
株 式 会 社 国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－３－４藤村ビル

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）

ニュースガイﾄﾞＮｏ， ９３６４ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞ http://www.itdc-patent.comホームページ公開中！

＊お求め安い価格で新登場！

抗菌性ワイパーの製造加工方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成５年～平成１３年（９年間） ７７点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１９，２００－

◎全文紙収録 全文公報版 ￥１９，２００－
（ CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥２８，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内

No,9322 公開特許 使い捨て補助パッドと取付方法 平.9-13 75点 ￥18,500

No,9152 〃 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,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 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。



35 脱臭抗菌シート 三菱製紙株式会社

1
抗菌性に優れたウエットワイパー
類、清浄綿、おてふき布タオル

株式会社資生堂 36 ウエットティッシュ 東洋興業株式会社

2
抗菌性に優れたウエットワイパー
類、清浄綿、おてふき布タオル

株式会社資生堂 37 抗菌湿式不織布 森　美穂子

3 便座用ティッシュペーパー 小林製薬株式会社 38 ウェットワイパー 中村　憲司

4 機能性衛生用紙 タマ生化学株式会社 39 生分解性湿潤シート ユニチカ株式会社

5 衛生用品 東レ株式会社 40 拭き取りシートおよびその製造方法 ユニ・チャーム株式会社

41 拭き取りシートおよびその製造方法 ユニ・チャーム株式会社

6 ウェットティシュー 大王製紙株式会社 42 指間汗とりシート 森田　實

7 抗菌性不織布クリーナー 金井　宏之 43 薬物添加ティッシュペーパー製品
ザ、プロクター、エン
ド、ギャンブル．．．

8 不織布 新王子製紙株式会社

44 衛生用品 レンゴー株式会社

9 保存ウェットワイプ
キンバリー　クラーク
コーポレイション 45

殺菌、治癒力を備えたウェットティ
シュ、おしぼり等の清拭物品

野口　福松

10
抗菌性リン酸カルシウム系化合物を
含む抗菌性を有する．．．

株式会社サンギ 46 水解性清拭紙及びその包装体 株式会社フクヨー

11
柔軟性を有する繊維ウェブ及びその
製造法

大和化学工業株式会社 47 抗菌性紙 日本油脂株式会社

12 家庭用ヌメリ取り具 鈴木油脂工業株式会社 48 抗菌、鮮度保持作用を有する紙製品 大和化学工業株式会社

13 抗菌性拭き紙 新王子製紙株式会社 49 抗菌シート 株式会社エヌアイティ

14 抗菌性を有する紙 大塚化学株式会社 50 抗菌シート 株式会社エヌアイティ

51
抗菌性セルロ－ス繊維及びその製造
方法

中村　憲司

15 水崩壊性衛生材料 東洋インキ製造株式会社 52 除菌ウェットティッシュ 旭化成工業株式会社

16 抗菌性ワイパー 中村　憲司 53 除菌ウェットティッシュ 旭化成工業株式会社

54
洗浄剤組成物及びそれを含浸させた
繊維シート

ユニ・チャーム株式会社

17 抗菌性を有する濡れティッシュ 旭化成工業株式会社 55 防菌防黴剤の吸着量の低減方法 ピジョン株式会社

18 抗菌防カビ性を有する紙製品 大和化学工業株式会社 56 清拭用シート 北越製紙株式会社

19 抗菌あぶら取り紙及びその製造方法 有限会社彩響舎 57 抗菌シート及び衛生用品 小林製薬株式会社

20 抗菌防カビ性を有する紙製品 大和化学工業株式会社 58 水解性清拭紙及びその包装体 株式会社フクヨー

21 高吸水性抗菌シート ハビックス株式会社 59 日用品用ワイパーティッシュ 三友理化工業株式会社

22 抗菌紙 住友化学工業株式会社 60 ウェットワイパー 松永　龍雄

23 抗菌化粧紙及びその製造方法 大福製紙株式会社

24 抗菌吸水性シート 三菱製紙株式会社 61 抗菌紙 大和化学工業株式会社

25 装飾脱臭抗菌シート 三菱製紙株式会社 62
皮膚の脂取り・汚れ取り用抗菌・消
臭・吸着性紙製品

株式会社大和生物研究所

26
抗菌防臭機能を有する不織布及びそ
の製造方法

丸三製紙株式会社 63
抗菌・防カビ効果を有するウェット
ティシュ―製造法

大和化学工業株式会社

64 乳牛の乳房清拭用ワイパ― 中村　憲司

27 水解性ウエットシート ユニ・チャーム株式会社 65 除菌不織布 積水化学工業株式会社

28
抗菌、保湿及び柔軟性に優れた
ティッシュペーパー用　組成物

大和化学工業株式会社 66 水解性ウエットシート 明星産商株式会社

29 化粧用脂取り紙 王子製紙株式会社 67
清浄剤組成物及び該組成物を含浸さ
せてなる清拭用品

日華化学株式会社

30 ウエットシート ユニ・チャーム株式会社 68 脱臭抗菌シート 三菱製紙株式会社

31
殺菌性ウェットワイパーとその製造
方法

中村　憲司

32 衛生用紙 三菱製紙株式会社 69 消臭シート及び体液吸収物品 株式会社資生堂

33 湿潤ワイパー 王子製紙株式会社 70 脱臭抗菌シート 三菱製紙株式会社

34
清拭液組成物および湿潤清拭繊維集
合体

ピジョン株式会社 71
プラスチック被覆紙原料から取り出
した良質のセルロース繊維を．．．

株式会社クレシア

以下６点省略

日　本　特　許　公　開　　　平成８年

日　本　特　許　公　開　　　平成９年

日　本　特　許　公　開　　　平成１０年

日　本　特　許　公　開　　　平成１１年

日　本　特　許　公　開　　　平成１２年

抗菌性ワイパーの製造加工方法　　　No.9364

[公開編]　　平成５年～平成１３年（９年間）　　　７７点

CD-ROM版　　　￥19,200    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥19,200

日　本　特　許　公　開　　　平成５年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥28,000　）

日　本　特　許　公　開　　　平成７年

日　本　特　許　公　開　　　平成６年

日　本　特　許　公　開　　　平成１３年


