
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)

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,10690 公開特許 平.23 59点 ￥18,000

No,10562       〃 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：〒

ぬれティッシュ・ペーパーとその包装体

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

※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      

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０７９７

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

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24年（1年間）　　70点

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

               〃

               〃



1 不織布取り出し具 本間　泰輔 38 皮膚清拭シート用基布の製造方法 ユニチカ株式会社

2 家庭用薄葉紙収納容器 大王製紙株式会社 39 衛生薄葉紙製品包装体 大王製紙株式会社

3 家庭用薄葉紙収納容器 大王製紙株式会社 40 折畳みシート積層体 カタオカキコー有限会社

4 家庭紙収納箱 マスコット紙業株式会社 41 シート収容体 ユニ・チャーム株式会社

5 蓋付き容器 王子ネピア株式会社 42
トップに開口部を設けた横ガセット袋お
よびこれを用いた包装体の製造方法

凸版印刷株式会社

6
ウエットティッシュ詰替治具及びウエット
ティッシュ容器

和光堂株式会社 43 湿潤ワイパー 旭化成ケミカルズ株式会社

7 拭き取りシート
株式会社ＮＢＣメッシュテッ
ク

44 家庭用薄葉紙収納容器 大王製紙株式会社

8 家庭用薄葉紙収納容器 大王製紙株式会社 45 家庭用薄葉紙収納容器 大王製紙株式会社

9 家庭用薄葉紙収納容器 大王製紙株式会社 46 ウエットティッシュの連続取り出し構造 明広商事株式会社

10 複数の物品包装体の結束システム ユニ・チャーム株式会社 47 家庭用薄葉紙収納容器 大王製紙株式会社

11 衛生用繊維集合体製品 大王製紙株式会社 48 ウェットティッシュ収納容器 山田　菊夫

12
再封可能包装体及びウェットシート包
装製品

ライオン株式会社 49 身体清拭タオル 明広商事株式会社

13 シート蓋付き包装袋
株式会社フジシールイン
ターナショナル

50 包装体用カバー 王子ネピア株式会社

14 包装袋
株式会社フジシールイン
ターナショナル

51 ウェットティッシュ包装体の製造方法 ユニ・チャーム株式会社

15 包装袋
株式会社フジシールイン
ターナショナル

52 ウェットシート収容体 大王製紙株式会社

16
底上げ可能なシート用収納箱とその底
上げ方法

株式会社大貴 53 ウェットティッシュ包装体 山田　菊夫

17 ウエットシート用等の包装袋 明広商事株式会社 54 水解性不織布及び湿潤シート製品
ダイワボウホールディングス
株式会社

18 ウェットシート収納容器 大王製紙株式会社 55 密閉ラベルおよび包装容器 凸版印刷株式会社

19 家庭用薄葉紙収納容器 大王製紙株式会社 56 密閉ラベルおよび包装容器 凸版印刷株式会社

20 包装体 大王製紙株式会社 57 防汚・清掃用シート 大日本除蟲菊株式会社

21 収納容器 フクヨー興産株式会社 58 ティッシュ容器 岩谷マテリアル株式会社

22 ロール形ウエットティッシュの供給器 株式会社三幸 59 密閉ラベルおよび包装容器 凸版印刷株式会社

23
抗ウイルス剤担持シート及びその製造
方法

ユニチカ株式会社 60
物品の保存および分配等に用いる取
出し口にふたを備えるパケット

タドビック　リミテッド

24
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 61 臭気抑制物質を含む拭い材
エスセーアー・ハイジーン・
プロダクツ・アーベー

25 包装構造 ユニ・チャーム株式会社 62 抗ウイルス性衛生用繊維製品 国立大学法人広島大学

26
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 63 シート状化粧料 ライオン株式会社

27
払拭清浄体、および払拭清浄体の製
造方法

明広商事株式会社 64 清掃シートおよび清掃用具 ユニ・チャーム株式会社

28
ウェットシート及びそれを用いたウェット
ティッシュ又はウェットタオル（おしぼり）

松浦株式会社 65 ウェットティッシュの防災用パッケージ 株式会社本田洋行

29 清拭用ウェットタオルの収容容器 株式会社禄宏 66 使い捨ておしぼり カネヨシ商事株式会社

30 スライド式開閉蓋を有する収納容器 凸版印刷株式会社 67 消毒剤拭取タオル
オオサキメディカル株式会
社

31 スライド式開閉蓋を有する収納容器 凸版印刷株式会社 68
分離可能なゴミ袋つき携帯ティッシュ
ペーパー

吉田　真人

32
ウェットティッシュ包装体及びその製造
方法

レック株式会社 69 使い捨て足拭きウェットティッシュ 田吹　俊介

33
蓋材、蓋材付き包装体、および前記蓋
材の製造方法

株式会社富士印刷 70 拭き取り用ウエットティッシュ 株式会社いづみ企画

34 家庭用薄葉紙収納容器 大王製紙株式会社

35 ウェットシート収容体 大王製紙株式会社

36
衛生シート積層体及び衛生シート包装
体

ピジョン株式会社

37
ウェットティッシュ重畳体およびウェット
ティッシュ包装体

山田　菊夫

以上70点収録

ぬれティッシュ･ペーパーとその包装体　　　No.10797

[公開編]　　平成24年（1年間）　　　　70点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,000　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥31,500　）


