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既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9169 公開特許 使い捨て便座カバーとその製法 平.10-12 63点 ￥19,700
No,8386 〃 〃 平.7-9 65点 ￥19,700
No,7860 〃 〃 平.3-6 93点 ￥21,700
No,7128 〃 〃 平.1-2 117点 ￥29,400
No,7832 〃 使い捨てトイレ用マット 昭.60-平.6 80点 ￥20,500
No,8992 〃 ペット用シーツの製造加工方法 平.5-11 86点 ￥29,700
No,8247 〃 使い捨てシーツとその製造方法 平.5-8 64点 ￥24,600
No,8575 〃 化粧用脂取り紙の製造方法 平.5-10 72点 ￥28,400
No,8697 〃 水解性シートの製造加工方法 平.5-10 73点 ￥29,700
No,8854 〃 廃油吸収用シート剤の製造加工方法 平.9-11 67点 ￥27,400
No,8225 〃 〃 平.5-8 64点 ￥30,000
No,9152 〃 高吸収性シート剤の製造加工方法 平.10-12 62点 ￥23,400
No,8384 〃 〃 平.7-9 89点 ￥29,700
No,8905 〃 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,8903 〃 美容シートとその製造方法 平.5-11 111点 ￥37,700
No,8736 〃 男性用尿吸収体とその製法 平.6-10 66点 ￥28,400
No,8779 〃 積層吸収シート材の製造方法 平.5-10 130点 ￥53,000
No,8369 〃 脱臭用シートの製造加工方法 平.4-9 144点 ￥46,000
No,8381 〃 抗菌性シートの製造加工方法 平.5-9 84点 ￥27,400

*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。］
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1 洋式便座自動カバー 岡野　徹夫 45 便座紙シートを保持する便座 七尾　秀夫

2 シートストッパー 森本　敦 46
便座カバーへのシートペーパー供給
構造体

株式会社ロンテクノ東京

3 便座シート 滝波　正也 47 使い捨て便座シート 株式会社ヤマガタグラビヤ

4 清掃用積層シート ライオン株式会社 48 衛生シート等の折り返しガイド装置を取 大橋　祐介

5 便座シート装着装置と積層便座シート 小寺　日出見 49 便座シート フジパック株式会社

6 弱粘着部を有するトイレットペーパー 株式会社ベルベ 50 使い捨て便座シート 株式会社ナム

7
便座用ロールシートとその繰り出し装
置からなる便座シート装置。

エムエヌエンジニアリング株
式会社

51 便座ペーパー 佐久間　弘次

8 トイレットペーパー兼便座敷 武井　満江 52 便座カバー用ペーパー及びその粘着部株式会社オーバ

9 サニタリー用保温シート 大日本印刷株式会社 53 洋式トイレ用消音シート 大池　公子

10 便座用シート固定装置 内田　俊毅 54 洋式トイレ用使い棄て便座カバー 渡邉　梅美

11 便座シート収納キャビネット 有限会社サイトー 55 使い捨て便座カバー 花王株式会社

12 洋式便器の使い捨て便座エプロン 朴　官鎬 56 便座カバー 木森　徹

13 携帯用の折り畳み可能な便座カバー 陳　世　祈 57 使い捨て便座フィルムが積層された便座張　智源

14 便座シートストッカー 有限会社サイトー 58 ワンカット式シートペーパホルダ
株式会社クリンペット・ジャ
パン

15 便座のシートカバー
株式会社エイチ・アールー
エス

59 便座シート製造方法及び便座シート 株式会社杉山

16 便座シート モリト株式会社 60 便座カバー用紙セット、便座カバー用紙翼システム株式会社

17 洋式便器 高橋　博 61 便座シートペーパー 株式会社オーバ

18
大便による便器の汚れを防止するトイ
レの敷シートペーパー

永井　利幸 62 テッシュペ－パ－の包装物 木暮　勉

19
温水洗浄便座に適したトイレットペー
パー

株式会社クレシア 63 尿吸収シート 平田　まきゑ

20 便座シート 株式会社クラレ 64 使い捨て便座シート 有限会社福井ラミネート

21 便座カバー 田中　多美江 65 水が撥ねないティッシュ 八尋　徳生

22 便器の汚れ防止シート 倉内　進 66 便座シート 株式会社杉山

23
便座シートストッカーと、便座シートス
トッカー制作方法と、便座シートストッ
カー用のピックアップカートリッジ

有限会社サイトー 67 幅広トイレットロールペーパー。 永井　清

24
水洗トイレの便座に装着する紙カバー
と洗浄紙

尾泉　隆次 68 四つ折り便座シートの製造方法、及び四杉山　建三

25 便座シート 大江　英美子 69 便座シートペーパーセッティング方法とそ株式会社オーバ

26 便座上での便座シート定着要素 大日向　和弘 70 便器用用紙ホルダー 株式会社ホウエイ

27
洋式トイレ使い捨て床マット及び便座
カバー及び便座後ろカバー

伊藤　保江 71 洗浄便座用便座敷き紙 中井　孝一郎

28
取り外しができる便器の飛散防止カ
バー

松川　智子 72 粘着テープ繰り出し装置、粘着テープ繰有限会社サイトー

29 洋式便器の便座シート敷設装置 森脇　信之 73 水溶性ロール式便座紙シート 松田　善作

30 携帯用便座シート 新倉　昭夫 74 衛生便座カバー 陳　世　▲祈▼

31 便座カバー ユーザー株式会社 75 腰掛式トイレ用使い捨て簡易便座カバー中村　健二

32 便座カバー機構 株式会社オーバ 76 携帯用使い捨て便座シート チャン　ヨンウ

33 便座シート 宮島　誠 77 ウエットペーパートイレット 永井　正哉

34 帯状の紙便座シート 寺田　正樹 78 便座シートの製造方法 株式会社杉山

35
粘着テープ等の繰り出し装置及び該
繰り出し装置を備えた便座シート収納
キャビネット

有限会社サイトー 79 連続シートから単位シートへの切断送り 株式会社杉山

36 洋式便器の便座シート自動敷設装置 安西　章司 80 使い捨て便座シート 大村興業株式会社

37 使い捨て便座シート 株式会社ヤマガタグラビヤ 81 流せるトイレマットと流せる便器のふたカ河上　たずみ

38 洋式便器 小川　良二 82 トイレットペーパホルダー 小山田　昇

39 携帯用便座シート 大口　則昭 83 吸着シート及び吸着シートの製造方法 株式会社サンコー

40
着座型便器のペーパーカバー仮止め
構造

宮崎　正勝 84 非常用トイレバッグ及びそれに用いる簡有限会社ユイット

41 便座用シート定着装置 株式会社美旗工業 85 便座用接着シートとその使用方法 田辺　和子

42 大便の付着防止紙 大庭　幸男 86 便座用接着シート 田辺　和子

43 Ｙ字型便座シート 眞鍋　美智枝 87 トイレに流せる便座紙カバー 河上　たずみ

44 使い捨て便座シート 山形　一紀 以下５点省略

使い捨て便座カバーとその製法　　　No.10058

[公開編]　　平成13～平成18年（6年間）　　92点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥28,980   　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥28,980　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥43,050　）




