
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)

￥１８，９００－ ￥１８，０００－

￥１８，９００－ ￥１８，０００－

￥２８，３５０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,10562 公開特許 平.22 78点 ￥26,000

No,10431       〃 平.21 78点 ￥26,000

No,10300       〃 平.20 86点 ￥27,900

No,10156       〃 平.19 88点  ￥28,300

No,10038       〃 平.18 88点  ￥28,300

No,9905       〃 平.17 89点  ￥27,000

No,9775       〃 平.16 100点  ￥23,000

No,9648       〃 平.15 101点  ￥23,500

No,9449       〃 平.14 89点  ￥20,500

No,9261       〃 平.13 85点  ￥21,500

No,9042       〃 平.12 84点  ￥31,800

No,8808       〃 平.11 91点  ￥34,700

No,8576       〃 平.10 76点  ￥29,400

No,8325       〃 平.9 77点  ￥29,600

No,8081       〃 平.8 67点  ￥27,700

No,8386       〃 平.7-9 65点  ￥19,700

No,8364       〃 平.6-9 51点  ￥19,700

No,8247       〃 平.5-8 64点  ￥24,600

*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

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

既刊関連セットのご案内

母乳洩れ吸収パットとその製法

               〃

◎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

               〃

ぬれティッシュ・ペーパーとその包装体

使い捨てシーツとその製造方法

使い捨て便座カバーとその製法

ぬれティッシュ・ペーパーとその包装体
[公開編]平成23年（1年間）　　59点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０６９０

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

※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      

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

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



1 清拭シート レック株式会社 38 家庭用薄葉紙収納容器 大王製紙株式会社

2 ごみ入れ付き携帯用ウェットティッシュ 小堀  薫 39
ウエットティシュ収納容器及びウエット
ティシュ収納容器に装着する外装体

日本製紙クレシア株式会社

3
ウェットシートが収納された交換用
ウェットシート容器、その容器の格納具
及びそのセット

株式会社タイキ 40 ウエットシート収容容器 大王製紙株式会社

4 収納容器 フクヨー興産株式会社 41 清拭物品 五洲薬品株式会社

5 容器 花王株式会社 42 清拭物品 五洲薬品株式会社

6 シート積層体及びシート包装体 フクヨー興産株式会社 43 ウェットティッシュの包装用袋 株式会社メイワパックス

7 容器 花王株式会社 44 家庭用薄葉紙収納容器 大王製紙株式会社

8 容器 花王株式会社 45 コンビニエンスワイプ アボッシュ、オデイ

9 容器 花王株式会社 46 ポケットティッシュとその製造方法 明広商事株式会社

10 ウェットシート用包装体の蓋体 レック株式会社 47
ウェットワイプスの製造方法及び製造
装置

ユニ・チャーム株式会社

11
ウェットティッシュ包装体、ウェットティッ
シュ包装体の製造方法、及びウェット
ティッシュ包装体の製造装置

ユニ・チャーム株式会社 48
ウェットワイプスの製造方法、製造装置
及びウェットワイプス

ユニ・チャーム株式会社

12 包装体 ユニ・チャーム株式会社 49 清掃用ウエットシート 花王株式会社

13 清掃用水解性ウェットシート 大王製紙株式会社 50 除菌シート 俣野  幸男

14 ウエットシート包装体 明広商事株式会社 51 ウエットシート包装体 明広商事株式会社

15 凹凸模様のある不織布
クラレクラフレックス株式会
社

52 除菌用ウェットワイパ
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

16 収納容器 フクヨー興産株式会社 53
皮膚と接触したときに冷却感を与える
ティッシュ製品

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

17 衛生シート ピジョン株式会社 54 ウェットワイパー中の流体移動の抑制
ハーキュリーズ・インコーポ
レーテッド

18 家庭用薄葉紙収納容器 大王製紙株式会社 55
リシールラベル及びウエットティシュ包
装体

株式会社友功社

19 収容容器 ユニ・チャーム株式会社 56 使い捨て清拭用物品 ミニパック株式会社

20 家庭用薄葉紙収納容器 大王製紙株式会社 57 ウエットペーパーの巻芯用円筒管 株式会社三幸

21
家庭用薄葉紙入り家庭用薄葉紙収納
箱

大王製紙株式会社 58 女性性器クリーナー専用シート 島田  豊秀

22
ウェットティッシュ収納容器の取出口カ
バー

清水  英里 59 密封包装体 カナエ紙工株式会社

23 ウエットシート包装体 明広商事株式会社

24 シート装置 本田技研工業株式会社

25
機能拡張したウェットティッシュ等の容
器

株式会社コーヨー化成

26
容器の固定設置構造並びにこれに用
いる固定具

株式会社コーヨー化成

27 ウェットティッシュ用ビニール包み 朴  正光

28
大画面モニタ用ウェットワイパー、及び
ワイパー包装体

日本製紙クレシア株式会社

29 ウェットティッシュ 株式会社フクヨー

30
電解アルカリイオン水を用いたウェット
シート及びその製造方法

株式会社アロンワールド

31
ロール形ウエットティッシュの収納用カ
セット及びペーパーホルダー

株式会社三幸

32 抗菌蓋ユニット 中村  憲司

33
ウェットティッシュ包装体及びその製造
方法

ユニ・チャーム株式会社

34
ウェットティッシュ包装体及びその製造
方法

ユニ・チャーム株式会社

35
ウェットティッシュ包装体及びその製造
方法

ユニ・チャーム株式会社

36 蓋付き容器 ユニ・チャーム株式会社

37 家庭用薄葉紙収納容器 大王製紙株式会社

以上59点収録

ぬれティッシュ・ペーパーとその包装体　　　No.10690

[公開編]　　平成23年（1年間）　　　　59点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥18,900    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥18,900　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥28,350　）


