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No,8992 公開特許 ペット用シーツの製造加工方法 平.5-11 86点 ￥29,700
No,8994 〃 ペット用トイレとその製造方法 平.5-11 78点 ￥27,000
No,9365 〃 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,9364 〃 抗菌性ワイパーの製造加工方法 平.5-13 77点 ￥19,200
No,9342(A) 〃 使い捨てマスクとその製造方法 平.10-13 92点 ￥21,400
No, 〃 (B) 〃 花粉症用マスクとその製造方法 〃 64点 ￥16,200
No,9323 〃 調理シートとその製造方法 平.5-13 83点 ￥20,700
No,9322 〃 使い捨て補助パッドと取付方法 平.9-13 75点 ￥18,500
No,9321 〃 母乳洩れ吸収パットの製法 平.10-13 72点 ￥18,500
No,9296 〃 化粧用脂取り紙の製造方法 平.11-13 75点 ￥18,700
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,9169 〃 使い捨て便座カバーとその製法 平.10-12 63点 ￥19,700
No,9168 〃 使い捨てスリッパとその製造方法 平.5-12 84点 ￥24,700
No,9167 〃 使い捨てトイレ用マット 平.7-12 68点 ￥21,700
No,9166 〃 ドリップ吸収用シート材の製造加工方法 平.11-12 73点 ￥24,300
No,9165 〃 汗取りパットとその製造方法 平.10-12 61点 ￥19,800
No,9164(B) 〃 衛生用品の包装方法と包装体 平.9-12 85点 ￥29,000
No, 〃 (A) 〃 〃 平.5-8 62点 ￥21,000
No,9152 〃 高吸水性シート材の製造加工方法 平.10-12 62点 ￥23,400
No,8960 〃 紙ウェブ折畳み装置の構造 平.5-11 60点 ￥27,400
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1 消臭シート
有限会社ヒューマンイン
ターフェイス

42 排尿処理成形物 花王株式会社

2 吸収性物品 王子製紙株式会社 43 動物用臭気吸着シート 佐藤　俊之

3 ペット用トイレの下敷マット ユニ・ハートス株式会社 44
固定手段を備えたペット用吸収性シー
ツ

株式会社クレシア

4 動物用の防虫性シ―ツ 株式会社大貴 45 消臭シート 花王株式会社

5 衛生シーツ及びその製造方法 株式会社大貴 46 ペットシート ユニ・ハートス株式会社

6 衛生シーツ及びその製造方法 株式会社大貴 47
光触媒パルプ積層シート及び光触媒
パルプ積層シートの製造方法

アイン・エンジニアリング株
式会社

7 消臭シート及びその製造方法 三菱製紙株式会社 48 不織布及びその製法 株式会社大貴

8 吸収性物品 王子製紙株式会社 49 通気性及び吸水性を有する防水シート 株式会社東シール

9 吸水性消臭シ―ト 花王株式会社 50 ペットシート ユニ・ハートス株式会社

10
衛生用紙及びそれを使用する衛生
シーツ並びにそれらの製造方法

株式会社大貴 51 衛生シーツ 株式会社大貴

11
衛生用紙及びそれを使用する衛生
シーツ並びにそれらの製造方法

株式会社大貴 52 衛生用紙 株式会社大貴

12
吸収体及び該吸収体を使用するシ―
ツ

株式会社大貴 53
薄型吸収性シーツ及び該シーツの製
造方法

株式会社クレシア

13
使い捨て製品の吸収用積層体および
その製造方法

トーヨー衛材株式会社 54 ペットシート ユニ・ハートス株式会社

14 粘着テープ付きペットシーツ 佐藤　浩司 55 ペットシート ユニ・ハートス株式会社

15 衛生用品 三井化学株式会社 56
ペット用トイレ及びそれに用いられる
シーツ

株式会社サービスネット近
畿

16 吸水性積層シート 出光石油化学株式会社 57 汚液処理システム 花王株式会社

17
ペットの排泄物収集シート及びそれが
設けられた排泄物処理マット

ユニ・ハートス株式会社 58
ペット用排泄物処理具およびその製造
方法

ブイテック株式会社

18
吸収体及び該吸収体を使用するシー
ツ

株式会社大貴 59 液体吸収シートおよびその製造方法 株式会社アイディーティー

19 ペット用シートカバー
有限会社クレージー・ウエ
ア・ジャパン

60 消臭シート 花王株式会社

20 積層シート及び吸収性物品 花王株式会社 61 ペット用排泄物処理材 花王株式会社

21 動物用床敷材料 セアック吉富株式会社 62 衛生用紙 株式会社大貴

22 吸収性物品 花王株式会社 63 消臭シート ユニ・ハートス株式会社

23 吸収性物品 花王株式会社 64 ペット用トイレ 花王株式会社

24
アンモニア吸着用シート状物及び繊維
製品

三菱製紙株式会社 65 衛生用紙及び吸収体の製法 株式会社大貴

25 吸収性物品 株式会社瑞光 66 衛生用紙及び吸収体の製法 株式会社大貴

26 排泄物吸収シートおよびその製造方法 ユニ・ハートス株式会社 67 吸水性消臭シート 花王株式会社

27 吸収性物品 花王株式会社 68 衛生シーツ及びその製法 株式会社大貴

28 吸収性物品 花王株式会社 69 不織布及び該不織布の製造方法 株式会社大貴

29 吸収性物品 花王株式会社 70 不織布及び該不織布の製造方法 株式会社大貴

30 吸収性物品 王子製紙株式会社 71
ペット用吸水シート、その製造設備およ
びその製造方法

東亜機工株式会社

31 吸収性物品 花王株式会社 72 ペット用シーツ 本郷　勉

32 吸収性物品 花王株式会社 73
吸収性物品、吸収性物品用吸収体及
びその製造方法

ユニ・チャーム株式会社

33 吸収性物品 王子製紙株式会社 74
ペット用吸水シート、その製造設備およ
びその製造方法

東亜機工株式会社

34 動物排泄物処理用材 フジライト工業株式会社 75 体液吸収性物品 ユニ・チャーム株式会社

35 ペットシート廃棄処分装置 谷口　日出夫 76
ペット用トイレ敷料、その製造装置及び
製造方法

松下電工株式会社

36
吸収体及び該吸収体を使用するシー
ツ

株式会社大貴 77
吸収体、シーツ及び包装材料並びに
それらの製造方法

株式会社大貴

37 吸収性物品 花王株式会社 78
ペット用排泄物処理材およびペット用
脱臭シート

アイリスオーヤマ株式会社

38 ペットシート 谷口　日出夫 79 衛生用紙 株式会社大貴

39
吸収体及び該吸収体を使用するシー
ツ

株式会社大貴 80 衛生用紙 株式会社大貴

40 ペット用排泄物処理具 株式会社ペティトラスト 81 いたずら防止付ペットトレイ 澤野　弓子

41 愛玩動物用排泄しつけ器具 大竹　信ひろ 以下１点省略

ペット用シーツの製造加工方法 　　　No.9472
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