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1 サンドイッチ用包装袋 株式会社大阪包装社 39 サンドイッチ用包装袋 朋和産業株式会社

2
サンドイッチ用包装体及びそれによっ
て被包されたサンドイッチ製品

株式会社ビクトリー 40 包装容器および包装シート 朋和産業株式会社

3 包装米飯サンドイッチ及び包装シート 鈴木　允 41 包装袋 朋和産業株式会社

4 積層フィルム
昭和電工プラスチックプロ
ダクツ株式会社

42 食品の包装袋 恩塚　愛子

5 食品包装用袋 株式会社大阪包装社 43 食品の包装袋 恩塚　愛子

6 食品用包装袋 株式会社カナオカ 44 食品包装フィルム 朋和産業株式会社

7 食品包装用袋 株式会社大阪包装社 45 三角柱状物の包装体及び包装方法 株式会社川島製作所

8 サンドイッチ等の包装袋
有限会社　サーフ技術サー
ビス

46 包装袋 朋和産業株式会社

9 サンドイッチ用包装袋
有限会社　サーフ技術サー
ビス

47 サンドイッチ用包装袋 株式会社カナオカ

10 サンドイッチ用包装袋
有限会社　サーフ技術サー
ビス

48 サンドイッチの包装用パック ローマイヤ株式会社

11 サンドイッチ用包装袋
有限会社　サーフ技術サー
ビス

49 包装容器 株式会社丸萬

12 サンドイッチ用包装袋
有限会社　サーフ技術サー
ビス

50 食品用の包装袋 朋和産業株式会社

13 軟質食品の包装体及びその包装方法 中国パール販売株式会社 51 食品用の包装袋 朋和産業株式会社

14 サンドイッチ用包装袋 株式会社丸忠 52 食品用の包装袋 朋和産業株式会社

15
食品包装袋用シート、及びシートロー
ル体、及び食品包装袋

朋和産業株式会社 53 サンドイッチ用包装用紙箱 ザ・パック株式会社

16
食品包材及びその製造方法並びに包
材製造システム

有限会社アイブイシー 54 食品用の包装袋およびその製造方法 朋和産業株式会社

17
カットテープにより特定の面形状に引き
裂ける包装フィルムの製造方法

大沼　浩司 55 食品包装体 松岡　孝幸

18
サンドイッチ等の被包装物の包装シー
ト

大沼　浩司 56 食品用包装袋の製造方法 朋和産業株式会社

19 三角柱状の被包装物の包装方法 大沼　浩司 57 包装用袋 エヌケー工業株式会社

20 三角柱状の被包装物の包装方法 大沼　浩司 58 包装サンドイッチ及びその包装方法 鈴木　允

21 食品用包装袋 青戸製袋工業株式会社 59 紙と透明フィルムの複合包装体 レンゴー株式会社

22 三角形状食品の包装用袋 鈴茂器工株式会社 60
易開封手段を有する包装材及びその
製造方法

株式会社カナオカ

23
特定の面形状に引き裂ける包装フィル
ムの製造方法

大沼　浩司 61 食品包装袋
達穎塑膠股▲ふん▼有限
公司

24
包装機用包装袋束体、及び、包装機
用包装袋束体の製造方法

朋和産業株式会社 62 サンドイッチ用の容器 株式会社カナオカ

25 食品の包装方法及び食品包装体 朋和産業株式会社 63 食品包装用袋 株式会社大阪包装社

26 易開封手段を備えた包装体 株式会社カナオカ 64
サンドイッチ等の食品包装袋及びその
製造方法

朋和産業株式会社

27 易開封手段を備えた包装体 株式会社カナオカ 65 サンドイッチ包装体 レンゴー株式会社

28
易開封機能付き袋包装用フィルム及び
その製造方法

大沼　浩司 66 食品用包装袋およびその製造方法 朋和産業株式会社

29 サンドイッチ用包装袋 株式会社大阪包装社 67 包装袋 朋和産業株式会社

30 加工食品封入用袋 朋和産業株式会社 68
包装用フィルムおよびおにぎり包装フィ
ルム

中本パックス株式会社

31 食品用包装材 株式会社スズパック 69 食品包装用袋及びその製造方法 有限会社　九州ラミネート

32 サンドイッチ保存ケース 株式会社トロイマー 70 底とじタイプの包装袋 朋和産業株式会社

33 新鮮食感長持ちのサンドイッチ 田中　一成 71 食品用包装袋の製造方法 朋和産業株式会社

34 食品包装用袋 エヌケー工業株式会社 72 食品用包装材料 東レ株式会社

35 食品包装用袋 エヌケー工業株式会社 73 サンドイッチ包装
マイア、エヴァルド、セサー
ル

36
多品種同一形状のシート状パッケージ
の供給システム

信越ポリマー株式会社 74 再閉鎖可能な包装袋
エルサエセール・フェアパッ
クンゲン・アクチェン・ゲゼル
シャフト

37 被包食品用の包装シート 朋和産業株式会社 75 食品包装に適したフィルム
ダウ　グローバル　テクノロ
ジーズ　インコーポレイティ
ド

38 被包食品用の包装シート 朋和産業株式会社 以下１点省略
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