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［公開編］平成６年～平成１５年（１０年間） １００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,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 〃 医療処理キットの構造 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・脱脂綿とその製造方法 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。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］
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CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名
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合計 ￥
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℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 水虫治療用足指カバー 曽我部　幹子 48 水虫治療及び悪臭防止の靴の敷皮 具　海男

2 水虫治療用防水ソックス 曽我部　俊教 49 水虫駆除靴の中敷き。 馬場　フタヨ

3 ずれ止め付き指叉の汗吸湿片 塚本　肇 50 足の指又への挟着物 長谷川　久剛

4 水虫症状の改症用抗菌銅メタル 川又　弘 51 水虫防止用足指カバー 日立電線株式会社

5 水虫治療具 永藤　泰則 52 足及び足指間押圧サポータバンド 竹内　恵子

6 足指用の間挿体 大日向　貞弘 53 足指つけ根部分用靴下 株式会社　ミサオ家電

7 趾間衛生具 平野　重夫 54 簡易足カバー 佐藤　美智子

8 足指用保護帯 井口　康幸 55 指間汗とりシート 森田　實

9 足の指間通気性バンド 関　健司 56 水虫用薬保持具 占野　麟也

10 水虫等の予防治療用のパッド 佐藤　榮弘 57 水虫促進防止ソックス 中野渡　勉

11 水虫予防紙質サポータ 時田　透 58 抗菌性紐体 株式会社タイコー

12 水虫治療剤 クラレケミカル株式会社 59 足指ソックス 迫地　初男

13 指間通気性ソフトクッション 関　健司 60 足指間の汗吸い取りマット 黒津　輝男

14 パッド付き絆創膏 株式会社精案社 61 趾間水虫用貼付剤 ニチバン株式会社

15 水虫治療具 長井　賢一 62
水虫追放と位置変えができる健康足裏
パット

高橋　正夫

16 水虫治療用ソックス 曽我部　幹子 63 指サック 藤本繊維株式会社

17 改良酸欠による水虫薬 田内　志郎 64 水虫治療足指バンド 郷津　正起

18 水虫治療具 小林　一史 65 水虫治療装具 株式会社ムラガキ

19 水虫治療用パッド 杉浦　光秋 66 除湿衛生具 中島　昭三

20 水虫用医療包帯 槇島　茂郎 67 水虫の予防及び汗とり具 桑原　秀明

21 水虫予防パッド 西澤　公博 68 水虫用貼付剤 ニチバン株式会社

22 水虫予防パッド付き靴下 西澤　公博 69 外反母趾矯正用テープ 幡　樹

23 水虫予防健康サポータ 柏木　将彦 70 水虫予防具 株式会社マルエーニット

24 水虫治療用靴 山口　和秋 71 水虫菌の捕獲器 鈴木　英男

25
足の指の間に挟まり易いように整形した
脱脂綿

櫻井　久夫 72 水虫薬付き使い捨て靴下 株式会社ワイワイワイネット

26 水虫の予防及び治療部材 槇島　茂郎 73 薬液内臓靴下 竹原　不二雄

27 水虫パット 大熊　信之 74 水虫治療用遠赤外線セラミックス 青野産業株式会社

28 水虫治療具 長井　賢一 75 水虫治療を可能とする靴 大木　雅之

29 経皮貼付剤 ニチバン株式会社 76 水虫治療具 中西　とし哉

30 足指用パッド ユニチカ株式会社 77 水虫の治療具 吉川　昭司

31 水虫類の治療方法及び用材 宮田　晴仁 78
生竹のカビ抵抗性物質による水虫病予
防の靴中敷き

加藤　達男

32 水虫治療用被包体 松井　嗣光 79 水虫治療用靴下 藤本　輝夫

33 脚部の治療方法および治療用の足袋 東門　清義 80
素足と靴下と履物の為の湿気防止と水
虫予防の爪先カバー靴下。

肝付　幸四郎

34 水虫抗菌具 株式会社アロータ 81 水虫防止用靴 有限会社山戸建設

35 足指指圧器 深町　陸夫 82 足蒸れ防止シート 旭光学工業株式会社

36 足指用絆創膏 トレンドマスターズ株式会社 83 治療具 吉村　善四郎

37 足指用包帯 トレンドマスターズ株式会社 84 脱臭及び抗菌用足指パッド 具　錦　善

38 水虫用靴下とその製造方法 マイテック株式会社 85 医療用品および介護用品 株式会社信州セラミックス

39 水虫、蒸れ、臭いを予防する中敷 服部　一登 86 水虫治療用靴下 株式会社ムラガキ

40 皮膚病用足指サポータ 株式会社朝陽 87 足裏及び指間汗取り紙 小松　公範

41
水虫治療用抗菌材及び同抗菌材を用
いた水虫治療具

大串　義之 88

竹粉炭を特殊接着液にて溶き、予め用
意した靴の中敷、靴下内の中敷等の足
の底部に当らない部分に設けた溝に塗
布し木綿・・・

有限会社相互無線

42 水虫治療用靴 高田　節二 89 水虫防止用リング 野月　紀夫

43 水虫予防用中敷き 野崎　芳江 90 趾の衛生紐（あし）（えいせいひも） 吉田　享万

44
薬効成分配合不織布足指又衛生パッ
ド

加藤　丈夫 91 水虫退治用具 株式会社愛協

45 水虫防止用品 株式会社サンゼ 92 足の指間用シート 守本　信一

46 水虫予防ソックス ******                                93 紙靴下 加藤　智司

47 足指股の汗だまり殺菌綿 施向　明憲 94
水虫修復性を有する被処理物及びこの
被処理物を施した接足物

株式会社日本ベルトシュー
ト

以下６点省略

水虫予防治療用品　　　No.9757

[公開編]　　平成６年～平成１５年（１０年間）　１００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　）




