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［公開編］平成１２年～平成１５年（４年間） ９９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,8905 公開特許 シート状冷却剤の製造方法 平.9-11 53点 ￥19,700

No,8135 〃 〃 平.1-8 78点 ￥24,500

No,8034 〃 磁気健康装身具とその製造方法 平.3-7 50点 ￥21,300

No,9174 〃 外反母趾矯正用品 平.5-12 72点 ￥24,800

No,9733 〃 美容シートとその製造方法 平.14-15 100点 ￥23,000

No,9283 〃 〃 平.12-13 97点 ￥24,200

No,8903 〃 〃 平.5-11 147点 ￥37,700

No,9296 〃 化粧用脂取り紙の製造方法 平.11-13 75点 ￥18,700

No,8575 〃 〃 平.5-10 72点 ￥28,400

No,8615 〃 シート状発熱保温材の製造方法 平.1-10 99点 ￥29,700

No,9340 〃 医療処置キットの構造 平.5-13 79点 ￥23,700

No,9341 〃 医療用ガーゼの製造加工方法 平.5-13 80点 ￥19,700

No,9492 〃 医療廃棄物収納容器 平.5-14 87点 ￥19,000

No,7862 〃 外科手術用ドレープ 昭.60-平.6 86点 ￥24,800

No,9516 〃 抗ウィルス・マスクの製造加工方法 平.5-14 91点 ￥18,400

No,9342(A) 〃 使い捨てマスクとその製造方法 平.10-13 92点 ￥21,400

No,8361(A) 〃 〃 平.7-9 72点 ￥22,000

No,7826(A) 〃 〃 平.1-6 96点 ￥26,600

No,9342(B) 〃 花粉症用マスクとその製造方法 平.10-13 64点 ￥16,200

No,8361(B) 〃 〃 平.7-9 61点 ￥18,000

No,7826(B) 〃 〃 平.1-6 64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 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 冷却シート剤 ファインメディカル株式会社 42 外用貼付剤 織田寝装株式会社

2 冷却用パッド 有限会社コンペックス 43 外用貼付剤 織田寝装株式会社

3 万能温度ラップ
ヴァーハン　エス　シミディア
ン　セカンド 44 冷却シート取り付けプレート 保志　幸吉

4 冷却用パッド 有限会社コンペックス 45 衣服に貼る保冷剤 宮原　史枝

5
保冷・保湿用ゲル及び保冷・保湿用ゲ
ル積層体

ダイヤ製薬株式会社 46 携帯冷やし用具 石川　馨

6 冷却シート及び冷却バンド 株式会社セフト研究所 47 携帯型保水ゲル材 ダイヤ製薬株式会社

7 冷却ゲルシート ピジョン株式会社 48 携帯型機能性保水ゲル材 ダイヤ製薬株式会社

8 冷却シートと湿布剤 ライフケア技研株式会社 49 外用貼付剤 オーシン製薬株式会社

9 発熱時の脇冷却用ホルダ― 松崎　道子 50 馬用冷却シート 埼玉第一製薬株式会社

10 冷却ゲルシート ピジョン株式会社 51 身体装着具 ロンケミカル株式会社

11
冷却ゲルシ―トキットおよびその使用方
法

ピジョン株式会社 52 保冷材および保冷材の製造方法 出光ユニテック株式会社

12 冷却袋 花王株式会社 53 クールスーツ
有限会社セブンセンスラボ
ラトリー

13 人体部位用冷却・加温具 ダイアックス株式会社 54 保冷シート
有限会社セブンセンスラボ
ラトリー

14 低モジュラス湿式不織布および製造法 三菱製紙株式会社 55 固定用具 埼玉第一製薬株式会社

15 冷却具 花王株式会社 56 熱冷まし用保冷バンド
有限会社セブンセンスラボ
ラトリー

16
含水ゲル化樹脂と別の潜熱吸収剤とを
組合わせた冷媒

田中　友爾 57 冷却貼付剤用基材 東光薬品工業株式会社

17 水性ゲル積層体ロールの製造方法 リンテック株式会社 58 帯状防暑具
有限会社セブンセンスラボ
ラトリー

18 ペット用冷却マット 貝沼　隆司 59
光遮断性眼部冷却シートおよび光遮断
性眼部冷却ゲルシート

丸岡　孝雄

19 冷却バンド 株式会社セフト研究所 60 蓄冷剤及び冷却パッド
株式会社イノアックコーポ
レーション

20 保冷剤パック収納ケースと固定バンド 山田　昌子 61
貼付型つぼ用湿布並びに該貼付型つ
ぼ用湿布を用いた貼付型つぼ用湿布
パック及び貼付型つぼ用湿布シート

株式会社エヌシィシィ

21 ク―ルバンド 樋口　登 62 水性ゲル状組成物 小林製薬株式会社

22 頭部冷却用具 渡邉　裕美 63
芳香蓄冷体及び芳香蓄冷体の蓄冷方
法

株式会社イノアックコーポ
レーション

23 ク―ルバンド 株式会社ヒノ・カンパニー 64 冷却用組成物 小林製薬株式会社

24
冷却剤の差込可能なポケットを有する
足首冷却サポーター

佐藤　正人 65 冷却用組成物 小林製薬株式会社

25 冷却シート 宝養生資材株式会社 66 紙おむつ 大王製紙株式会社

26 身体冷却装置 株式会社トライ・カンパニー 67 携帯型保水ゲル材 ダイヤ製薬株式会社

27 蓄熱パック保持具 株式会社白元 68 保冷・保温用パッド 小林製薬株式会社

28 冷却シート ライフケア技研株式会社 69 リンパ冷却具 織田寝装株式会社

29 アルカリ性含水ゲル体 昭和電工株式会社 70 顔面用保冷具 不二ラテックス株式会社

30 身体保冷具 李　節 71
ゲル充填シート、及びこれを用いた温
熱具、食品温熱具、冷熱パット並びに
食品冷却具

織田寝装株式会社

31 温冷湿布材 カネリョウ海藻株式会社 72 携帯型機能性保水ゲル材 ダイヤ製薬株式会社

32 冷却貼付剤 東光薬品工業株式会社 73 ゲル化冷パック
テンプラ　テクノロジー，イン
コーポレーテッド

33 冷却・温熱目枕 花王株式会社 74
のぼせの不快感を軽減する方法および
そのための組成物

エイボン　プロダクツ　イン
コーポレーテッド

34 固定具付き貼付剤 ユニ・チャーム株式会社 75 保冷具 本多　智合貴

35 馬用冷却用具 埼玉第一製薬株式会社 76 冷却シート ダイヤ製薬株式会社

36 馬用冷却シート 埼玉第一製薬株式会社 77 冷却シート 市川興産株式会社

37 馬用冷却シート 埼玉第一製薬株式会社 78 保冷具カバー 有限会社　リブ・ウェル

38 外用貼付剤 織田寝装株式会社 79 パッド装置及びパッド装置の装着方法 株式会社白元

39 外用貼付剤 織田寝装株式会社 80 頭部冷却具 株式会社タイヘイ産商

40 冷却具 株式会社ジャパーナ 81 保冷用装身具 大浦　洋志

41 外用貼付剤 織田寝装株式会社 82 温熱材又は保冷材収納用眼帯 大日本除蟲菊株式会社

以下１７点省略

シート状冷却剤の製造方法　　　No.9755

[公開編]　　平成１２年～平成１５年（４年間）　９９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　）


