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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
*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。
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1 振り出し容器 大日本印刷株式会社 44 粉末等の容器のキャップ 岩崎　満男

2 振出し容器用キャップ 凸版印刷株式会社 45 容器用キャップ 株式会社ニフコ

3 振出しキャップ 東洋製罐株式会社 46 定量振出し容器 株式会社吉野工業所

4 キャップ開閉装置 ヱスビー食品株式会社 47 ヒンジキャップ 大日本印刷株式会社

5 キャップ開閉装置 ヱスビー食品株式会社 48 小出し手段付き食品容器
ダート　インダストリーズ　イ
ンコーポレイテッド

6 キャップ開閉装置 エスビー食品株式会社 49 薬味用振出し器
ダート　インダストリーズ　イ
ンコーポレイテッド

7 キャップ 三笠産業株式会社 50 定量振出し機構付き粉末容器 株式会社吉野工業所

8 キャップ 三笠産業株式会社 51 ミル付きキャップ 東洋ガラス株式会社

9 キャップ 三笠産業株式会社 52
可変計量振出キャップおよび可変計
量振出容器

大日本印刷株式会社

10 キャップ 三笠産業株式会社 53
可変計量振出キャップおよび可変計
量振出容器

大日本印刷株式会社

11 開閉蓋材
リチャード　チャールズ
ジョージ　ダーク

54 ヒンジキャップ 大日本印刷株式会社

12 振出キャップ 株式会社吉野工業所 55 キャップ 株式会社ニフコ

13 振出キャップ 株式会社吉野工業所 56 キャップ 株式会社ニフコ

14 キャップ 株式会社ジーシー 57 振出容器用キャップ 日本アイピー株式会社

15 薬味容器用キャップ 株式会社ラッキー 58 調味料用容器及び容器入り調味料 ハウス食品株式会社

16 振り分け容器等の開閉蓋装置 ヱスビー食品株式会社 59 振り出し容器のキャップ 三笠産業株式会社

17 回転ボール湿気止容器 藤田　英男 60 振出容器 雪印乳業株式会社

18 顆粒状物質用小分け器
ダート　インダストリーズ　イ
ンコーポレイテッド

61
発光ダイオード用成型樹脂の選定方
法およびそれを用いた発光ダイオード

シャープ株式会社

19 自重密閉湿気止容器 藤田　英男 62 小出しシール
ダート　インダストリーズ　イ
ンコーポレイテッド

20 振り出し容器 株式会社吉野工業所 63 調味料容器 有限会社ハート

21 振り出し容器 株式会社吉野工業所 64
振りかけ及びそれの振出しに好適な粉
体振出し容器

黒沼　洋介

22 振り出し容器 株式会社吉野工業所 65 振り出し容器 株式会社吉野工業所

23 調味料容器 戸高　巌 66 振り出し容器 株式会社吉野工業所

24 パウダー用振り出し蓋 井上　かをり 67 スリーピース容器 雪印乳業株式会社

25 ふりかけ用ヒンジキャップ 三笠産業株式会社 68 振り出し容器 株式会社吉野工業所

26 蓋が自動開閉する調味料容器 垂水　富貴子 69 振り出し容器 株式会社吉野工業所

27 容器 株式会社台和 70 可変粉末定量栓 株式会社吉野工業所

28 振出し容器用キャップ 凸版印刷株式会社 71 振出し容器 株式会社吉野工業所

29 振出し容器用キャップ 凸版印刷株式会社 72 シーリング包装 ハウス食品株式会社

30 振出し容器用キャップ 凸版印刷株式会社 73 シーリング包装 ハウス食品株式会社

31 振り出し容器 株式会社吉野工業所 74
シーリング包装およびシーリング用包
装フィルムの製造方法

ハウス食品株式会社

32 ヒンジ付キャップ 大日本印刷株式会社 75 調味料小出し器
ダート　インダストリーズ　イ
ンコーポレイテッド

33 カップ状振出し紙容器 凸版印刷株式会社 76 調味料用容器 山崎　勝己

34 振り出し容器 株式会社吉野工業所 77 薬味振りかけ容器
ダート　インダストリーズ　イ
ンコーポレイテッド

35 振り出し容器 株式会社吉野工業所 78 貯蔵容器
ダート　インダストリーズ　イ
ンコーポレイテッド

36 振り出し容器 株式会社吉野工業所 79 三角防湿容器 株式会社アクター

37 キャップ 株式会社ニフコ 80 紙製振出容器 中井紙器工業株式会社

38 キャップ 株式会社ニフコ 81 バ―ジンシ―ル付キャップ装置 ヱスビー食品株式会社

39 キャップ 株式会社ニフコ 82 小出し組立体付き容器
ダート　インダストリーズ　イ
ンコーポレイテッド

40 ヒンジキャップ
日本クラウンコルク株式会
社

83 薬味の調合が可能な携帯振出容器 株式会社ベストウィッシュ

41 密閉蓋装置 ハウス食品株式会社 84 粉末や顆粒状物等の収納容器 菅原　敏夫

42 密閉蓋装置 ハウス食品株式会社 85 可撓性粉体容器 花王株式会社

43 キャップ 株式会社ニフコ 86 ２ピース振出容器用キャップ 東罐興業株式会社

以下１７点省略

香辛料用振出容器の構造　　　No.9561
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