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No,9472 公開特許 ペット用シーツの製造加工方法 平.12-14 82点 ￥20,700
No,8992 〃 〃 平.5-11 86点 ￥29,700
No,8994 〃 ペット用トイレとその製造方法 平.5-11 78点 ￥27,000
No,9365 〃 水解性おむつライナーの製造加工方法 平.5-13 78点 ￥19,500
No,9364 〃 抗菌性ワイパーの製造加工方法 平.5-13 77点 ￥19,200
No,9342(A) 〃 使い捨てマスクとその製造方法 平.10-13 92点 ￥21,400
No, 〃 (B) 〃 花粉症用マスクとその製造方法 〃 64点 ￥16,200
No,9323 〃 調理シートとその製造方法 平.5-13 83点 ￥20,700
No,9322 〃 使い捨て補助パッドと取付方法 平.9-13 75点 ￥18,500
No,9321 〃 母乳洩れ吸収パットの製法 平.10-13 72点 ￥18,500
No,9296 〃 化粧用脂取り紙の製造方法 平.11-13 75点 ￥18,700
No,9222 〃 使い捨てぬれ雑巾の製造加工方法 平.5-12 65点 ￥24,400
No,9169 〃 使い捨て便座カバーとその製法 平.10-12 63点 ￥19,700
No,9168 〃 使い捨てスリッパとその製造方法 平.5-12 84点 ￥24,700
No,9167 〃 使い捨てトイレ用マット 平.7-12 68点 ￥21,700
No,9166 〃 ドリップ吸収用シート材の製造加工方法 平.11-12 73点 ￥24,300
No,9165 〃 汗取りパットとその製造方法 平.10-12 61点 ￥19,800
No,9164(B) 〃 衛生用品の包装方法と包装体 平.9-12 85点 ￥29,000
No, 〃 (A) 〃 〃 平.5-8 62点 ￥21,000
No,9152 〃 高吸水性シート材の製造加工方法 平.10-12 62点 ￥23,400
No,8960 〃 紙ウェブ折畳み装置の構造 平.5-11 60点 ￥27,400
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1 小形四つ足動物用おむつ 井内　正勝 42
健康チェック用発色型トイレ材及び健
康チェック用複合トイレ材

株式会社ネア・コーポレー
ション

2 吸収シート 第一衛材株式会社 43
動物用糞尿処理・消臭材及びその製
造方法

株式会社ネア・コーポレー
ション

3 ペット用カバー 吉田　千代 44 犬の採糞処理具 藤長　二郎

4 犬用おむつ 長内　力雄 45 ペット用パンツ 株式会社コ－チョ－

5 吸水材の製法 株式会社日本触媒 46
紙が水分を含む事により、消臭作用を
発揮する、　消臭紙製で、焼却処分が
可能な紙製ふとんと．．．

テレワード株式会社

6 吸収物品 株式会社日本触媒 47 ペット用おむつの製造方法 柴垣　善博

7 ペット用使い捨てオムツ
横河アナリティカルシステム
ズ株式会社

48 吸水具とその製造方法 アイリスオーヤマ株式会社

8 犬用おむつ 長内　力雄 49
含塩溶液吸収用の吸収材料および吸
収体

株式会社フロンティア

9
ペット用トイレ砂、トイレットシートカバー
及びおむつ

株式会社大貴 50 犬の採糞処理具 藤長　二郎

10 ペット用パンツ オオタ衛材株式会社 51 排泄物処理具 加藤　ひろみ

11 犬、猫用紙オムツ 河野　勝代 52 吸収体の製造方法 ユニ・ハートス株式会社

12 ペット用パンツ 荒川　進一郎 53 吸収体 ユニ・ハートス株式会社

13 排尿吸収材 第一衛材株式会社 54
含塩溶液吸収用の吸収材料および吸
収体

株式会社フロンティア

14 ペット用おむつおよび生理用パンツ
コッキイ・ペットランド株式会
社

55 動物用の穀粒リター
ペット　ケア　システムズ　イ
ンコーポレイテッド

15 アンモニア発生防止剤 丸善製薬株式会社 56 消臭シート
有限会社ヒューマンイン
ターフェイス

16
吸収材料として有用な架橋された多糖
類

ローヌ－プラン　インコーポ
レイティド

57
消臭性／抗菌性吸水剤、その製法お
よび吸収性物品

三洋化成工業株式会社

17 消臭性樹脂組成物およびその製法 ユニ・チャーム株式会社 58 動物用紙おむつ 栗原　明美

18 脱臭・殺菌・乾燥機能を有するシート材 藤田　佐内 59 吸水性消臭シ―ト 花王株式会社

19 吸収性シート及びその製造方法 伊野紙株式会社 60 消臭性吸水性樹脂組成物 イヌイ株式会社

20 ペット用おむつ 株式会社ペティトラスト 61 ペット用尿吸収具 株式会社ペティトラスト

21 水崩壊性不織布の製造方法 王子製紙株式会社 62 犬用排泄物処理袋 岡田　キヨミ

22 動物用パンツ 大川　洋子 63 ペット用尿吸収具 株式会社ペティトラスト

23
吸収性シート及びその製造方法並び
に吸収性物品

花王株式会社 64 犬用生理パンツ 岡内　久美子

24
吸収性シート及びその製造方法並び
に吸収性物品

花王株式会社 65 犬に優しいズレないペット用紙おむつ 鈴木　徳弥

25
吸収性シート及びその製造方法並び
に吸収性物品

花王株式会社 66 衛生用品 高砂香料工業株式会社

26 吸水性樹脂組成物および吸収体 株式会社日本触媒 67 吸収性物品 花王株式会社

27 消臭パック及び消臭袋 ビス有限会社 68 吸水性樹脂およびその製造方法 株式会社日本触媒

28 水崩壊性不織布及びその製造方法 王子製紙株式会社 69 吸水シート 王子製紙株式会社

29 抗菌性吸水剤組成物およびその製法 三洋化成工業株式会社 70 分解性高吸水性複合体 三井化学株式会社

30 バイオ消臭剤 久保田　豊秋 71
水崩壊性高吸水性複合体及び吸収体
物品

株式会社日本吸収体技術
研究所

31
消臭性を有する複合不織布の製造方
法

王子製紙株式会社 72 ペット用排泄物処理具 株式会社ペティトラスト

32 ペット用おむつ 日東電工株式会社 73 吸水剤、その製法及び吸収性物品 三洋化成工業株式会社

33 吸収性物品 花王株式会社 74 架橋重合体及びその製造方法 三井化学株式会社

34 紙オムツ動物用しっぽ穴補強シール 杉山　龍太 75 消臭シート 花王株式会社

35 犬の採糞処理具および糞収容袋 藤長　二郎 76 再生パルプの分離機 ユニ・ハートス株式会社

36 犬の採糞処理具 藤長　二郎 77
消臭兼吸水材と消臭兼吸水機能付き
生活用品

株式会社セレネ

37 ペット用紙おむつ オオタ衛材株式会社 78 ペットのケアパンツ 松本　智子

38
抗菌性吸水剤および抗菌性吸収性物
品

三洋化成工業株式会社 79 スッキリパンツ（ペット用） 杉野　享子

39
第４級アンモニウム塩基含有吸水性樹
脂の製法

三洋化成工業株式会社 80
有機アミン類を消臭剤として用いた吸
収性物品

ユニ・チャーム株式会社

40 便採取用一時耐水性シート 宇佐美　元章 81 消臭シート ユニ・ハートス株式会社

41 吸収体 花王株式会社 以下１９点省略

ペット用オムツの製造加工方法 　　No.9687
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