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1 エアマット素材
ジャパンゴアテックス株式会
社

40
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

2 シーツ
ジャパンゴアテックス株式会
社

41 布団カバー・シーツ 株式会社麗光

3 ウォーターベッド用シーツ
株式会社ドリーム総合研究
所

42 介護用シーツ 三菱レイヨン株式会社

4 シーツ 有限会社タナカマグネ産業 43 介護用敷布 藤原　強

5 寝間着兼用の敷布 武田　スミ 44 脱臭安らぎシーツ 勅使河原　亜津子

6 敷蒲団およびシーツ 株式会社クラレ 45 寝具用シーツ 竹炭サークル株式会社

7 消臭シート 曽我部　幹子 46 介護用シーツ 三木　節子

8 立体ネット敷布 ジェクス株式会社 47 介護ベッド用シーツ 多比良株式会社

9 シーツマット 安藤　冨弘 48 介護用に適したシーツ材料 東洋クロス株式会社

10 防水シーツ 東洋ゴム工業株式会社 49 交換容易なシーツ 共栄商事株式会社

11 介護用シーツ 安田　吉範 50
脱臭・防虫・抗菌・除湿作用を有する
介護・生理・身回り用品

八重樫　智

12 分割型シーツ 藪田　勝弘 51 炭素繊維を用いた遠赤外線シーツ 株式会社イーテック

13 寝具カバーシーツ サンケンケア株式会社 52 防水シーツ 森内久株式会社

14 医療用吸水シーツ 株式会社ダイケイ 53 介護用敷布 坂爪　繁

15 抗菌性防汚シーツ材 東洋クロス株式会社 54 介護用分割シーツ 菅原　幸浩

16 ペーパーシーツ用ホルダー 有限会社クリンピア 55 シーツ支持構造体 株式会社サン・フレックス

17 寝具用シーツ ユニチカ株式会社 56
尿とりシート装着用ポケット付フトン敷
布

松代　靖生

18
使い捨て積層シートを備えたシーツ及
び使い捨て積層シート

日本バイリーン株式会社 57 防水シーツ 株式会社丸昌

19 介護用シーツ 伊藤繊株式会社 58 介護用シーツ 東レ株式会社

20 クリーンタッチ抗菌パイルシーツ 近藤　憲司 59
介護用内掛けシーツ及びその製造方
法

株式会社環境美研

21 健康シーツ
九州フィルター工業株式会
社

60 気泡シート製寝床用シーツ 杉山　修

22 防水植毛シーツ 近江ベルベット株式会社 61 衛生シーツ及びその製造方法 株式会社大貴

23 失禁シーツ 株式会社ウエノ 62 衛生シーツ及びその製造方法 株式会社大貴

24 介護用シーツ 中島　絹子 63
失禁センサー及び当該センサーを用
いたシーツ、布おむつ、失禁防具及び
おむつカバー

グンゼ株式会社

25 しわのよらない袋状シーツ 株式会社ショーワ 64 シーツパット 林下　ひろ

26
操作が簡単で手早く交換のできる病院
用シーツ

有限会社シンボリックアト
リー

65 介護用持手付き防水タオルシーツ 株式会社ハズタニ

27
交換に手間がかからず早い便益な病
院用シーツと其の縫製方法

有限会社シンボリックアト
リー

66 マットレス用シーツ
有限会社シンボリックアト
リー

28 介護用シ－ツ 旭化成工業株式会社 67 すべるシーツ 近藤　昭一郎

29 防水シーツ 北陸エステアール協同組合 68 通気性防水シーツ 森内久株式会社

30 寝具用袋体 有本　英子 69 大量一括処理に適した矩形状布製品
有限会社シンボリックアト
リー

31
医療用資材の固定方法及び固定シー
ト

日本バイリーン株式会社 70 吸水シーツ 陶山　隆二

32 衛生マット
株式会社ハイエコロジーツ
カモト

71
使い捨てシーツおよび使い捨てシーツ
セット

横沢金属工業株式会社

33 敷布寝具用品 加来　美智子 72 要介護者用シーツ 有限会社マース

34 防水シーツ構造 深津　ひとみ 73 介護用シーツの製造方法 ベストプロダクツ株式会社

35 シーツのズレ防止具 植野　定徳 74 病院用マットレスシーツ
有限会社シンボリックアト
リー

36
伸び伸び健康寝具の伸び伸び健康敷
布団と伸び伸びシーツと健康二段枕の
装置とその製造方法

丸山　正民 75
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

37 シーツ交換具、ベッドおよびシーツ 株式会社彌生 76 失禁用防水シーツ
株式会社東京エンゼル本
社

38 シーツ 森　美穂子 77 介護蒲団及び介護シーツ ブルネエズ株式会社

39 防水布の裏地が付いた敷布 樋口　光徳 78 片面防滑布帛 東レ株式会社
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