
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)

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥３２，４００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,10359 公開特許 平.15 - 20 80点 ￥25,000

No,9516       〃 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,11058 登録特許 平.27 70点 ￥20,000
No,10973       〃 平.26 70点 ￥20,000

No,11055 公開特許 平.27 78点 ￥22,000

No,10980       〃 平.26 80点 ￥22,000

No,10366       〃 平.14-平.20 83点 ￥25,200

No,9341       〃 平.5-13 80点  ￥19,700

No,9154       〃 平.9-12 64点 ¥19,800

No,8275       〃 平.4-8 68点  ￥19,700

*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：〒

医療用ガーゼの製造加工方法

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。

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

               〃

衛生マスクの製造加工方法
[登録編]平成27年（1年間）　　90点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０８５

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

               〃

               〃

               〃
シート状化粧料の製造加工方法

既刊関連セットのご案内

ぬれティッシュ･ペーパーとその包装体

◎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 岩塩を装着したマスク 西方　逞泰 32
サブミクロン繊維を生産するプロセスお
よび装置、ならびに不織布およびその
不織布を含む物品

ポリマー・グループ・イン
コーポレーテッド

2
複合不織布ウェブ並びにこれの製造
及び使用方法

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

33
積層不織布、及び当該積層不織布の
製造方法

ユニ・チャーム株式会社

3
構造溶着パターンを有する平坦折り畳
み式フィルタ式顔面装着呼吸マスク

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

34 マスク 小中　富雄

4 伸縮性不織布 ユニ・チャーム株式会社 35
伸縮性不織布の製造方法、及び伸縮
性不織布

ユニ・チャーム株式会社

5 多成分繊維
エスセーアー・ハイジーン・
プロダクツ・アーベー

36 伸縮性シートの製造装置 花王株式会社

6 マスク及びその製造方法
ポステック　アカデミー－イ
ンダストリー　ファンデーショ
ン

37 熱可塑性不織布 旭化成せんい株式会社

7
一方向伸縮性基材及び複合伸縮性
シート、並びにそれらの製造方法

ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

38 伸縮性シートの製造方法 花王株式会社

8 マスク 大王製紙株式会社 39 保湿マスク 佐藤　香

9 ポリプロピレン系不織布 出光興産株式会社 40 メガネの曇り止めマスク 高田　眞弓

10 不織布、及び当該不織布の製造方法 ユニ・チャーム株式会社 41
マスク本体支持構造と一体化したバッ
クルを有するフィルタ式顔面装着呼吸
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

11
防塵マスク用プレフィルタ及び防塵マ
スク

株式会社ＮＢＣメッシュテッ
ク

42
ヒト病原体の感染を低減する際に使用
する組成物

イノニクス　テクノロジーズ
インコーポレーティッド

12 スパンボンド不織布積層体 三井化学株式会社 43 伸縮性シートの製造方法 花王株式会社

13 マスク 大王製紙株式会社 44
把持可能なタブを備える、保守不要な
平坦折り畳みレスピレータ

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

14
帯電促進添加剤を備えたエレクトレット
ウェブ

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

45
折り畳み式ヘッドクレードルを有するレ
スピレーターハーネス

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

15
高度に適合する鼻領域の内側折り重
ね部分を有するレスピレータ

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

46
光触媒シート及びこれを用いたウイル
ス感染予防又は患者用マスク

旭化成せんい株式会社

16 抗アレルギー剤 株式会社アップウェル 47 発泡体成形層を有するろ過面体マスク
スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

17 不織布ロール 旭化成せんい株式会社 48
形状保持性材料の供給装置及び供給
方法

ユニ・チャーム株式会社

18
易分解性芳香族ポリエステル繊維およ
びその製造方法および繊維構造体お
よび繊維製品

帝人フロンティア株式会社 49 顔用呼吸マスク
バランサイアー　エーペー
エス

19 機能性シートを収容可能なマスク
クラレクラフレックス株式会
社

50 伸縮性シートの製造方法 花王株式会社

20 フェイスマスク 花王株式会社 51 マスク ユニ・チャーム株式会社

21 マスク ユニ・チャーム株式会社 52 マスク ユニ・チャーム株式会社

22
マスク本体に平行な線の溶着パターン
を有するフィルタ式顔面装着呼吸マス
ク

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

53 マスクの製造方法、マスク ユニ・チャーム株式会社

23 マスク 山本光学株式会社 54
ナノファイバーを用いたフィルター製造
方法

株式会社タマル製作所

24
マスク用フィルタおよびその製造方法、
ならびに粒子捕集用マスク

株式会社重松製作所 55 ポリエーテルケトンケトン不織布マット
アーケマ・インコーポレイ
テッド

25
抗ウイルス性を有する硫酸化セルロー
スを担持させた繊維集合体

ＥＳファイバービジョンズ株
式会社

56 積層体の製造方法 花王株式会社

26
不織布、及び上記不織布を含む吸収
性物品、並びに上記不織布の形成方
法

ユニ・チャーム株式会社 57 繊維編成マスク ダイヤ製薬株式会社

27 防災マスク 株式会社旭学園グループ 58
パターン付きスパンボンド繊維ウェブ及
びこれを作製する方法

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

28
帯電強化添加剤を含むエレクトレット
ウェブ

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

59
凹凸シートの製造方法、及び、凹凸
シートの製造装置

ユニ・チャーム株式会社

29
エレクトレットウェブを含むオレフィン性
ウェブの加工助剤

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

60
複合シートの製造方法、及び、複合
シートの製造装置

ユニ・チャーム株式会社

30
寸法安定性不織布繊維ウェブ並びに
その製造及び使用方法

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

61
形状記憶ポリマーを使用した物品及び
方法

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

31
生分解性不織布およびそれを用いた
繊維製品

ＪＮＣ株式会社 以下29点省略

衛生マスクの製造加工方法　　　No.11085

[登録編]　　平成27年（1年間）　　　　90点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,600    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,600　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥32,400　）


