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＊お求め安い価格で新登場！

使い捨て補助パッドと取付方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成９年～平成１３年（５年間） ７５点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１８，５００－
◎全文紙収録 全文公報版 ￥１８，５００－

（ CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥２７，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内

No,9152 公開特許 高吸収性シート材の製造加工方法 平.10-12 62点 ￥23,400
No,8384 〃 〃 平.7-9 89点 ￥29,700
No,9084 〃 使い捨て手術着とその素材 平.5-12 81点 ￥34,500
No,8737 〃 手術用ドレープとその製造方法 平.1-10 57点 ￥24,800
No,8275 〃 化粧綿・脱脂綿とその製法 平.4-8 68点 ￥19,700

No,8361(A) 〃 使い捨てマスクとその製造方法 平.7-9 72点 ￥22,000
No,〃 (B) 〃 花粉症用マスクとその製造方法 平.7-9 61点 ￥18,000
No,8364 〃 母乳洩れ吸収パットの製法 平.6-9 51点 ￥19,700
No,8368 〃 汗取りパットとその製造方法 平.7-9 59点 ￥19,700

No,8369 〃 脱臭用シートの製造加工方法 平.4-9 144点 ￥46,000
No,8380 〃 オムツ濡れセンサーと報知装置 平.5-9 52点 ￥19,800
No,8381 〃 抗菌性シートの製造加工方法 平.5-9 84点 ￥27,400
No,8386 〃 使い捨て便座カバーとその製法 平.7-9 66点 ￥19,700
No,8605 〃 ドリップ吸収用シート材の製造加工方法 平.9-10 77点 ￥25,700

No,8095 〃 〃 平.7-8 77点 ￥25,700
No,7861(B) 〃 〃 平.4-6 70点 ￥23,700
No,〃 (A) 〃 〃 平.1-3 75点 ￥21,300
No,8608 〃 不織布ワイパーとその製造方法 平.10 100点 ￥38,900
No,8326 〃 〃 平.9 77点 ￥29,600

No,8174 〃 〃 平.8 57点 ￥24,700
No,7957 〃 〃 平.7 55点 ￥26,000

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・
（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、全文公報版はＢ５サイズ･目次製本済みです。
２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・全文公報版・一括購入

題 名
所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒



37 吸収性物品 王子製紙株式会社

1 保護継電器の試験装置
東芝エンジニアリング株
式会社 38 パンツ型使い捨ておむつ 花王株式会社

2 使い捨ておむつ ユニ・チャーム株式会社 39 尿取りパッド ユニ・チャーム株式会社

3 吸収性物品 花王株式会社 40 吸収性物品 ユニ・チャーム株式会社

4 使い捨てパンツ トーヨー衛材株式会社 41 吸収性製品
マクニール－ピーピー
シー．．．

5 吸収性物品 花王株式会社

6 使い捨て吸液ライナー 旭化成工業株式会社 42 吸収性物品 花王株式会社

7 吸収性物品 王子製紙株式会社 43 体液吸収性物品 株式会社資生堂

8 補助パッド トーヨー衛材株式会社 44 吸収性物品 王子製紙株式会社

9 吸収性物品 王子製紙株式会社 45 吸収性物品 王子製紙株式会社

10 吸収性物品 花王株式会社 46 横漏れし難い使い捨ておむつ 株式会社クレシア

11 吸収性物品 花王株式会社 47 横漏れを防止した使い捨ておむつ 株式会社クレシア

12 吸収性物品 花王株式会社 48 体液吸収性物品 株式会社資生堂

13 層状吸収材製品
マクニール－ピーピー
シー．．． 49 使い捨て着用物品 トーヨー衛材株式会社

50 失禁ライナー 株式会社フクヨー

14 使い捨ておむつ トーヨー衛材株式会社 51
使い捨て製品の吸収用積層体および
その製造方法

トーヨー衛材株式会社

52 水解性おむつライナー 明星産商株式会社

15 使い捨ておむつ用の補助パッド 花王株式会社 53
横漏れを防ぎ装着感に優れた吸収性
物品

株式会社クレシア

16 吸収性物品 王子製紙株式会社 54
横漏れし難く装着感の良い吸収性物
品

株式会社クレシア

17 吸収性物品 花王株式会社 55 生理補助用品 宮澤　み江

18 吸収性物品 花王株式会社 56 吸収性物品 花王株式会社

19 吸収性物品 花王株式会社 57 使いすておむつ 王子製紙株式会社

20 吸収性物品 花王株式会社 58 吸収性物品用補助パッド 花王株式会社

21 おむつ ユニ・チャーム株式会社

22 生理用補助吸収体 新川　絹子 59 使い捨ておむつ 花王株式会社

23 吸収性物品 花王株式会社 60 使い捨て補助パッド トーヨー衛材株式会社

24 使い捨て着用吸収性物品 ユニ・チャーム株式会社 61 体液吸収性インナーパネル ユニ・チャーム株式会社

25
吸収性物品用の吸収体及びその製造
方法

花王株式会社 62 吸収性物品 花王株式会社

63 使いすて補助パッド 王子製紙株式会社

26 使い捨ておむつ トーヨー衛材株式会社 64 使い捨ておむつパッド 小林　勝實

65 使い捨て吸収性物品 大王製紙株式会社

27 吸収性物品 花王株式会社 66 使い捨て吸収性物品 大王製紙株式会社

28 吸収性物品 大王製紙株式会社 67
高吸収性シートおよびこれを用いた
吸収性物品

株式会社フクヨー

29 吸収性物品 王子製紙株式会社 68 使い捨て補助吸収具 花王株式会社

30 体液吸収性物品 株式会社資生堂 69
パンティストッキング、パンティ
ガードルなどの下着及び．．．

株式会社フクヨー

31
液体吸収性パッドおよびそれを用い
た股部を有する衣類

株式会社ワコール 70 失禁ライナー 株式会社フクヨー

32 液体吸収性シート 株式会社ワコール 71 使い捨て補助吸収具 花王株式会社

33 吸収性物品 王子製紙株式会社 72 吸収性物品 花王株式会社

34 吸収性物品 王子製紙株式会社 73 使い捨て補助吸収具 花王株式会社

35 尿とりパッド 柿島　静子 74 固定特性を有する物品
キンバリー　クラーク
ワールドワイド．．．

36 尿とりパッド 畑　秀二 75
体に適用される使い捨て吸収体の為
の取扱い補助具の使用法

ザ、プロクター、エン
ド、ギャンブル．．．

以上７５点収録

日　本　特　許　公　開　　　平成１０年

登　録　実　用　新案　　　平成１０年

日　本　特　許　公　開　　　平成１１年

日　本　特　許　公　開　　　平成１２年

日　本　特　許　公　開　　　平成１３年

使い捨て補助パッドと取付方法　　　No.9322

[公開編]　　平成９年～平成１３年（５年間）　　　７５点

CD-ROM版　　　￥18,500    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥18,500

日　本　特　許　公　開　　　平成９年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥27,000　）

登　録　実　用　新案　　　平成９年


