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◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２５，０００－(抄録版付)
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既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,8990 公開特許 液だれ防止容器とキャップ構造 平.9-11 63点 ￥23,400
No,8158 〃 〃 平.6-8 73点 ￥23,500
No,7656 〃 〃 平.3-5 88点 ￥20,700
No,8944 〃 液体定量排出容器の構造 平.9-11 68点 ￥25,700
No,8945 〃 粉体定量排出容器の構造 平.9-11 61点 ￥23,400
No,8917 〃 チャイルド・プルーフ容器の構造 平.8-11 54点 ￥25,700
No,8066 〃 〃 昭.61-平.7 57点 ￥29,500
No,8928(C) 〃 ピルファー・プルーフ・キャップの構造 平.10-11 66点 ￥22,400
No, 〃 (B) 〃 〃 平.8-9 74点 ￥25,300
No, 〃 (A) 〃 〃 平.6-7 58点 ￥19,700
No,9287(A) 登録・公開 天然香辛料の処理加工方法 平.12-13 83点 ￥19,600
No,8827(A) 〃 〃 平.10-11 85点 ￥29,700
No,8338(A) 〃 〃 平.8-9 69点 ￥25,700
No,7996(A) 公告・公開 〃 平.6-7 65点 ￥24,300
No,7640(A) 〃 〃 平.4-5 65点 ￥24,300
No,7326(A) 〃 〃 平.2-3 57点 ￥21,700
No,8132(A) 公開特許 ワサビの栽培方法と装置 平.1-8 54点 ￥19,800
No, 〃 (B) 〃 ワサビの加工方法と製品 〃 54点 ￥19,800
No,9324 〃 食品用日持ち向上剤の組成 平.10-13 66点 ￥16,500
No,9325 〃 食品用抗菌剤の組成 平.10-13 70点 ￥17,500
No,9326 〃 食品用天然酸化防止剤の組成 平.10-13 70点 ￥17,500
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1 押圧式注出容器 凸版印刷株式会社 39 多層チューブ容器 呉羽化学工業株式会社

2
チューブ容器の肩部、頸部被覆部品
及びその製造方法

大和製罐株式会社 40 チューブ容器用キャップ ライオン株式会社

3
開封後の保存可能な容器入り汎用カ
レーペースト

大垣　憲治 41 中栓付き容器 呉羽化学工業株式会社

4 絞り出し容器 ヤマトエスロン株式会社 42 チューブ状容器 佐古　雅美

5 わさびの収納容器 西口　賢一 43 チューブ絞り器 光用　千潮

6
弾性開閉膜を一体化した容器のキャッ
プ

山田　奈美 44 袋状容器からの内容物押出し器 原　すみれ

7 絞り具 森　有 45 キャップ付き容器 大日本印刷株式会社

8
チューブ容器からのペースト状物質絞
出し装置

株式会社メック 46 押出し容器用異形注出口栓 凸版印刷株式会社

9 倒立形のチュ－ブ容器 株式会社吉野工業所 47
包装用材料およびそれを使用した押し
出しチュ－ブ

大日本印刷株式会社

10 チューブ容器及びその製造方法 大日本印刷株式会社 48 倒立容器 凸版印刷株式会社

11 キャップ開閉装置 ヱスビー食品株式会社 49
包装材料およびそれを用いたチューブ
容器

東洋紡績株式会社

12 キャップ開閉装置 ヱスビー食品株式会社 50 ラミネ－トチュ－ブ容器 大日本印刷株式会社

13 香辛料、調味料等の密封容器
ジャパンポーレックス株式会
社

51
包装用材料およびそれを使用した押し
出しラミネ－トチュ－ブ

大日本印刷株式会社

14 キャップ開閉装置 エスビー食品株式会社 52 粘性物押出容器 凸版印刷株式会社

15
開栓開封後に鮮度保持機能を持つ複
合容器とその製法

伊藤　圭介 53 倒立容器 凸版印刷株式会社

16 チューブ容器 釜屋化学工業株式会社 54 液体注出栓 株式会社トーヨー工芸工業

17 押し出し容器 久保　弘 55 調味料用容器及び容器入り調味料 ハウス食品株式会社

18 限定量取り出し用容器 藤原　明 56
積層材、およびそれを使用したラミネ
－トチュ－ブ容器

大日本印刷株式会社

19 キャップ 三笠産業株式会社 57 チューブの逆流防止具 増田　勝利

20 粉粒体収納容器 ヱスビー食品株式会社 58
ラミネ－トチュ－ブ容器形成用積層
材、およびそれを使用したラミネ－ト
チュ－ブ容器

大日本印刷株式会社

21 調味料容器 福田　玉江 59 ラミネ－トチュ－ブ容器 大日本印刷株式会社

22 チューブの絞り出し装置 藤井　敏夫 60 ラミネ－トチュ－ブ容器 大日本印刷株式会社

23 食品の蛇腹状収容容器 松田　正善 61 食品のチューブ容器 山忠わさび株式会社

24 チューブ容器 大日本印刷株式会社 62 チューブ容器のしごき具 株式会社マーナ

25 絞り出しチューブ状容器 ヤマトエスロン株式会社 63 ペースト状物の容器 山忠わさび株式会社

26 チューブ容器胴部用積層シート 大日本印刷株式会社 64
ラミネ－トチュ－ブ容器形成用積層材
およびそれを使用したラミネ－トチュ－
ブ容器

大日本印刷株式会社

27 容器の口部構造 凸版印刷株式会社 65
ラミネ－トチュ－ブ容器形成用積層材
およびそれを使用したラミネ－トチュ－
ブ容器

大日本印刷株式会社

28 二重容器 松村　訓司 66 袋用取付キャップ装置 ヱスビー食品株式会社

29 押出し容器用異形注出口栓 凸版印刷株式会社 67
ラミネ－トチュ－ブ容器形成用積層材
およびそれを使用したラミネ－トチュ－
ブ容器

大日本印刷株式会社

30 わさび包装体 株式会社丸促 68 ラミネ－トチュ－ブ容器 大日本印刷株式会社

31 容器口栓構造 ハウス食品株式会社 69
チューブ状容器の内容物押し出し具
及び押し出し具付きチューブ状容器

稲葉　又夫

32
プラスチック容器および吐出ガン用
カートリッジ組立体

株式会社細川洋行 70 封緘膜付き容器 株式会社ハタ

33 容器口栓構造 ハウス食品株式会社 71 注出具 呉羽化学工業株式会社

34 容器口栓構造 ハウス食品株式会社 72 わさび包装体 株式会社丸促

35 冷蔵庫用チューブ入れ 藤崎　トシ子 73 チュ―ブ 蓮沼　　正紀

36 押し出しチューブ用積層材 大日本印刷株式会社 74 注出口 大日本印刷株式会社

37
絞りだし機構の付いた流動物収容容
器

原　すみれ 75 わさびの包装袋 三和食品株式会社

38 多層チューブ容器 呉羽化学工業株式会社 76
クリックストップ機構を有する容器の
キャップ装置

ヱスビー食品株式会社

以下２９点省略
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