
株 式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－３－４藤村ビル

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）

ニュースガイﾄﾞＮｏ， １００６０ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

＜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！

洋式トイレ用尿飛散防止シート
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［公開編］平成１３年～平成１８年（６年間） ７２点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２２，９９５－ ￥２１，９００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２２，９９５－ ￥２１，９００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３３，６００－ ￥３２，０００－）

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。］
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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 （ ）
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※料金には別途送料がかかります。
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1 洋式便器の便座
タナック・エンジニヤリング
株式会社

43
男性小便飛散防止噴水ガード付き男
女兼用便器

▲浜▼村　寿美恵

2 飛散防止便器 株式会社高田製作所 44 洋式便器用男性小用時飛沫吸水具 伏木　英海

3 汚物付着防止壁付き便器専用把手 清水　道夫 45 便器用ナプキン 仲秋　正枝

4 便座延縮壁 平野　一郎 46 尿吸収シート 平田　まきゑ

5 洋式便器の排尿飛散防止装置 小川　菊枝 47 便器の尿漏れ防止具 谷口　忠道

6 洋風便器用補助具 鈴木　省吾 48 便座装置、尿飛散防止装置 アイシン精機株式会社

7 洋式便器の汚れ防止器 各務　義晴 49 小便漏れ止めカチューシャ 宮武　眞理子

8 飛沫補集器を備えた洋式便器 廖　經武 50 洋式便器の尿吸着用品 殿内　正子

9 洋式便器の使い捨て便座エプロン 朴　官鎬 51 男子小用飛散防止補助カバー。
有限会社　シーエスケープ
ラン

10 小便器用防汚アタッチメント 村上　英穂 52 洋式便器用防汚器具 鈴木　美裕

11 洋式便器用の小便飛散防止装置 株式会社栄幸建設 53
洋便器用男子小便尿だれ飛散防止器
具

有限会社ミリオンプラン

12
便器内放尿音の消音及び尿水飛散防
止便器

森川　年夫 54 小用飛散防止装置付き洋式便器 安部　徹

13
便器内放尿音の消音及び尿水飛散防
止装置

森川　年夫 55 洋式便器用飛散防止装置 門野　洋二

14 衛生便器 宮崎　四郎 56 折りたたみ式尿飛散防止硬質シート 瀬川　巧

15 洋式トイレ 柿沼　公大 57 尿飛散防止用具 須藤千秋

16 便器の汚れ防止シート 倉内　進 58 洋式便器の飛沫遮断具 忍澤　岳男

17
洋式便器における男子小便時の尿の
飛散及び残尿の垂れを防止する器具

鈴木　美裕 59 便座ガード 井上　哲夫

18
洋式便器の小便飛散漏れ防止付き便
座

阿部　冲則 60 洋式便器の小便用衝立て 八田　明宣

19
取り外しができる便器の飛散防止カ
バー

松川　智子 61 散り返し防止装置付き便座 中野　功

20 洋式便器用小水飛散防止カバー ハルズ京晴有限会社 62 小便器用尿飛散防止具 大館　正明

21 便器の尿垂れ防止具 上田　敏夫 63 洋式便器の小便受止装置 大多　稔

22 便器補助具及び便器補助具装置 中澤　和明 64 洋式便器の汚れ防止用カバー
ト－タルプリント豊工業株式
会社

23 尿飛散防止具 高橋　進 65 洋式トイレ用飛散防止具 信原　正

24 男子小便用補助具 鈴木　美貴子 66
洋式便器用男子小便飛散および便
器、便所の汚れ防止装置

▲高▼橋　善朗

25 尿の飛び散り防止具 有限会社溝永 67 トイレ飛散防止シート 樋田　成人

26 便座 株式会社ＩＮＡＸ 68 小便器用尿滴跳ね返り防止受具 大森　建男

27 便器用飛散防止部材及び便器設備 株式会社モルテン 69
腰掛式便器の排尿流出防止装置付き
便座。

藤田　岑生

28
便器の汚れを肌身に付着させない装
置と該装置の製造方法

宮崎　壮一 70 男子小便飛散防止シート 椎屋　昌一

29 Ｙ字型便座シート 眞鍋　美智枝 71 尿飛散防止具及びそれを備えた便座 株式会社京都加工

30 男子用小便便器の飛沫受けパネル
有限会社　勝栄プラスチッ
ク工業所

72 放尿漏れ防止構造を有する洋風便器
有限会社ブイイー技研・ア
カバ

31 洋式トイレ用消音シート 大池　公子

32 便器用簡易椅子トイレカバー 小橋　一廣

33 洋式便器の飛沫遮蔽具 株式会社芙蓉実業

34 便座装置の装着品 東陶機器株式会社

35 小便器用マークシート及び小便器 有限会社システムアメニティ

36 尿飛散防止用シート 木村　さゆり

37 洋式便器用簡易カバー 加隈　司

38
小水漏れ防止具及び小水漏れ防止機
能付き洋式トイレ用便座

岡田　宗夫

39
洋式トイレ用防汚カーテン及び防汚方
法

勝島　尚之

40
小便遺漏防止機構付き便器及びアダ
プター型小便遺漏防止器具

大石　直洋

41 男子も安心トイレ 板垣　修弘

42 放尿飛散防止装置 畑中　廣美 以上７２点収録

洋式トイレ用尿飛散防止シート　　　No.10060

[公開編]　　平成13～平成18年（6年間）　　72点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥22,995  　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥22,995　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥33,600　）


