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1 段ボール用瞬間接着剤
コーン・プロダクツ・インター
ナショナル・インコーポレイ
テッド

35
水溶性糊及び水溶性糊を用いた建築
仕上げ材ユニット

株式会社イナックス

2 接着剤組成物及びそれを用いた紙管 積水化学工業株式会社 36
内装材施工法及び内装材施工用下地
貼着材

ヤヨイ化学工業株式会社

3 澱粉糊 ヤヨイ化学工業株式会社 37 段ボール用接着剤
王子コーンスターチ株式会
社

4 水性接着剤組成物 コニシ株式会社 38 澱粉糊組成物 静岡県

5 粉末状感熱性接着剤 日澱化學株式会社 39 ２液型接着剤組成物および接着方法 株式会社クラレ

6
カルボキシアルキルエーテル化澱粉の
エステル架橋化誘導体を含む組成物
及びその製造方法

王子コーンスターチ株式会
社

40
繊維シート状物の層間接着剤を用いた
抄紙方法

王子コーンスターチ株式会
社

7 耐水段ボール箱 王子製紙株式会社 41
繊維シート状物の層間接着剤及び抄
紙方法

王子コーンスターチ株式会
社

8 澱粉糊の製造法 ヤヨイ化学工業株式会社 42 段ボール製造用糊の製造装置 レンゴー株式会社

9 澱粉糊 ヤヨイ化学工業株式会社 43 段ボール製造用糊の製造装置 レンゴー株式会社

10 澱粉糊 ヤヨイ化学工業株式会社 44
水活性型接着剤及びそれを含む紙－
プラスチックテープ

トゥルー　テック　インコーポ
レイテッド

11
強耐水段ボール及び強耐水段ボール
箱

王子製紙株式会社 45
信号手段を提供する接着剤組成物お
よび接着剤により積層化した紙製品

ザ・プロクター・エンド・ギャ
ンブル・カンパニー

12 段ボール用接着剤
王子コーンスターチ株式会
社

46
生分解性プラスチック成形用組成物、
これより得られた生分解性プラスチッ
ク、その成形方法及び．．．

吉原　利宣

13 粉末状感熱性接着剤 日澱化學株式会社 47 段ボール用接着剤 王子製紙株式会社

14 澱粉糊 ヤヨイ化学工業株式会社 48 接着剤組成物 日澱化學株式会社

15 接着剤組成物 日澱化學株式会社 49 水性接着剤組成物 コニシ株式会社

16 耐水性澱粉組成物およびその発泡体 三和澱粉工業株式会社 50 無臭木質板製板用接着剤 住友ベークライト株式会社

17 生分解性接着剤 キヤノン株式会社 51
紙管の製造方法、紙管および紙管用
接着剤

昭和プロダクツ株式会社

18 蓬入り接着剤 佐野　誠一 52
分解性材料、それで作られた容器また
は包装材料、およびそれを成形する方
法

シーエス・エンビロンメンタ
ル・テクノロジー・リミテッド

19 段ボール用接着剤 王子製紙株式会社 53 繊維性シートの強化
アームストロング　ワールド
インダストリーズ　インコーポ
レーテッド

20
段ボール接着剤用有孔澱粉及び段
ボール接着剤

王子製紙株式会社 54 温水剥離性ラベル
トッパン・フォームズ株式会
社

21
マクロモレキュラーポリアルデヒドベー
スの接着剤組成物及びコラーゲンの架
橋方法

ソシエテ　アノニム　ドゥ　デ
ベロプマン　デ　ウティリザ
シオン　デュ．．．

55
吸水性樹脂を含有する樹脂組成物お
よび該樹脂組成物を有効成分とする
接着剤

住友化学工業株式会社

22
ポリ（ビニルアルコール）共重合体イオ
ノマー、それらの製造および織物糊の
中での使用

イー・アイ・デユポン・ドウ・ヌ
ムール・アンド・カンパニー

56 紙壁紙用施工糊組成物
大日本インキ化学工業株式
会社

23
水性バインダー系の調製用の多孔質
成形品

ヘンケル・コマンディットゲ
ゼルシャフト・アウフ・アクチ
エン

57
段ボール用接着剤及び該接着剤を用
いた段ボールの製造方法

敷島スターチ株式会社

24
段ボール用接着剤の連続製造法およ
びそのための装置

カラス，ジョージ　シー． 58 生分解性剥離シート 森　幸彦

25 糊剤 花王株式会社 59 段ボール貼合用澱粉糊 レンゴー株式会社

26 繊維混合のり 福岡　秀雄 60 高温高速型段ボール用接着剤 三和澱粉工業株式会社

27
過酸化水素を用いた加熱焙焼反応に
よる澱粉誘導体及びその製造方法

王子コーンスターチ株式会
社

61 接着剤 有限会社エコスタ

28 やぶれ障子即補修のり 堀　恵弥子 62 澱粉糊 ヤヨイ化学工業株式会社

29 段ボール用耐水接着剤 王子製紙株式会社 63 接着剤組成物 日澱化學株式会社

30
層間接着剤およびそれを用いた抄紙
方法

敷島スターチ株式会社 64 水性マスチック型接着剤組成物 コニシ株式会社

31 水性系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 65
接着構造体とその接着構造体を備える
化粧料容器

株式会社吉野工業所

32 段ボール用接着剤 王子製紙株式会社 66 接着糊 村井　雪夫

33 段ボールおよび段ボール用貼合糊 東罐興業株式会社 67 段ボール用強耐水接着剤
株式会社ホーネンコーポ
レーション

34 段ボール用接着剤 王子製紙株式会社 以下４点省略
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