
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)

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥２９，１６０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,10896 登録・公開 平.25 70点 ￥18,000

No,10796       〃 平.24 63点 ￥16,000

No,10686       〃 平.23 60点 ￥15,000

No,10557       〃 平.22 60点 ￥18,000

No,10419       〃 平.21 68点 ￥20,400

No,10299       〃 平.20 71点 ￥24,600

No,10155       〃 平.19 77点 ￥25,400

No,10041       〃 平.18 76点  ￥24,700

No,9909       〃 平.17 72点  ￥21,600

No,9771       〃 平.16 78点  ￥18,900

No,9636       〃 平.15 78点  ￥18,000

No,9437       〃 平.14 78点  ￥18,000

No,9249       〃 平.13 71点  ￥18,000

No,9038       〃 平.12 71点  ￥23,400

No,8216 公開特許 平.5-8 63点  ￥19,700

No,8259B       〃 平.7-8 70点  ￥24,200

No,8259A       〃 平.5-6 55点  ￥15,800

No,8305       〃 平.5-8 63点  ￥24,700

No,9711       〃 平.6-15 100点  ￥23,000

*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

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

紙管の製造方法と加工方法

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。

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

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］
お   申   込   書

               〃

包装用紙管緩衝剤

紙管のリサイクル方法

               〃

故紙製緩衝材の製造方法と装置

既刊関連セットのご案内

紙管の製造方法と加工方法
[登録・公開編]平成26年（1年間）　　70点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０９８８

ペーパー・ハニカムコアの製造加工方法

               〃

◎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 紙管およびその製造方法 富士紙管株式会社 37
ラップフィルム巻回体及び巻回体収容
体

旭化成ケミカルズ株式会社

2
フィルムロール梱包体およびその製造
方法

コニカミノルタ株式会社 38
管体を製造する機械及び関連した方
法

フアビオ・ペリニ・ソシエタ・
ペル・アチオーニ

3
薬剤包装装置、薬剤包装装置の制御
方法、分包紙及び分包紙用紙管

株式会社タカゾノ 39
巻芯に巻き上げられたガラス用の梱包
ユニット

ショット　アクチエンゲゼル
シャフト

4
原反ロールの保管装置および原反
ロールの保管方法

日本製紙クレシア株式会社 40 内容物の詰め替えが可能な紙管容器
ヨンウー　カンパニー，リミ
テッド

5 ロールホルダー 日本製紙クレシア株式会社 41 不織布ロール 旭化成せんい株式会社

6
ロール紙組立体、及びロール紙用フラ
ンジ

ソニー株式会社 42 テーピングテープ収納体 株式会社キリン堂

7
ロール紙組立体、及びロール紙用フラ
ンジ

ソニー株式会社 43 紙質帯状物のコイル巻き品 有限会社マルエス紙工

8 フランジ付き巻芯 株式会社昭和丸筒 44 感熱紙用巻芯 株式会社カツマタ

9 巻芯部材 ブラザー工業株式会社 45 ロールペーパーの製造方法 大王製紙株式会社

10 巻芯部材 ブラザー工業株式会社 46 シート状物の巻取用巻芯体 リケンテクノス株式会社

11
テープ用複合芯材及びそれを用いた
テープ巻重体

積水化学工業株式会社 47 ロール製品用のプロテクタ 日本バーリヤ工業有限会社

12
ポリエステル系熱収縮性フィルムロー
ル

三菱樹脂株式会社 48 フィルムロール用梱包箱 日立化成株式会社

13 ロール体 エーアールシー株式会社 49 酸素吸収性フィルムの包装体 大日本印刷株式会社

14
シート包装体及びそれに用いる支持部
材

共同印刷株式会社 50 紙管およびその製造方法 富士紙管株式会社

15 巻取りロール
東洋インキＳＣホールディン
グス株式会社

51 自動販売機用包装容器 凸版印刷株式会社

16
トイレットロール、トイレットロールの製
造方法及びトイレットロールを包装した
製品

大王製紙株式会社 52
薬剤包装装置、薬剤包装装置の制御
方法、分包紙及び分包紙用紙管

株式会社タカゾノ

17 ロール紙とロール紙を備えた発券機 株式会社寺岡精工 53 複合紙管の製造機 日本たばこ産業株式会社

18 糸条巻き取り用ボビン 株式会社昭和丸筒 54 リール 日立化成株式会社

19 巻芯、及び捲回素子製造方法 株式会社皆藤製作所 55
紙管及び当該紙管を使用したロール
状シート

大王製紙株式会社

20 巻芯、及び捲回ユニット 株式会社皆藤製作所 56 ロールシート装着具 株式会社ネクスト

21 巻芯及びシート保持方法 株式会社豊田自動織機 57
電子部品のキャリアテープ用リール及
びその半割体

ニッポー株式会社

22 巻芯および巻体 大日本印刷株式会社 58 巻芯
タイガースポリマー株式会
社

23 原紙自動連結装置 日本紙管工業株式会社 59 巻芯用紙管 旭化成ケミカルズ株式会社

24 巻芯 凸版印刷株式会社 60 紙製巻芯 株式会社昭和丸筒

25 紙製リール 株式会社新居パック 61 巻芯および巻体の製造方法 シーアイ化成株式会社

26
打上げ花火の玉皮及びその玉皮の製
造方法、打上げ花火の玉皮用部品

有限会社太田紙工 62 紙管およびその製造方法 富士紙管株式会社

27
ロールペーパー及びロールペーパー
の製造方法

大王製紙株式会社 63 スパイラル紙管 丸住製紙株式会社

28
ロールペーパー及びロールペーパー
の製造方法

大王製紙株式会社 64 シート、ロール状シート及び巻付方法 リンテック株式会社

29
トイレットロールの製造方法及びトイ
レットロール

大王製紙株式会社 65 紙管製造装置および紙管製造方法
富士スパイラル工業株式会
社

30
トイレットロール及びトイレットロールの
製造方法

大王製紙株式会社 66
紙管の製造方法及び当該紙管を巻芯
とするロール状衛生用紙

王子ホールディングス株式
会社

31 トイレットロール 大王製紙株式会社 67 巻芯及びその製造方法、製造装置 長岡産業株式会社

32
トイレットロールの製造方法及びトイ
レットロール

大王製紙株式会社 68 巻取カラー 株式会社片岡機械製作所

33
トイレットロールの製造方法及びトイ
レットロール

大王製紙株式会社 69 巻き芯 三菱樹脂株式会社

34 トイレットロール 大王製紙株式会社 70
連続紙の加工装置及びこの連続紙の
加工装置で作られる分包紙ロール

株式会社タカゾノ

35
巻回リールおよび巻回リールの支持機
構

サトーホールディングス株
式会社

36 巻き芯 中越パッケージ株式会社 以上70点収録

紙管の製造方法と加工方法　　　No.10988

[登録・公開編]　　平成26年（1年間）　　　　70点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥19,440    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,440　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,160　）


