
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜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！

(税込価格) (本体価格)

￥２６，２５０－ ￥２５，０００－

￥２６，２５０－ ￥２５，０００－

￥３８，８５０－ ￥３７，０００－

(本体価格)

No,9516 公開特許 平.5-14 91点  ￥18,400

No,9838A       〃 平.14-16 89点  ￥24,000

No,9342A       〃 平.10-13 92点  ￥21,400

No,8361A       〃 平.7-9 72点  ￥22,000

No,7826A       〃 平.1-6 96点  ￥26,600

No,9838B       〃 平.14-16 73点  ￥19,700

No,9342B       〃 平.10-13 64点  ￥16,200

No,8361B       〃 平.7-9 61点  ￥18,000

No,7826B       〃 平.1-6 64点 ¥18,400

No,9837       〃 平.7-16 110点  ￥27,800

No,9154       〃 平.9-12 64点 ¥19,800

No,8275       〃 平.4-8 68点  ￥19,700

No,7449       〃 昭.57-平.3 108点  ￥27,700

No,9341       〃 平.5-13 80点  ￥19,700

No,10219       〃 平.17-19 68点  ￥24,300

No,9834       〃 平.14-16 82点  ￥29,000

No,9296       〃 平.11-13 75点  ￥18,700

No,8575       〃 平.5-10 72点  ￥28,400

No,9340       〃 平.5-13 79点  ￥23,700

No,9492       〃 平.5-14 87点  ￥19,000

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（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。

 ニュースガイドNo,

 題名

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

医療廃棄物収納容器

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

合計 ￥

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

使い捨てマスクとその製造方法

               〃

               〃

               〃

花粉症用マスクとその製造方法

               〃

抗ウイルス・マスクの製造加工方法
[公開編]平成15年～平成20年（6年間）　　80点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０３５９

お   申   込   書

               〃

               〃

美顔マスクとその製造方法

化粧綿・脱脂綿とその製法

               〃

               〃

               〃

医療処理キットの構造

医療用ガーゼの製造方法

化粧用脂取り紙の製造方法

               〃

既刊関連セットのご案内

               〃

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

抗ウイルス・マスクの製造加工方法



1 マスクとその使用方法 ライフケア技研株式会社 35 抗ウイルスマスク 東洋紡績株式会社

2 機能付きマスク 山本　和彦 36
ウイルス捕捉組成物、及びそれを吸着
させたウイルス捕捉フィルター

コンビ株式会社

3 マスク 清水　久雄 37 機能性マスク 高橋　立志

4
化学的および生物学的汚染除去物質
およびシステム

ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

38
重症呼吸器症候群（サーズ）の羅患予
防マスク

友安　陽子

5 濾材 東洋紡績株式会社 39 アルコール滅菌袋型ガーゼマスク 山本　増男

6 濾材 東洋紡績株式会社 40 抗ウイルス抗菌組成物 財団法人理工学振興会

7
殺ウィルス性抗菌性作用を有する医療
用織物およびその製品

ザクリトーイ　アクツィオネル
ノイ　オブシェストフォ　ナウ
チノ－プロイス…

41
抗ウイルス性および抗細菌性呼吸器マ
スク

ウェン，　シェリー　エイチ．

8
ヘッドバンドの取り付け部を有するフィ
ルタ付き顔面マスク

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

42
フィルターおよび多孔質剤および空気
清浄機および不織布およびマスクおよ
び熱交素子および加湿器および…

松下エコシステムズ株式会
社

9 着用者の顔面を保護する装置
キンバリー　クラーク　ワー
ルドワイド　インコーポレイ
テッド

43 吸入具、及びマスク 有限会社ジーレム研究所

10
ヘッドハーネスアセンブリ付き半マスク
人工呼吸器

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

44
抗菌性組成物、およびそれを用いてな
るフィルタ

東洋インキ製造株式会社

11 血液不浸透性マスク 東燃タピルス株式会社 45 ウィルス不活化効果を有する繊維材料 東レ株式会社

12 薬効マスク 大澤　和雄 46 マイクロファイバーマスク 株式会社ジェムコ高崎

13 衛生マスク 株式会社中村 47 衛生マスク 中村　憲司

14 抗ウイルスマスク トーコー衛材株式会社 48 マスク リコーエレメックス株式会社

15
有害物質除去方法、並びに、それに用
いる空気浄化用フィルタ、マスク、拭き
取りシートなどの有害物質除去材…

ダイキン工業株式会社 49 微小たんぱく質不活化素材 レンゴー株式会社

16 抗菌性及び抗ウイルス性材料 東洋インキ製造株式会社 50 マスク処理用組成物 フマキラー株式会社

17
抗菌性及び抗ウイルス性材料およびそ
の用途

東洋インキ製造株式会社 51
ウイルスを不活性化するための方法及
び装置

ザ　カプロン　コーポレイ
ション

18 マスク
株式会社日本セフティー
ネット

52 透明マスク リ，　セ　ユプ

19 衛生マスク 中村　憲司 53 殺菌エアフィルタ
ボルダック・ルルー・イン
コーポレイテッド

20 フェイスマスク 株式会社アラマキテクニカ 54
抗ウイルス剤、これを用いた繊維及び
抗ウイルス部材

用瀬電機株式会社

21 多層式マスク 牧野　長生 55 立体形マスク 倉敷繊維加工株式会社

22 マスク
日本メディカルプロダクツ株
式会社

56 感染防護服及び抗ウイルス部材 山本　健二

23 ＳＡＲＳＳＡＦＥ 中松　義郎 57 多層式マスク 牧野　長生

24
殺菌フィルター及びこれを用いたマス
ク

アルピコ株式会社 58
マスク並びにマスク再生使用方法及び
賦活液

富士フイルム株式会社

25 コロナウイルス消毒剤 ヒノキ新薬株式会社 59
保湿性を有するマスク用布およびそれ
を用いた衛生マスク

日東電工株式会社

26 抗菌・殺菌力に優れたマスク 株式会社ニューステージ 60 殺菌・消臭剤 株式会社朝日商会

27 マスク用フィルターの挿入具 株式会社　ツーヨン 61
生物学的作用因に対する防護用フェ
イスマスク

シーエル．コム　アドバンス
ト　テクノロジー　ソシエタ
ペル　アチオニ

28 抗ウイルス剤とその用途 松下電器産業株式会社 62 民生用に適するバイオハザードマスク バイオキズ・ユーエスエー

29 感染予防マスク 倉敷繊維加工株式会社 63
表面にウイルスレセプターを安定的に
保持した固定化赤血球、その製造法
およびその用途

伊藤　宝務

30
化学物質過敏症及びウイルス対策用
マスク

宮本　忠 64 マスク スズラン株式会社

31 ウイルスの増殖抑制剤 ファインフーズ株式会社 65 マスク スズラン株式会社

32
マスク用有害物質除去材を備えたマス
ク、及び、そのマスク用有害物質除去
材の保管方法

ダイキン工業株式会社 66 マスク用フィルタ 株式会社クラレ

33
抗菌、抗ウィルス、及び抗真菌組成
物、及びその製造方法

國際威林生化科技股ふん
有限公司

67 除菌シート アルプス工業株式会社

34 感染症患者搬送用マスク 株式会社ノルメカエイシア 68
鼻・口唇部に弁幕を付加した当てガ－
ゼ及びマスク

田中　奈於

以下12点省略

抗ウイルス・マスクの製造加工方法   No.10359

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥26,250    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥26,250　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥38,850　）

[公開編]　　平成15年～平成20年（6年間）　　　　80点


