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＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞ ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

使い捨てトイレ用マット
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１３年～平成１８年（６年間） ７５点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２３，８３５－ ￥２２，７００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２３，８３５－ ￥２２，７００－
（ 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,9167 公開特許 使い捨てトイレ用マット 平.7-12 68点 ￥21,700
No,7832 〃 〃 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,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,7128 〃 〃 平.1-2 117点 ￥29,400
No,8247 〃 使い捨てシーツとその製造方法 平.5-8 64点 ￥24,600
No,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
No,8780(B) 〃 使い捨てパンツとその製造方法 平.9-10 83点 ￥34,700
*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。］

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 便器周りの床用シート 内田　菊子 38
抗菌消臭剤入りもみ殻含有使い捨て
シート・マット

横沢金属工業株式会社

2 消臭シート 有限会社エスアンドアイ 39 便所用簡易交換マット 佃　明美

3
夢ごこち花園ＷＡＬＫＩＮＧＴＯＩＬＥＴＭ
ＯＴ（ＤＲＥＥＭＦＬＯＷＥＲＧＡＲＤＥＮＦ
ＡＬＬＩＮＬＡＶＥＦＬＹＪＡＭＰＯＶＥＲ…

福地　美智子 40 トイレマット ニッテン株式会社

4 使い捨てトイレマット 中平　照代 41 洋式トイレ用消音シート 大池　公子

5 便所用マット
エムエイシイサンコー株式
会社

42 消臭フロアシート フロンティア株式会社

6
洗浄剤の細粒と消臭芳香剤を浸透し
た用紙

尾泉　隆次 43 日用品 株式会社　パーソンズ

7 消臭シート 花王株式会社 44 吸尿除菌消臭マット
日本環境サイエンス株式会
社

8 ナイスマット 大園　光広 45 小便器用ステップ 楓　博之

9 小便器用防汚アタッチメント 村上　英穂 46
消臭機能を有する材料及びその製造
方法

株式会社興人

10 使い捨て簡易トイレマット 坂口　昭子 47
消臭マットの製造方法および消臭マッ
ト

三井金属資源開発株式会
社

11
吸水性のある紙製の使い捨て洋式トイ
レマット

井上　安里 48 抗菌防黴消臭繊維質ボード 横沢金属工業株式会社

12 芳香放散方法および芳香放散マット 中込　敬祐 49 悪臭制御の方法、組成物、及び物品
ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

13 消臭シート 花王株式会社 50 尿吸収シート 平田　まきゑ

14 マット ツジカ産業株式会社 51 尿吸収シートを備えたトイレ用マット
有限会社カートンサービス
オクダ

15 消臭シート ユニ・ハートス株式会社 52 保液テープ 株式会社サンコー

16 小便の雫取りマット ニュー・グッズ株式会社 53 消臭シート 株式会社サンコー

17 消臭シート 中本パックス株式会社 54 抗菌防黴消臭繊維質積層ボード 横沢金属工業株式会社

18 しずく受けシート付き足元マット 野田　壽彦 55 トイレ床取替シート 高橋　文子

19 衛生マット 株式会社杉山 56 排泄物固着防止シート ピップフジモト株式会社

20
室内用簡易式トイレの消臭及び間仕
切りユニット構造

岡部商事株式会社 57 シート 花王株式会社

21 トイレマット 村上　英穂 58
尿滴吸収用除菌・消臭マット、尿滴対
策装置およびマット材ロール

アース・バイオケミカル株式
会社

22 トイレ床マット 井上織物株式会社 59 使い捨てトイレ足元シート アイン株式会社総合研究所

23 吸水マットおよびその製法 株式会社スノーヴァ 60 トイレ用吸液シート 児玉　久美

24
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 61 男性用トイレマット 佐々木　直司

25 洋式トイレ用の補助マット 辻　ハルイ 62 トイレ用マット 花王株式会社

26 小便器用ステップ 楓　博之 63
文字列のソート方法およびソートプログ
ラム

新光電気工業株式会社

27 トイレマット 高橋　敏彦 64 抗菌性シート状物 日宝化学株式会社

28 便器の敷物 石井　宏和 65 化粧シート 堀田敷物株式会社

29
消臭性紙、およびこれを用いる糞尿臭
の消臭方法

東亞合成株式会社 66 小便器用踏み台 株式会社ヒートパーツ

30
消臭処理材及び消臭処理材の製造装
置

長崎　博美 67 掌サイズの使い捨て汚れ防止具 國重　▲恵▼子

31 防水用床敷きマット 株式会社サノテック 68 便器下部と床の接合部を覆うカバー 中野　千代子

32 らくらくお掃除トイレカバー 星山　奈保子 69 トイレ用床敷 齊藤　朋兄

33 トイレ用シート
東洋アルミホイルプロダクツ
株式会社

70
流せるトイレマットと流せる便器のふた
カバー

河上　たずみ

34 トイレマットを使用するペット用トイレ 佐藤　修由 71 消臭シート アキレス株式会社

35 紙製品の抗菌加工方法
有限会社カートンサービス
オクダ

72
消臭機能付尿受けシート並びに尿受
け具

株式会社トップワン

36 トイレパット 河田　英明 73 衛生シートロール 阪本　和士

37
多孔質体の吸着作用の低下を防止す
る方法、消臭シート及びそれを備えた
製造物、消臭シートの製造方法

株式会社ピラミッド 以下２点省略

使い捨てトイレ用マット　　　No.10059

[公開編]　　平成13～平成18年（6年間）　　75点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥23,835   　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥23,835　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥35,700　）


