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＊お求め安い価格で新登場！

水解性おむつライナーの製造加工方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成５年～平成１３年（９年間） ７８点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１９，５００－
◎全文紙収録 全文公報版 ￥１９，５００－
（ CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥２９，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9261 公開特許 ぬれティッシュ・ペーパーとその包装体 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
No,7824 〃 〃 平.6 68点 ￥23,200
No,7642 〃 〃 平.4-5 94点 ￥28,800
No,8386 〃 使い捨て便座カバーとその製法 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,8364 〃 母乳洩れ吸収パットの製法 平.6-9 51点 ￥19,700
No,8247 〃 使い捨てシーツとその製造方法 平.5-8 64点 ￥24,600
No,7832 〃 使い捨てトイレ用マット 昭.60-平.6 80点 ￥20,500
No,7863 〃 使い捨てよだれかけとその製法 昭.63-平.6 77点 ￥20,800
No,7864 〃 使い捨てエプロンとその製法 昭.63-平.6 71点 ￥19,800
No,8172 〃 使い捨て靴用中敷 平.4-8 70点 ￥19,700
No,8575 〃 化粧用脂取り紙の製造方法 平.5-10 72点 ￥28,400
No,8697 〃 水解性シートの製造方法 平.5-10 73点 ￥29,700
No,8760 〃 トイレット・ペーパー・ロールの製造方法 平.5-10 80点 ￥29,700
*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。］

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・全文公報版・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・消費税がかかります。



32 体液吸収性物品 株式会社資生堂

1 一回用吸収製品 株式会社ラッキー 33 吸収性部材の製造方法 新王子製紙株式会社

2 吸液シート エステー化学株式会社

3 複合流体吸収材構造物およびその製
造法

ジヨンソン・アンド・ジヨンソ
ン・インコーポレーテツド 34 吸水性パッド 富堡工業股分有限公司

4 水解性パンティライナ－ 株式会社カナエ 35 ウンチ専用シート 大塚　信子

5 女性用おりものシート 西谷　由紀子 36 水解紙及びそれにより構成された汚物
処理袋

中村　憲司

37 使い捨て吸液ライナー 旭化成工業株式会社

6 体液吸収用当て材 小林製薬株式会社 38 補助パッド トーヨー衛材株式会社

7 汚物処理袋 アイセロ化学株式会社 39 低延伸性バリヤを有する延伸性吸収
性製品

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

8 水崩壊性剥離性ライナー 東洋インキ製造株式会社

9 体液吸収性物品 ユニ・チャーム株式会社 40 使い捨てウンチ用シート 島崎　道子

10 女性用尿失禁パッド 小林製薬株式会社 41 水解紙およびそれによる汚物処理紙 中村　憲司

11 吸収シート 第一衛材株式会社 42 吸水材用表面材及びそれを用いた体
液吸収材

小林製薬株式会社

12 小洩れ日のためのパンツとパツド 松久　愿郎 43 センサー付きおしめ並びにセンサー付
きおしめライナー

株式会社エー・シー・ピー

44 水解性不織布およびその製造方法 王子製紙株式会社

13 おむつライナー収納繰出装置 丸三産業株式会社 45 吸液処理材 大三株式会社

46 吸収製品用シールド
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

14 体液吸収用当て材 小林製薬株式会社 47 幼児トイレ訓練用湿潤ライナー
キンバリー　クラーク　ワー
ルドワイド　．．．

15 体液吸収用当て材 小林製薬株式会社 48 吸収性衛生物品
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

16 体液吸収用当て材 小林製薬株式会社

17 不織布パンティライナーおよびそれを
製造するための方法と装置

ジョンソン・アンド・ジョンソ
ン・インコーポレイテッド 49 水解性不織布 王子製紙株式会社

18 パンティライナーおよびその製造装置 東亜機工株式会社 50 排泄物パッド オオタ衛材株式会社

19 被着用品 上谷　昇一 51 使い捨ての体液吸収性着用物品 ユニ・チャーム株式会社

20 水溶性シート素地およびそれを用いた
医療衛生用品，寝装用品

株式会社パスカル 52 水解性不織布およびその製造方法 王子製紙株式会社

21 体液吸収性物品 株式会社資生堂 53 水解性不織布 王子製紙株式会社

22 衛生材用不織布 株式会社クラレ 54 吸水性シート及びその製造方法 特種製紙株式会社

55 抗菌シート及び衛生用品 小林製薬株式会社

23 失禁パッド 株式会社ウエルファン 56 吸収体
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

57 吸収パンツ、おむつ、失禁保護体、生
理用ナプキン、．．．

エスシーエー　メールンリ
ユーケ　アーベー

24 フラッフ化セルロース系繊維の製造方
法

新王子製紙株式会社

25 セルロース系繊維の製造方法及び吸
収性構造物

新王子製紙株式会社 58 尿吸収シート及び失禁対策パンツ 有限会社一善

26 セルロース系繊維の製造方法及び吸
収性構造物

新王子製紙株式会社 59 汚物処理用シートおよび使捨おむつ 紺屋　博行

27 体液吸収用当て材 小林製薬株式会社 60 体液処理用吸収性物品 ユニ・チャーム株式会社

28 体液吸収用当て材 小林製薬株式会社 61 失禁ライナー 株式会社フクヨー

29 サニタリー製品製造装置 東亜機工株式会社 62 水解性おむつライナー 明星産商株式会社

30 体液吸収用当て材 小林製薬株式会社

31 液体吸収シート 協和醗酵工業株式会社 以下１６点省略

日　本　特　許　公　開　　　平成７年

登　録　実　用　新　案　　　平成７年

日　本　特　許　公　開　　　平成８年

登　録　実　用　新　案　　　平成８年

日　本　特　許　公　開　　　平成９年

登　録　実　用　新　案　　　平成９年

日　本　特　許　公　開　　　平成１０年

日　本　特　許　公　開　　　平成１１年

日　本　特　許　公　開　　　平成１２年

実　用　新　案　公　開　　　平成５年

日　本　特　許　公　開　　　平成６年

実　用　新　案　公　開　　　平成６年

登　録　実　用　新　案　　　平成６年

水解性おむつライナーの製造加工方法　　　No.9365

[公開編]　　平成５年～平成１３年（９年間）　　　７８点

CD-ROM版　　　￥19,500    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥19,500

日　本　特　許　公　開　　　平成５年
（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥29,000　）


