
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,10370 公開特許 平.14 - 20 90点 ￥27,000

No,9426       〃 平.7-1 76点 ￥19,300

No,7823       〃 昭.62-平.6 78点  ￥33,300

No,9427       〃 平.4-13 60点  ￥15,500

No,8760       〃 平.5-10 80点  ￥29,700

No,9405       〃 平.8-13 61点  ￥23,700

No,8000       〃 平.1-7 55点  ￥27,400

No,9404       〃 平.4-13 80点  ￥19,800

No,8762       〃 平.5-10 75点  ￥27,700

No,10878       〃 平.25 80点 ￥22,000

No,10797       〃 平.24 70点 ￥20,000

No,10690       〃 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,9161(A)       〃 平.9-12 79点  ￥30,000

No,9161(B)       〃 平.9-12 66点  ￥27,500

*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：〒

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

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。

担当者名

所属部署名

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      

               〃

トイレット・ペーパー・ロールの製造方法

ソフト・ティッシュ・ペーパーの製造方法

               〃

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

               〃

既刊関連セットのご案内

お   申   込   書

水解性ティッシュ・ペーパーの製造方法

キッチン・ペーパーの製造加工方法

ペーパー・タオル・ディスペンサー

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０１１

トイレット・ペーパーの製造加工方法
[登録編]平成26年（1年間）　　70点

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

香り付きトイレットペーパーの製造方法

ペーパー・タオルの製造加工方法

無芯トイレット･ペーパーの製法と装置

ぬれティッシュ･ペーパーとその包装体

               〃

               〃



1 ロールペーパーの製造方法 大王製紙株式会社 33 家庭用薄葉紙収納箱 大王製紙株式会社

2 衛生薄葉紙 大王製紙株式会社 34
凹凸付けベルト、高バルクなクレープ
ティッシュ紙ウエブ製造用のプレス部
分および製紙機械、ならびにそ・・・

オルバニー　インターナショ
ナル　コーポレイション

3 トイレットペーパーの製造方法 大王製紙株式会社 35 エアシャフト 川上産業株式会社

4 包装袋及び包装体
王子ホールディングス株式
会社

36
ロール状トイレットペーパーの製造方
法

王子ホールディングス株式
会社

5
衛生薄葉紙の型押し一体化方法及び
衛生薄葉紙

大王製紙株式会社 37
エンボス加工方法及びエンボス加工装
置

王子ホールディングス株式
会社

6
改善された嵩特性を備えたエンボス加
工されたティッシュ製品

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

38 包装体の製造方法
王子ホールディングス株式
会社

7 衛生用薄葉紙 大王製紙株式会社 39 包装袋 大王製紙株式会社

8 薄葉紙処理剤及び薄葉紙 ライオン株式会社 40 紙葉体ディスペンサー 日本製紙クレシア株式会社

9 皮膚清浄用シート 金星製紙株式会社 41 ロール状衛生用紙の製造方法
王子ホールディングス株式
会社

10 トイレ訓練のためのトイレットペーパ
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

42 ロール状衛生用紙の製造方法
王子ホールディングス株式
会社

11 薬液含有ティシュペーパー 大王製紙株式会社 43 家庭用薄葉紙 日本製紙株式会社

12 ロール製品の搬送装置 大王製紙株式会社 44 包装体及び包装袋 花王株式会社

13
ペーパーロールの搬送方法及びペー
パーロールの検査設備

大王製紙株式会社 45 シート検査装置
株式会社　佐々木エンジニ
アリング

14 衛生薄葉紙用包装材 大王製紙株式会社 46
洗浄機能付きトイレ用トイレットペー
パー

日本製紙クレシア株式会社

15 家庭用薄葉紙の製造方法 大王製紙株式会社 47 トイレットロール製品 大王製紙株式会社

16 トイレットペーパー製品 日本製紙クレシア株式会社 48 ロール状積層連続シート
王子ホールディングス株式
会社

17
トイレットペーパー製品及びその製造
方法

日本製紙クレシア株式会社 49 スパイラル紙管 丸住製紙株式会社

18 衛生薄葉紙製品及びその製造方法 大王製紙株式会社 50 紙葉体ディスペンサー 日本製紙クレシア株式会社

19 水溶性補強紙 有限会社山本紙工 51 包装袋 大王製紙株式会社

20 エンボス加工クレープ紙 高知県 52 包装袋 大王製紙株式会社

21
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 53 芯無しトイレットロール製造用シャフト 大王製紙株式会社

22 家庭用薄葉紙収納箱 大王製紙株式会社 54 ローションペーパーの製造方法
王子ホールディングス株式
会社

23
水解性衛生薄葉紙及びトイレットペー
パーロール

大王製紙株式会社 55
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

24 外部検査装置 大王製紙株式会社 56 包装袋 大王製紙株式会社

25 衛生薄葉紙及びその製造方法 大王製紙株式会社 57
トイレットペーパの製造方法及びトイ
レットペーパの製造装置

西日本衛材株式会社

26
水解紙の製造方法及び水解性清浄物
品の製造方法

花王株式会社 58
ホルダアタッチメント及びシート状物品
収納ボックス

日本製紙クレシア株式会社

27 ロールペーパー 大王製紙株式会社 59 家庭用薄葉紙収納箱 大王製紙株式会社

28 トイレットペーパー製品の製造方法 日本製紙クレシア株式会社 60 トイレットペーパー製品 日本製紙クレシア株式会社

29
トイレットロール、トイレットロール製品
及びトイレットロールの製造方法

大王製紙株式会社 61 衛生薄葉紙ロール 大王製紙株式会社

30
衛生用薄葉紙及び衛生用薄葉紙の製
造方法

大王製紙株式会社 62 ミシン目加工装置
王子ホールディングス株式
会社

31
水解性衛生薄葉紙及びトイレットペー
パーロール

大王製紙株式会社 63
家庭用薄葉紙収納箱及び家庭用薄葉
紙収納箱における家庭用薄葉紙の詰
め替え方法

大王製紙株式会社

32 ロールペーパー用ディスペンサー 大王製紙株式会社 64
家庭用薄葉紙収納箱及び家庭用薄葉
紙収納箱における家庭用薄葉紙の詰
め替え方法

大王製紙株式会社

以下6点省略

トイレット・ペーパーの製造加工方法　　　No.11011

[登録編]　　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　）


