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救急絆創膏の製造方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
［公開編］（セットＡ）平成１０年～平成１２年 （３年間）１１０点
［公開編］（セットＢ）平成１３年～平成１５年 （３年間）１３０点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 （セットＡ）￥２６，５６５－ （セットＢ）￥３１，３９５－(抄録版付) (全て税込価格)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 （セットＡ）￥２６，５６５－ （セットＢ）￥３１，３９５－
(CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 （セットＡ）￥３８，８５０－ （セットＢ）￥４６，２００－ )

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9733 公開特許 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,9573 〃 介護用シーツとその製造方法 平.5-14 92点 ￥21,400
No,8247 〃 使い捨てシーツとその製造方法 平.5-8 64点 ￥24,600
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,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,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
No,9154 〃 化粧綿・脱脂綿とその製法 平.9-12 64点 ￥19,800
No,8275 〃 〃 平.4-8 68点 ￥19,700
No,7449 〃 〃 昭.57-平.3 108点 ￥27,700
*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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※料金には別途送料がかかります。
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1
皮膚貼付用粘着シートおよび救急絆
創膏

日東電工株式会社 1
絆創膏のオフセット印刷方法および加
工方法

アテナフォーム株式会社

2 救急絆創膏 積水化学工業株式会社 2
感圧粘着テープ用シリコーン粘着剤組
成物

ジーイー東芝シリコーン株
式会社

3 粘着テープ及び救急絆創膏 ニチバン株式会社 3 貼付材用フィルム
三菱化学エムケーブイ株式
会社

4 身体接着テ－プ 株式会社キネシオ 4 貼付材用フィルム
三菱化学エムケーブイ株式
会社

5 指先用ばんそうこう 工藤　桜 5 貼付材用フィルム
三菱化学エムケーブイ株式
会社

6
薬用植物組成物およびそれから調製
される薬用植物硬膏剤

張　徳山 6 救急用絆創膏 阿蘇製薬株式会社

7
軟質樹脂組成物およびそれを用いた
軟質フィルム、積層体

平成ポリマー株式会社 7 医療用貼付材およびその製造方法 日東電工株式会社

8 通気性粘着テープの製造方法 積水化学工業株式会社 8 貼付用基材フイルムおよび貼付材
クラレプラスチックス株式会
社

9
粘着剤組成物、並びにその医療用粘
着テープおよびシート

電気化学工業株式会社 9
粘着シート用基材フィルムとその製造
方法

バンドー化学株式会社

10 粘着テープ及び救急絆創膏 ニチバン株式会社 10 酸化チタンを使用した治療用品。 山中　堅市

11 救急絆創膏 積水化学工業株式会社 11 粘着テープ体 高津　久夫

12 医療用粘着テープまたはシート 株式会社共和 12
カレンダー成形用ポリオレフィン樹脂
組成物とこれより得られるフィルム

バンドー化学株式会社

13 粘着性被覆体の製造装置 池田機械産業株式会社 13 医療用テープ 積水化学工業株式会社

14
粘着性被覆体の製造装置及び粘着性
被覆体の製造方法

池田機械産業株式会社 14 孔形成用型 外川　正次

15 ポリエーテルエステル型医療用粘着剤 帝人株式会社 15 絆創膏
ジョンソン・エンド・ジョンソン
株式会社

16 切創接合テープ 宮原　忠 16 絆創膏
ジョンソン・エンド・ジョンソン
株式会社

17 治療具及びテープ付き治療具 株式会社サンフィールド 17 絆創膏
ジョンソン・エンド・ジョンソン
株式会社

18 皮膚貼付材 日東電工株式会社 18 高透湿防水性粘着シート リンテック株式会社

19 傷隠し用絆創膏 蒔苗　詔子 19 貼付材用フィルム
三菱化学エムケーブイ株式
会社

20 生体用貼付材 株式会社共和 20 注射用絆創膏
株式会社アイアールメディ
カル

21 テーピング用テープ 有限会社アシスト 21
救急用絆創膏の包装容器、包装装置
及び包装方法

株式会社アビックス

22
剥離ライナ－付粘着テ－プ及び剥離ラ
イナ－並びに剥離ライナ－付粘着テ－
プの製造方法

ニチバン株式会社 22

ブロック共重合体粘着剤及びこれを用
いた医療用粘着テープ、経皮吸収製
剤並びにブロック共重合体粘着剤の製
造方法

日東電工株式会社

23 容器 ニチバン株式会社 23
グラフト共重合体粘着剤及びこれを用
いた医療用粘着テープ並びに経皮吸
収製剤

日東電工株式会社

24 注射用絆創膏 リバテープ製薬株式会社 24 シート状貼付材 日東電工株式会社

25 袋状パッド救急絆創膏 園田　松生 25
パッド、その製造方法及び該パッドを
使用した救急絆創膏

ジョンソン・エンド・ジョンソン
株式会社

26 プラスチックシート及び粘着シート バンドー化学株式会社 26 多孔質シート 株式会社クラレ

27 ポリ塩化ビニルシート及び粘着シート バンドー化学株式会社 27
Ｓ字形カットが入った絆創膏と花弁調
楕円形状絆創膏。

河合　啓一

28 粘着シート バンドー化学株式会社 28 医療用ブリスタパック 小津産業株式会社

29 粘着シート 日東電工株式会社 29 医療用テープ基材 積水化学工業株式会社

30 網付き粘着テープ 河野　俊彦 30 貼付材用フィルム
三菱化学エムケーブイ株式
会社

31 接着シート材料
ミネソタ　マイニング　アンド
マニュファクチャリング　カン
パニー

31
粘着シート用基材フィルムとその製造
方法

バンドー化学株式会社

32 ばんそうこう 株式会社フェリシモ 32 貼付薬用基材シ－ト バンドー化学株式会社

33 救急絆創膏 キヨーリキ株式会社 33
皮膚用貼付材およびそれを用いた救
急絆創膏、ならびに靴擦れ用貼付材

日東電工株式会社

34 患部に密着しない絆創膏 間島　朗 34 離型フィルム 積水化学工業株式会社

以下７７点省略 以下９７点省略

(セットA) (セットB)

救急絆創膏の製造方法(セットA・B) 　　　No.9756

セットA[公開編]　平成10年～平成12年(3年間）  110点   CD-ROM版  ￥26,565   Ｂ５製本版  ￥26,565   一括購入  ￥38,850 （全て税込価格）

セットB[公開編]　平成13年～平成15年(3年間）  130点   CD-ROM版  ￥31,395   Ｂ５製本版  ￥31,395   一括購入  ￥46,200  　　　 　 　　　　　


