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ぬれティッシュ・ペーパーとその包装体
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１７年（１年間） ８９点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２８，３５０－ ￥２７，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２８，３５０－ ￥２７，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４２，０００－ ￥４０，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9775 公開特許 ぬれティッシュ・ペーパーとその包装体 平.16 100点 ￥24,150
No,9648 〃 〃 平.15 101点 ￥23,500
No,9449 〃 〃 平.14 89点 ￥20,500
No,9261 〃 〃 平.13 85点 ￥21,500
No,9042 〃 〃 平.12 84点 ￥31,800
No,8808 〃 〃 平.11 91点 ￥34,700
No,8576 〃 〃 平.10 76点 ￥29,400
No,8325 〃 〃 平.9 77点 ￥29,600
No,8081 〃 〃 平.8 67点 ￥27,700
No,7954 〃 〃 平.7 62点 ￥26,100
No,7824 〃 〃 平.6 68点 ￥23,200
No,7642 〃 〃 平.4-5 94点 ￥28,800
No,8386 〃 使い捨て便座カバーとその製法 平.7-9 65点 ￥19,700
No,7860 〃 〃 平.3-6 93点 ￥21,700
No,8364 〃 母乳洩れ吸収パットとその製法 平.6-9 51点 ￥19,700
No,8247 〃 使い捨てシーツとその製造方法 平.5-8 64点 ￥24,600
No,7832 〃 使い捨てトイレ用マット 昭.60-平.6 80点 ￥20,500
No,7863 〃 使い捨てよだれかけとその製法 昭.63-平.6 77点 ￥20,800
No,7864 〃 使い捨てエプロンとその製法 昭.63-平.6 71点 ￥19,800
No,8172 〃 使い捨て靴用中敷 平.4-8 70点 ￥19,700
No,8575 〃 化粧用脂取り紙の製造方法 平.5-10 72点 ￥28,400
*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 携帯用ティッシュ 大王製紙株式会社 34
化粧料含浸用基材及びこれを用いた
顔面被覆化粧料シート

大和紡績株式会社

2 消毒剤含浸体 明星産商株式会社 35 ウェットティシュ容器 ピジョン株式会社

3 カーペット用清掃材 山崎産業株式会社 36 容器の開閉蓋の開閉機構 株式会社吉野工業所

4 複合シートおよびその製造方法 ユニ・チャーム株式会社 37 拭き取り用物品及びその製造方法 株式会社資生堂

5 サーマルボンド不織布 徳永　一丸 38 清掃用ウエットシート 花王株式会社

6 ティッシュ用容器 明星産商株式会社 39
二酸化塩素を主成分とする新規殺菌
剤組成によるウエットワイパーの除菌・
殺菌

助川化学株式会社

7 ウェットティッシュ容器の取付ホルダ 株式会社吉野工業所 40 清拭用シート 花王株式会社

8 ウェットティッシュ容器の取付ホルダ 株式会社吉野工業所 41 ウエットティッシュ収納容器 大王製紙株式会社

9 パウチ付きホルダー 株式会社吉野工業所 42 包装体 株式会社フクヨー

10 シート状物の収容製品 大王製紙株式会社 43
光ディスク用又は液晶或いはプラズマ
ディスプレー用ウェットワイパー

ユニチカ株式会社

11 折り装置 ピジョン株式会社 44 キトサン被覆機能物品とその製造方法 独立行政法人科学技術・・・

12 水解紙の製造方法 花王株式会社 45 ティシュペーパー 株式会社クレシア

13 アルコール供給材 三洋化成工業株式会社 46 ウエットシート積層体 東亜機工株式会社

14
容器付きロール状ウェットティシュ及び
ロール状ウェットティシュの製造方法

ピジョン株式会社 47 ウエットシート積層体 東亜機工株式会社

15 一回用ティッシュ構造 クァン－レ，チョウ 48 ウエットティッシュ包装体 花王株式会社

16 ウェットティシュ容器 ピジョン株式会社 49 ウエットティッシュ収納容器 大王製紙株式会社

17 薄型ワンタッチ開閉蓋 凸版印刷株式会社 50 密封包装体 ユニ・チャーム株式会社

18 ウェットペーパー収納容器用ホルダ 王子ネピア株式会社 51 ウェットティッシュ容器 ユニ・チャーム株式会社

19 身体拭きおよびウエットティッシュ 王子製紙株式会社 52 包装容器 大一紙工株式会社

20
包装ウエットティッシュ及びウエット
ティッシュ供給キット

和光堂株式会社 53 ウェットティッシュロール用容器 有限会社　ペーパーテック

21 アレルギー性鼻炎改善剤 王子製紙株式会社 54 消臭剤 新日本石油株式会社

22 衛生用紙 大王製紙株式会社 55
ウェットシート用容器及び前記容器用
の射出成形金型

中山工業株式会社

23 拭き取りシート ユニ・チャーム株式会社 56 シート積層体 東亜機工株式会社

24
ワイパー用積層不織布及びその製造
方法、並びに湿潤ワイパー

大和紡績株式会社 57
ウェットティッシュ用不織布及びウェット
ティッシュ

大王製紙株式会社

25
セルロース繊維不織布及びそれを用
いた不織布製品

旭化成せんい株式会社 58 ウェットティッシュ 大王製紙株式会社

26 シート収納装置 ユニ・チャーム株式会社 59 ワイパーおよびその製造方法 ユニ・チャーム株式会社

27 不織布 大王製紙株式会社 60 ウエットティッシュ包装体 花王株式会社

28 殺菌消毒液含浸シート 明星産商株式会社 61 水解性シート 大王製紙株式会社

29 柄模様現出ウェットティッシュ 明星産商株式会社 62 清拭用材 シャープ株式会社

30 衛生用紙製品 株式会社クレシア 63 清拭シート 株式会社フクヨー

31 クリーンルーム用ワイパー 旭化成せんい株式会社 64
ウエットティシュペーパー製品及びウ
エットティシュ容器

コンビ株式会社

32 包装袋 大王製紙株式会社 65 不織製品
エア　プロダクツ　ポリ
マー・・・

33 強アルカリイオン水及び脱脂・防錆・・・ 株式会社新栄製作所 以下２４点省略

ぬれティッシュ・ペーパーとその包装体 　　　No.9905

[公開編]　　平成17年（1年間）　　89点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥28,350   　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥28,350　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥４2,000　）




