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1
脱臭フィルター及びそれを用いた脱臭
器並びに脱臭フィルターの製造方法

松下電器産業株式会社 1 光触媒脱臭シート及びフィルター 三菱製紙株式会社

2 消臭シート
エムエイシイサンコー株式
会社

2 空気清浄化フィルター 三菱製紙株式会社

3
消臭剤、及び該消臭剤を用いた消臭
カラムのモジュール

有限会社エコロジカ 3
脱臭及び有害物質除去用シート、及び
その製造方法、脱臭及び有害物質除
去用シートを用いた．．．

株式会社シーエスエス

4
消臭性ポリマーフィルム及びシート状
消臭材

ミネソタ　マイニング　アンド
マニュファクチャリング　カン
パニー

4 消臭シート及び体液吸収物品 株式会社資生堂

5
消臭抗菌性シートおよびその製造方法
並びにそれを用いた置物

日東電工株式会社 5 脱臭抗菌シート 三菱製紙株式会社

6 脱臭機能付き寝具 日立化成工業株式会社 6 脱臭シートおよび記録性脱臭シート 三菱製紙株式会社

7 消臭器具 ユニ・チャーム株式会社 7 耐水性光触媒コルゲートフィルター 三菱製紙株式会社

8 面状消臭体およびその製造方法 旭化成工業株式会社 8 空気浄化方法 三菱製紙株式会社

9 消臭性シート 株式会社クラレ 9 脱臭抗菌性靴中敷き 三菱製紙株式会社

10 脱臭抗菌シート 三菱製紙株式会社 10 除塵フィルター 三菱製紙株式会社

11
防水性脱臭，床ずれ防止シ－ツ及び
その製造方法

北上製紙株式会社 11 空気清浄化フィルター 三菱製紙株式会社

12 空気清浄機のフィルター部材 三菱電機株式会社 12 繊維基材 三菱製紙株式会社

13 脱臭機能付屏風 日立化成工業株式会社 13 消臭シート 有限会社エスアンドアイ

14
消臭及び／又は消音パッドとその使用
方法

関　一 14 悪臭ガス除去用シート状物 ユニチカ株式会社

15 脱臭機能付自動車用遮光パネル 日立化成工業株式会社 15 脱臭剤及び脱臭シート 三菱製紙株式会社

16
活性炭及びその複合吸着材の再生方
法

クラレケミカル株式会社 16 防臭及び日除け用光触媒シ－ト 日東電工株式会社

17 吸着性シート及びその製造方法 ハイシート工業株式会社 17 脱臭シート 株式会社豊田中央研究所

18 消臭性乾燥剤 株式会社クラレ 18 光触媒空気清浄化フィルター 三菱製紙株式会社

19 吸着分解性光反射シート 三菱製紙株式会社 19 臭気吸着機能付寝具用シート 佐藤　俊之

20 光反応性有害物除去材 三菱製紙株式会社 20 光触媒活性炭シート 住友化学工業株式会社

21 吸着性光触媒シート 三菱製紙株式会社 21 脱臭製品形成用パルプシート 佐藤　正子

22 光触媒シート 三菱製紙株式会社 22
機能性紙シート及びこれを用いた機能
性紙製品

角南　定克

23 流し台キャビネット用脱臭装置 日立化成工業株式会社 23
微粒子担持シート、微粒子担持シート
の製造方法、微粒子担持シート製造装
置及びハニカム構造体

ダイキン工業株式会社

24 脱臭機能付きプリーツカーテン 日立化成工業株式会社 24 冷蔵庫用脱臭具 佐藤　俊之

25 脱臭装置 共立電器産業株式会社 25 有害ガスのシート状捕捉吸着体 株式会社竹中工務店

26 塩基性悪臭ガス吸着剤入りシート材
ユーシーシー上島珈琲株
式会社

26 難燃消臭シート体とその製造方法 セーレン株式会社

27 空気の処理方法 有限会社アイ・ビー・イー 27 空気清浄化フィルター 三菱製紙株式会社

28 備長炭シート 株式会社増田屋 28 除電シート 有限会社八千代商事

29 備長炭シート 株式会社増田屋 29 備長炭シート入り補聴器ケース 阿久澤　貴志

30
シートおよびシートを用いたガス吸着
方法

アイシン精機株式会社 30
ガス吸着用シートおよび空気浄化用
フィルタ

東洋紡績株式会社

31
環境浄化機能付き表装用シート及び
建材ボード

日立化成工業株式会社 31 消臭シート 花王株式会社

32
消臭性組成物、消臭シートおよび消臭
方法

ミネソタ　マイニング　アンド
マニュファクチャリング　カン
パニー

32 空気清浄フィルター 三菱製紙株式会社

33 竹炭入りシートの製造方法 竹炭サークル株式会社 33 内装用吸着基材 株式会社ツボイ

34 医療用脱臭被覆材 ユニチカ株式会社 34
内装用シート及びこれを施した医療処
置室

株式会社エヌ・エム・ジー

35
竹粉末含有シート材及び該竹粉末含
有シート材を収納する収納体

ダイシンフレーム株式会社 35 使い捨て脱臭吸水具 石原　秀夫

36
脱臭性のある加工板状体またはシート
の製造方法

菊池　正気 36 消臭器具および消臭シート 株式会社サンエイテクノ

37
消臭マイクロホンカバー及び消臭シー
ト

宮田　晃 37 濾材 東洋紡績株式会社

38 芳香・消臭シート 株式会社アクター 38 人体貼付用脱臭シート体 ヒラマツ商事株式会社
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