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＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞ ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

床擦れ防止マットの製造方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１０年～平成１４年（５年間） ７９点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１９，７００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１９，７００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２９，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9340 公開特許 医療処理キットの構造 平.5-13 79点 ￥23,700
No,9084 〃 使い捨て手術着とその素材 平.5-12 81点 ￥34,500
No,8737 〃 外科手術用ドレープ 平.7-10 57点 ￥24,800
No,9341 〃 医療用ガーゼの製造加工方法 平.5-13 80点 ￥19,700
No,9322 〃 使い捨て補助パットと取付方法 平.9-13 75点 ￥18,500
No,8380 〃 オムツ濡れセンサーと報知装置 平.5-9 52点 ￥19,800
No,8247 〃 使い捨てシーツとその製造方法 平.5-8 64点 ￥24,600
No,7401 〃 人工肛門装着品とその製法 昭.63-平.4 83点 ￥29,700
No,6910 〃 病人・老人用夜衣とその製法 昭.62-平.1 96点 ￥21,700
No,9153 〃 綿棒とその製造方法 平.8-12 78点 ￥24,700
No,8052 〃 〃 平.4-7 74点 ￥19,700
No,7413(A) 〃 〃 昭.61-平.3 91点 ￥21,300
No,9492 〃 医療廃棄物収納容器 平.5-14 87点 ￥19,000
No,9518(B) 〃 脱臭用シートの製造加工方法 平.13-14 82点 ￥16,400
No, 〃 (A) 〃 〃 平.10-12 88点 ￥17,600
No,8369(B) 〃 〃 平.7-9 74点 ￥24,200
No, 〃 (A) 〃 〃 平.4-6 70点 ￥21,800
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,8381 〃 抗菌性シートの製造加工方法 平.5-9 84点 ￥27,400
No,9517 〃 〃 平.10-14 89点 ￥17,800
No,9516 〃 抗ウィルス・マスクの製造加工方法 平.5-14 91点 ￥18,400
*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 床ずれ防止装置 藤田　佐内 44 体圧分散マットレス 田中　秀彦

2
厚さおよび硬さ調整機能を備えたマッ
トレス

パラマウントベッド株式会社 45 エアマット 藤倉ゴム工業株式会社

3 介護用ベッド 株式会社大貴 46 床摺を防ぐマット 清水　けい介

4 電極付き褥瘡マット タキロン株式会社 47 床擦れ防止具 上野　耕治

5 エァーマットレス エスピーケミカル株式会社 48
シート状緩圧素材及び床ずれ防止マッ
ト

鈴木総業株式会社

6 患者移動用マット ナガイレーベン株式会社 49 マットレス芯及びマットレス 大塚化学株式会社

7 床ずれ防止マット 楠尾　博 50 床ずれ防止エアマット 松本技研株式会社

8 床擦れ防止用マット 山岸　憲一郎 51 マット装置 共益工業株式会社

9 床ずれ防止用エアマツトの制御装置 株式会社ユニバース 52 エアーマット装置 株式会社サンケイ技研

10 介護用ベッド 福崎　毅 53 床ずれ防止マット 九州日立マクセル株式会社

11 人体支持装置 株式会社加地 54 マット ラボ・スフィア株式会社

12 床ずれ防止消臭抗菌　防虫マット 東洋ポリマー株式会社 55
背上げ機能を有するベッド対応のマッ
トレス

パラマウントベッド株式会社

13 床ずれ防止用マット 近代工業株式会社 56 身体表層部の床ずれ防止方法
株式会社日本技術開発セ
ンター

14 床ずれ防止介護用マットレス 高橋　源水 57
エアーコントロール方式のシーツまた
は、ベッドパッドと冷暖房送風装置を組
み合わせる事で、快適な．．．

高橋　哲雄

15 支点移動式床ずれ防止マット 松山　和好 58 床擦れ防止マット オカモト株式会社

16 床ずれ治療装置 楠尾　博 59 組み合わせマット 紺家順子

17 床ずれ予防マットレス パラマウントベッド株式会社 60 カイフククン 丸地　正義

18 床ズレ防止マット、及び健康マット。 片山　良治 61
クッション材及びこれを使用した床ずれ
防止マット

カネボウ株式会社

19
布団乾燥機能付きパッド、エアーマット
及びそれを用いた寝具

日本信号株式会社 62 床ずれ防止および腰痛症対策の用具 小林　和子

20 人体支持装置 株式会社加地 63 マット装置 株式会社サンケイ技研

21 床ずれ防止用クッション 辻　幸子 64
電動、床ずれ防止用、自動体位交換
装置

原田　勝次郎

22 熱可塑性樹脂発泡マット 積水化学工業株式会社 65 床擦れ防止マット 帝人株式会社

23 マット 岩本　和夫 66 褥瘡予防用マット 株式会社ジェルテック

24 床ずれ防止装置 株式会社デンソー 67 敷き布団 清水　五月

25 病臥者用のエア―マット 知多機工株式会社 68 床擦れ防止マット 生田目　清美

26 床ずれ防止寝具 日本ゼオン株式会社 69 床ずれ予防エアーマット 多比良株式会社

27 介護用健康マットレス 佐藤　茂 70 エアマット 株式会社モルテン

28 エアマット 株式会社モルテン 71 床ずれ防止マット装置 リコーユニテクノ株式会社

29 床ずれ防止マット 株式会社伸和 72 介護用マット 一色　忠雄

30 安楽ベット 沖舘鉄工有限会社 73
トイレ・洗髪・沐浴・寝具交換のための
簡易介護装置

有限会社ワイアンドアイ

31 木製床づれ予防マットレス 嶽間澤　榮喜 74 床ずれ防止マット 辻寛敷物株式会社

32 床擦れ・横向き安楽マツト 木下　務 75 ベッド用マットレス
株式会社イノアックコーポ
レーション

33 床ずれ防止装置 株式会社デンソー 76 床ずれ用介護マット 可児　大

34 床ずれ用介護マット 斎藤　正代 77
ベッド用マットレス及びソファ用クッショ
ン

平川　隆孝

35 体位移動用マット 浅田　トシ 78 床擦れ予防マット オカモト株式会社

36
床ずれ防止マット用植物エキス気化装
置およびそれを使用した床ずれ防止
マット装置

株式会社フイルドサイエン
ス

79 床ずれ防止用マット 学校法人　早稲田大学

37 床ずれ防止マット 丸紅株式会社

38 横転自在エアーマットレス 竹島　良彦

39
就寝マットおよび就寝マット用ユニット
体

香坂　源太郎

40 寝返りマット 名里　ゆかり

41 介護用マット 有限会社トーワ

42 枕方式型床ずれ防止器 有限会社ジー企画

43 床擦れ防止などに用いられるマット 今井　一満 以上７９点収録

床擦れ防止マットの製造方法 　　　No.9572

[公開編]　　平成１０年～平成１４年（５年間）　　　７９点

CD-ROM版　　　￥19,700    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,700

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,000　）


