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1
感染防御方法および感染防御用シー
ト

積水化成品工業株式会社 41
抗菌性防臭繊維、それを用いた抗菌
性防臭糸、及び抗菌性防臭繊維シート

株式会社大和

2 抗菌吸水性シート 三菱製紙株式会社 42
光触媒機能を有する熱可塑性樹脂発
泡シート

アキレス株式会社

3 抗菌通水性シート 三菱製紙株式会社 43 脱臭抗菌性靴中敷き 三菱製紙株式会社

4 食品用包装材 中栄物産株式会社 44 抗菌シート並びに抗菌テープ 株式会社カネヒロ

5 遺体用シート 旭光学工業株式会社 45 抗菌性透明樹脂シート 三菱化学株式会社

6
消臭抗菌性シートおよびその製造方法
並びにそれを用いた置物

日東電工株式会社 46 抗菌性透明樹脂シート 三菱化学株式会社

7 食品保鮮用の抗菌シート 東洋興業株式会社 47 抗菌シートおよびその製造方法 松築株式会社

8 抗菌脱臭シート 日本写真印刷株式会社 48 抗菌・脱臭フィルタ 大同特殊鋼株式会社

9 食品保存シートと食品保存容器 積水化成品工業株式会社 49
抗菌性樹脂組成物及び抗菌性透明
シート

三菱化学エムケーブイ株式
会社

10 脱臭抗菌シート 三菱製紙株式会社 50 脱臭抗菌性靴中敷き 三菱製紙株式会社

11 生鮮食品用包装材 中村　憲司 51
アパタイトシート及び同アパタイトシート
用繊維合成装置

株式会社中村製紙所

12 機能性シート 宝養生資材株式会社 52 脱臭抗菌性靴中敷き 三菱製紙株式会社

13 光触媒シ－ト 日東電工株式会社 53 脱水シート 株式会社常盤産業

14 抗菌疑似接着プリント用シート 大王製紙株式会社 54 抗菌防黴性脱臭シート 三菱製紙株式会社

15 抗菌及び蛍光粘着シート 株式会社クリエテック 55 抗菌防かび性ガラス繊維シート 三菱製紙株式会社

16 機能性シート
株式会社日本技術開発セ
ンター

56 抗菌性化粧シート チッソ株式会社

17
抗菌・抗黴性物品及びそれを製造する
ための転写シート

大日本印刷株式会社 57 脱臭抗菌シート 三菱製紙株式会社

18 食料品用抗菌性吸水シート 株式会社クラレ 58 抗菌性化粧シート 旭光学工業株式会社

19 抗菌性能を有する化粧シート 大日本印刷株式会社 59 抗菌シート 東　謙治

20
抗菌多孔性接着層、多孔シート及び収
容袋

日東電工株式会社 60
抗菌性放湿シート、加湿方法および加
湿機

三菱製紙株式会社

21 抗菌性化粧シート 大日本印刷株式会社 61 脱臭抗菌シート 三菱製紙株式会社

22
抗菌防黴機能を有する切り花鮮度保
持剤および切り花鮮度保持シート

三菱製紙株式会社 62
抗菌積層シートの製法および抗菌積
層シートを成形した薄壁容器

加茂　守

23 抗菌性を有する素材シート 市村酸素株式会社 63 脱臭抗菌性靴中敷き 三菱製紙株式会社

24 抗菌性吸水シート 積水化成品工業株式会社 64 消臭シート 有限会社エスアンドアイ

25 抗菌シート 株式会社エヌアイティ 65 ガラス繊維シート 三菱製紙株式会社

26 抗菌シート 株式会社エヌアイティ 66 寝具用シート 大日本印刷株式会社

27
抗菌防黴機能を有する畳および下敷
き用シート

三菱製紙株式会社 67 セルロース系繊維シート状物 株式会社興人

28 抗菌性気泡シート 川上産業株式会社 68 抗菌性化粧シート チッソ株式会社

29 抗菌防水シ－ト用組成物 株式会社ブリヂストン 69 抗菌性ポリ塩化ビニル系樹脂シート 東洋紡績株式会社

30 抗菌性発泡シート 株式会社ジェイエスピー 70
抗菌脱臭剤、その製造方法並びにそ
の用途

東洋精糖株式会社

31
脱臭・防虫・抗菌・除湿作用を有する
介護・生理・身回り用品

八重樫　智 71
光触媒パルプ積層シート及び光触媒
パルプ積層シートの製造方法

アイン・エンジニアリング株
式会社

32 抗菌防臭シートとその製造方法 日本写真印刷株式会社 72
内装用シート及びこれを施した医療処
置室

株式会社エヌ・エム・ジー

33
抗菌及び／又は防黴性フイルム又は
シート

株式会社高藤化成 73
抗菌性活性炭シート及び抗菌性脱臭
創傷被覆材

ユニチカ株式会社

34 抗菌シート及び衛生用品 小林製薬株式会社 74 コーティング剤及び抗菌性シート 藤森工業株式会社

35 抗菌性スチレン系樹脂シート 旭化成工業株式会社 75 空気清浄化フィルター 三菱製紙株式会社

36 抗菌性吸水シートとその製造方法 積水化成品工業株式会社 76 抗菌性無機質シート 環境サイエンス株式会社

37 抗菌性ドリップ吸収シート 岡田　徹 77 保冷シート
有限会社セブンセンスラボ
ラトリー

38 抗菌シート 三共ポリエチレン株式会社 78 環境衛生対策包装材料及び包装材 三共ポリエチレン株式会社

39 抗菌粘着シート リンテック株式会社 79
抗菌性コーティング剤及び抗菌性シー
ト

藤森工業株式会社

40 食品用抗菌シート保持部材 株式会社アクター 80 木炭粉末含有シート
株式会社カーボマックス
ジャパン

以下９点省略
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