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香り付きトイレットペーパーの製造方法
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［公開編］平成４年～平成１３年（１０年間） ６０点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１５，５００－
◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１５，５００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２３，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,7823 公開特許 無芯トイレット・ペーパーの製法と装置 昭.62-平.6 78点 ￥33,300
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
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,9405 〃 ソフト・ティッシュ・ペーパーの製造方法 平.8-13 61点 ￥23,700
No,8000 〃 〃 平.1-7 55点 ￥27,400
No,9404 〃 水解性ティッシュ・ペーパーの製造方法 平.4-13 80点 ￥19,800
No,9355 〃 水解性おむつライナーの製造加工方法 平.5-13 78点 ￥19,500
No,8960 〃 紙ウェブ折畳み装置の構造 平.5-11 60点 ￥27,400
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,8269(A) 〃 ペーパー・タオルの製造加工方法 平.5-8 71点 ￥30,000
No, 〃 (B) 〃 ペーパー・タオル・ディスペンサー 〃 66点 ￥27,500
No,9161(A) 〃 ペーパー・タオルの製造加工方法 平.9-12 79点 ￥30,000
No, 〃 (B) 〃 ペーパー・タオル・ディスペンサー 〃 55点 ￥25,000
No,7912 〃 ティッシュ・ペーパーの折り畳み方法と装置 昭.60-平.6 59点 ￥27,800
No,7920 〃 再製紙の製造加工方法 平.3-6 52点 ￥29,600
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,9364 〃 抗菌性ワイパーの製造加工方法 平.5-13 77点 ￥19,200
No,8992 〃 ペット用シーツの製造加工方法 平.5-11 86点 ￥29,700
No,8697 〃 水解性シートの製造方法 平.5-10 73点 ￥29,700
No,7911 公告特許 トイレットペーパーの巻取方法と装置 昭.60-平.6 64点 ￥46,300
*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・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 ティッシュペーパーの賦香方法 高砂香料工業株式会社 37 ちり紙 曽　春榮

2 便座用ティッシュペーパー 小林製薬株式会社 38 拭取り紙用処理剤組成物
東レ・ダウコーニング・シリ
コーン株式会社

3
枚葉状シートからなる連接取出し用
シート

福崎　英機 39 ティッシュペーパーケース 大友　勘一

4 機能性衛生用紙
タマ生化学株式会社;飯田
工業薬品株式会社;やよひ
製紙株式会社

40 詰め替え式ティッシュペーパー用箱
株式会社カラーズオンコポ
レ

5 空気清新・清浄化製品の製造方法
アデライド　ゴンザレス　エ
ルナンデス

41 清拭用具液袋 明星産商株式会社

6
管状体、特に芯部材としての管状体と
芯部材を有するロール

ハイゴーフオーム・アクシエ
セルスカプ

42
香料入りロール式トイレットペーパー用
紙管とトイレットペーパー包装体

株式会社クレシア

7
香り付ロール式トイレットペーパー用付
箋紙

春日　浩美 43 水解性ティッシュ ユニ・チャーム株式会社

8 拭き布の製造方法 新王子製紙株式会社 44
エモリエントおよびポリオールポリエス
テルを含有するローション付与ティッ
シュペーパー

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

9 水解性紙 ニチリン化学工業株式会社 45 トイレットペ―パ― 嵯峨　斉

10
波形衛生用ロール紙及びその製造方
法

落合　茂 46 香り付きトイレットペーパー 株式会社クレシア

11 パルプ複合シート 新王子製紙株式会社 47 殺菌消毒紙と噴霧器 田中　友爾

12 介護用箱入りティッシュペーパー 重成　記三代 48 拭き取り紙用水系処理剤
東レ・ダウコーニング・シリ
コーン株式会社

13 香り付きロール式トイレットペーパー 水口　克 49
トイレットペーパーおよびその製造方
法

宇山　静雄

14
香料入りロール式トイレットペーパ用芯
材及びその製造方法

十條キンバリー株式会社 50
拭き取り紙用水系処理剤および拭き取
り紙の処理方法

東レ・ダウコーニング・シリ
コーン株式会社

15 ティッシュ 株式会社伏見製薬所 51
複数のウェットワイプのための折り重ね
及び積み重ね構造

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

16
柔軟性を有する繊維ウェブおよびその
製造方法

大王製紙株式会社 52
複数のウェットワイプのための折り重ね
及び積み重ね構造

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

17 ウエットティッシュ供給キット
株式会社フクヨー;ピジョン
株式会社

53 詰替用包装ウェットティッシュペ―パ― 株式会社フクヨー

18 ウエットティッシュ用容器
株式会社フクヨー;ピジョン
株式会社

54 ティッシュボックス 株式会社イワハシ

19 ロール式トイレットペーパー 新王子製紙株式会社 55 包装体 花王株式会社

20 衛生トイレットペーパー 鈴木　直己 56 包装体 株式会社フジシール

21 ペーパーロールの巻芯 川之江造機株式会社 57 弱粘着部を有するトイレットペーパー 株式会社ベルベ

22 ハンドケアタオル 有限会社アスビイ 58 薄葉紙ならびにその製法 株式会社クレシア

23
物品及び表面を清掃するための湿潤
吸着材料

イッサム・リサーチ・ディベロ
プメント・カンパニー・オブ・
ザ・ヘブロー．．．

59
芯無しシートロール、その製造方法お
よび製造装置

大宮製紙株式会社;大王製
紙株式会社

24
化学的製紙用添加剤を薄膜から薄葉
紙に適用する方法

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

60 トイレットペーパーロール 丸富製紙株式会社

25 糞尿吸収シート 豊田化工株式会社

26 繊維ウェッブ
鐘紡株式会社;河野製紙株
式会社

27
保湿性を有する水解紙及びその製造
方法

河野製紙株式会社

28 水崩壊性シート 東洋インキ製造株式会社

29 ティッシュペーパー ユニチカ株式会社

30
手拭き用原反及び該原反を使用した
手拭き製品

大富士製紙株式会社

31 使い捨て紙おしぼり 特種製紙株式会社

32 紙おしぼり 特種製紙株式会社

33 ウエットワイプスの製造方法 ユニ・チャーム株式会社

34 ウエットワイプスの製造方法 ユニ・チャーム株式会社

35 水解性不織布およびその製造方法 王子製紙株式会社

36 薬物添加ティッシュペーパー製品
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー 以上６０点収録

香り付きトイレットペーパーの製造方法 　　　No.9427

[公開編]　　平成４年～平成１３年（１０年間）　　　６０点

CD-ROM版　　　￥15,500    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥15,500

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥23,000　）


