中村　憲司

11 化粧料 箔山産業株式会社 46 携帯ケ―ス入り脂取り紙 吉井　順子

12
化粧用あぶら取り紙及びその製造方
法

大福製紙株式会社 47 あぶらとりシ―ト 株式会社ニチエイ

13 紙収納容器 鐘紡株式会社 48 脂取り紙収納容器 株式会社タイキ

14 ケース 宇野紙株式会社 49 収納容器 株式会社ニューステージ

15
化粧用パフ及びその製造方法、並び
に化粧用パフの．．．

株式会社　彩響舎 50 油取り紙収容ケース 株式会社ダイデン

16 あぶら取り紙用パフ 松本　陽子

17 化粧用脂取りシート
ミネソタ　マイニング
アンド　．．． 51

ナプキン及びナプキンの製造方法、
並びにナプキンの．．．

株式会社　彩響舎

18 あぶらとり紙 石原　芳子 52 収納容器 鐘紡株式会社

19
香り付き脂取りシート及び紙おしろ
いシート

明星産商株式会社 53 繊維ウェブ製品及びその製造方法 河野製紙株式会社

20
あぶらとり紙、このあぶらとり紙の
素材を用いた化粧用パフ及び．．．

株式会社　彩響舎 54 床ずれ治療用ガーゼ 清水　俊作

21 化粧用脂取り紙 株式会社資生堂 55 ポップアップ式製品の製造方法 株式会社　彩響舎

22 微細なシワを有する化粧用脂取り紙 三島製紙株式会社 56 油取り紙の収納箱
株式会社ラッキーコーポ
レーション

23 化粧用油取りシート 東レ株式会社 57
油とり紙収納部を有するコンパクト
ケース

株式会社コナ

24
高吸油化粧用脂取り紙及びその製造
方法

大福製紙株式会社 58 化粧紙とその製造方法 株式会社大木工藝

25 化粧紙 松本　陽子 59 脂取りフィルム
コスメテックスローラン
ド株式会社

26 油取り紙及び油取り紙の製造方法
株式会社クラウン・パッ
ケージ 60 ロールシートケース 株式会社ニチエイ

61
油とり紙収納部を有するコンパクト
ケース

株式会社コナ

27 あぶら取り紙用具 株式会社オーバル 62 化粧用脂取り紙 三島製紙株式会社

28
帽子の汗取り脂取りを目的とした
シート

増成織ネ－ム株式会社 63 化粧用脂取り紙 三島製紙株式会社

29 脂取り化粧紙容器 長瀬　次郎 64 カルサミン含有のシ－ト状化粧品 中村　憲司

30 化粧用紙付き名刺 有限会社太田印刷 65 収納ケース 株式会社資生堂

31
ロ―ル状あぶらとり紙の取出しパッ
ケ―ジ

有限会社フォア 66 脂取り紙およびその製造方法 高岡商事株式会社

32 メッセ―ジカ―ド付化粧用脂とり紙 向出　裕子 67 あぶらとり紙用ケース 株式会社資生堂

68 あぶらとり紙用ケース 株式会社資生堂

33
カット方式ロール状あぶらとり化粧
紙及び立体型化粧紙ケース

有限会社シファーズ 69 脂取り紙およびその製造方法 有限会社國枝商店

34 化粧用携帯具 エーザイ株式会社 70 化粧用脂取りシート 花王株式会社

35
油とり紙収納部を有するコンパクト
ケース

株式会社コナ 以下５点省略

日　本　特　許　公　開　　　平成１２年

登　録　実　用　新　案　　　平成１２年

日　本　特　許　公　開　　　平成１３年

登　録　実　用　新　案　　　平成１１年

化粧用脂取り紙の製造方法　　　No.9296

[公開編]　　平成１１年～平成１３年（３年間）　　　７５点

CD-ROM版　　　￥18,700    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥18,700

日　本　特　許　公　開　　　平成１１年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥28,000　）


