
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,11085 登録特許 平.27 90点 ￥20,000

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,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・公開編]平成28年（1年間）　　89点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１１５７

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

衛生マスクの製造加工方法

◎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

               〃

抗ウイルス・マスクの製造加工方法



1 マスク補助具 亀山　冨士男 39 メガネの曇り止めマスク 高田　眞弓

2 マスク製造方法およびマスク製造装置 ユニ・チャーム株式会社 40 耳カバー付フェイスマスク 一田　啓子

3 マスクの製造方法
康那香企業股▲ふん▼有
限公司

41 マスク用係止具 株式会社システック

4
マスク、マスク用フィルターバッグ、通気
フィルタリング方法及び防塵マスク

株式会社エス・アイ・ティー 42 対流扇付き硬質スポーツ・マスク 枦山　修

5 透明マスク ネットメロン有限会社 43 嘔吐補助マスク 浦濱　誠司

6 携帯型マスクポーチ 幸野　季子 44 マスク 陶山　英夫

7 マスク ユニ・チャーム株式会社 45
放射性物質除去用マスク、及び、その
製造方法

株式会社ワカイダ・エンジニ
アリング

8 マスク ユニ・チャーム株式会社 46
着色識別領域を有する放射性物質除
去用マスク、及び、その製造方法

株式会社ワカイダ・エンジニ
アリング

9 使い捨てマスク ユニ・チャーム株式会社 47 防塵防菌マスク 村山　哲夫

10 使い捨てマスク 阿蘇製薬株式会社 48 携帯型マスクポーチ 幸野　季子

11 使い捨てマスク ユニ・チャーム株式会社 49 耳用サポート具 株式会社エスアンドケイ

12 使い捨てマスク ユニ・チャーム株式会社 50 マスク及びその製造方法 小林製薬株式会社

13
マスク、マスク用フィルターバッグ及び
通気フィルタリング方法

株式会社エス・アイ・ティー 51 衛生マスク 株式会社白鳩

14 マスク 日本バイリーン株式会社 52
酸素供給と除湿の機能を備えた通気
性材質マスク

曹　榮華

15
吸着性のフィルム、繊維、織布および
不織布などの材料

セルレジン・テクノロジーズ・
エルエルシー

53 マスクパッド 宮内　努

16 衛生マスク 花王株式会社 54 マスク 大王製紙株式会社

17 マスク
サンエムパッケージ　株式
会社

55 マスク 大王製紙株式会社

18 マスク 興和株式会社 56 マスク 大王製紙株式会社

19 マスク 白元アース株式会社 57 衛生マスク アルプス電気株式会社

20 耳カバー付フェイスマスク 一田　啓子 58 マスク 株式会社無有

21 衛生マスクおよびその基材 玉川衛材株式会社 59 マスク 株式会社無有

22 農薬防霧マスク イ　ヨンサン 60 マスク 株式会社無有

23
衛生マスク、マスク生産装置及びマスク
生産方法

ＣＲＯＳＳＥＥＤ株式会社 61
眼鏡等が曇らないマスク『スカッと！
ビュー』

梶野　太

24 マスク 小林製薬株式会社 62 マスク及びマスクの製造方法 玉川衛材株式会社

25 美容マスク 小林製薬株式会社 63 口閉じテープ 服部　光彦

26 マスク固定用テープおよびマスク 日東ライフテック株式会社 64
気密性が高く鼻炎等の炎症を抑えるマ
スク

大木　將弘

27 マスク 興和株式会社 65 粒子フィルタマスク プリベンテック　リミテッド

28 マスク
シーティーケー　テクノロ
ジー　（シンセン）　カンパ
ニー　リミテッド

66
患者インタフェース用シール、インタ
フェースアセンブリおよびその態様

フィッシャー　アンド　ペイケ
ル　ヘルスケア　リミテッド

29 マスク 小林　史明 67 水平折り畳み式顔面部濾過式呼吸器 キム，ユンジョン

30 女性用マスクの製造方法 興和株式会社 68 マスク 興和株式会社

31
和紙繊維糸の編物又は織物からなる
浄化材

株式会社キュアテックス 69 使い捨てマスク ユニ・チャーム株式会社

32 マスク 日進医療器株式会社 70 使い捨てマスク ユニ・チャーム株式会社

33 マスク処理剤 フマキラー株式会社 71
衛生マスク用装着補助具及び此れを
用いた容器入り衛生マスク用装着補助
具

飛塚　友子

34 衛生マスク 宇都宮製作株式会社 72 ポリ袋が備えられた使い捨てマスク イ、スンキョ

35
正孔を保有する基材－シリカゾル乾燥
物複合体及びその製造方法

公益財団法人特殊無機材
料研究所

73
顔面へ取付けられるアンカー部材及び
顔面装着部材

株式会社ボックス

36 衛生マスク 花王株式会社 74 マスクカバー 株式会社ボックス

37 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

75 マスク 横山　健次

38 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

76 マスクの取替えガーゼ 鹿村　明美

以下13点省略

衛生マスクの製造加工方法　　　No.11157

[登録・公開編]　　平成28年（1年間）　　　　89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　）


