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［公開編］平成９年～平成１５年（７年間） ９８点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２４，１５０－ ￥２３，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２４，１５０－ ￥２３，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３５，７００－ ￥３４，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,8299 公開特許 青果物用保冷段ボールケース 平.5-8 79点 ￥28,000
No,9508 〃 生分解性食品包装材料と製品 平.5-14 100点 ￥20,000
No,9509 〃 生分解性食器類とその材料 平.5-14 100点 ￥20,000
No,8297 〃 耐水ダンボールの製造加工方法 平.5-8 73点 ￥26,400
No,9358 〃 青果物の鮮度保持包装方法 平.9-13 64点 ￥16,000
No,9302 〃 生鮮野菜の殺菌・鮮度保持方法 平.5-13 76点 ￥19,000
No,8687 〃 故紙製緩衝材の製造方法と装置 平.9-10 58点 ￥22,500
No,8305 〃 〃 平.5-8 63点 ￥24,700
No,8689 〃 生分解性緩衝材の製造加工方法 平.8-10 56点 ￥23,500
No,9102 〃 包装用紙管緩衝材 平.9-12 57点 ￥19,700
No,8216 〃 〃 平.5-8 63点 ￥19,700
No,8688 〃 パルプモールドの製造方法 平.9-12 63点 ￥24,700
No,8219 〃 〃 平.5-8 73点 ￥25,900
No,9503 〃 製紙スラッジの再利用方法 平.5-14 108点 ￥21,700
No,8700 〃 ペーパー・ハニカム・コアの製造加工方法 平.9-10 59点 ￥21,400
No,8259(B) 〃 〃 平.7-8 71点 ￥24,200
No, 〃 (A) 〃 〃 平.5-6 55点 ￥15,800

*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。］
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1 果実類収容箱の仕切板 大石産業株式会社 45 紙製断熱容器 レンゴー株式会社

2 紙製の断熱シート 石崎産業株式会社 46 紙箱用シ―ト 王子製袋株式会社

3 保冷箱 川上産業株式会社 47 耐水性の保温保冷箱或いは箱用部材 王子製袋株式会社

4 鮮度保持保冷段ボール容器 本州製紙株式会社 48
保温・保冷性を有す紙箱及び箱を構
成する裁断紙

有限会社　北陸パッケージ

5 紙製包装用資材およびその製造方法 株式会社ザ・ボックス 49 生鮮物用鮮度保持材 倉敷繊維加工株式会社

6 紙製収容箱 谷口　善和 50 青果物用鮮度保持材 倉敷繊維加工株式会社

7 紙製断熱材 株式会社三幸 51 保冷容器 大日本印刷株式会社

8 鮮度保持保冷段ボール容器 王子製紙株式会社 52 包装容器 甲府紙器株式会社

9 青果物包装用紙及び包装容器 王子製紙株式会社 53 紙製保温保冷ケース 王子製紙株式会社

10 紙製断熱箱 谷口　善和 54 包装紙と紙製容器 太平紙器株式会社

11 鮮度保持収納ケース 早瀬　学 55 紙製保冷箱 谷口　善和

12 鮮度保持段ボール容器 王子製紙株式会社 56 食料品の運搬容器 丸山印刷株式会社

13 茎状野菜の収納容器 株式会社アスク 57 葉物野菜用吸水シート 東海加工紙株式会社

14
通気遮断性低密度紙貼合保温保冷段
ボール箱

高橋　正昌 58 紙製包装箱 野本　誠一

15
発熱剤叉は保冷剤を使用する簡易断
熱箱

田中　實雄 59 抗菌加工した段ボールシート 東罐興業株式会社

16 食品等輸送箱 幸伸株式会社 60 保温保冷用紙製容器 株式会社ウツヰ

17
薬剤に依る冷却・消臭・抗菌・保冷可
能な機能を持った冷却箱

浦谷　義文 61
鮮度保持段ボール箱およびその製造
方法。

岡山県経済農業協同組合
連合会

18 断熱箱 谷口　善和 62 紙シートと紙製容器 太平紙器株式会社

19
野菜類及び果実類の凍傷防止用保冷
材

株式会社イノアックコーポ
レーション

63 保冷パッケージ 株式会社第一紙行

20 分割仕切り付の紙容器 凸版印刷株式会社 64 段ボールのロック機構及びトレー レンゴー株式会社

21 青果物の包装体 レンゴー株式会社 65 板状発泡体内蔵の保冷箱 トキワ印刷株式会社

22 保温保冷段ボール箱 王子製紙株式会社 66 段ボール個装箱 凸版印刷株式会社

23 予冷及び貯蔵用輸送容器
有限会社南四国物流シス
テム

67 保温保冷箱 株式会社パンテクノ

24 青果物の包装容器 株式会社ザ・ボックス 68 板状発泡体内蔵の保冷箱 トキワ印刷株式会社

25 鮮度保持用紙及び段ボール箱 王子製紙株式会社 69 紙製保冷箱 有限会社田中紙工

26 輸送容器及びそのスペーサ
有限会社南四国物流シス
テム

70 生鮮食品の保存方法 三箇　次郎

27 通気性の良い段ボール蓋 出口　剛 71 二重構造の段ボール箱 遠州紙工業株式会社

28 保冷容器 杉浦　聰 72 断熱紙 大王製紙株式会社

29 エノキダケの輸送販売用具 株式会社丸金 73 段ボール製トレー レンゴー株式会社

30
青果物用抗菌鮮度保持段ボール及び
その製造方法

王子製紙株式会社 74
生鮮食料品等を搬送する折り畳み可
能な流通用容器。

株式会社ユーシンシステム

31 段ボール製トレー 中央紙器工業株式会社 75 段ボール製商品保護材 アサヒ紙工株式会社

32 中継基板及びその製造方法 日本特殊陶業株式会社 76 機能性段ボール及びシート 宝養生資材株式会社

33 包装箱 石原商事株式会社 77 鮮度保持性ダンボール箱 株式会社プラスト

34 中箱及びこれを使用した紙製保冷箱 谷口　善和 78 ２重構造型の梱包箱
株式会社　ウイル・コーポ
レーション

35
耐水断熱段ボール容器及びその蓋及
び容器の製法

日本特許管理株式会社 79 紙製保冷箱 有限会社田中紙工

36 断熱段ボール 石松　信幸 80 品物の鮮度保持可能な二重梱包装置 株式会社地主共和商会

37 青果物用段ボール箱包装体 東洋紡績株式会社 81 包装容器 タマヤ株式会社

38
トルマリン粉末含有接着層を有する複
合材料

株式会社テイエム・テクノ 82 通気機能を備えた容器 森羽紙業株式会社

39
トルマリン粉末含有シート状材及びそ
の製造方法

株式会社テイエム・テクノ 83 保温保冷箱 王子製袋株式会社

40 段積み用紙製箱 谷口　善和 84
段ボールシートおよびこれを用いた包
装箱

東罐興業株式会社

41 鮮度保持シートおよび段ボール 王子製紙株式会社 85 凍結青果物の包装体 レンゴー株式会社

42 包装箱 東罐興業株式会社 86 紙製断熱箱 谷口　善和

43
強耐水段ボール及び強耐水段ボール
箱

王子製紙株式会社 87 宅配便用保冷容器 株式会社あべダンボール

44 青果物の鮮度保持方法 レンゴー株式会社 以下１１点省略

青果物用保冷段ボールケース 　　No.9714

[公開編]　　平成９年～平成１５年（７年間）　　　９８点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥24,150    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥24,150　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥35,700　）


