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No,8297 公開特許 耐水ダンボールの製造加工方法 平.5-8 73点 ￥26,400
No,8299 〃 青果物用保冷段ボールケース 平.5-8 79点 ￥28,000
No,9508 〃 生分解性食品包装材料と製品 平.5-14 100点 ￥20,000
No,9509 〃 生分解性食器類とその材料 平.5-14 100点 ￥20,000
No,9358 〃 青果物の鮮度保持包装方法 平.9-13 64点 ￥16,000
No,9302 〃 生鮮野菜の殺菌・鮮度保持方法 平.5-13 76点 ￥19,000
No,8687 〃 故紙製緩衝材の製造方法と装置 平.9-10 58点 ￥22,500
No,8305 〃 〃 平.5-8 63点 ￥24,700
No,8689 〃 生分解性緩衝材の製造加工方法 平.8-10 56点 ￥23,500
No,9102 〃 包装用紙管緩衝材 平.9-12 57点 ￥19,700
No,8216 〃 〃 平.5-8 63点 ￥19,700
No,8688 〃 パルプモールドの製造方法 平.9-12 63点 ￥24,700
No,8219 〃 〃 平.5-8 73点 ￥25,900
No,9503 〃 製紙スラッジの再利用方法 平.5-14 108点 ￥21,700
No,8700 〃 ペーパー・ハニカム・コアの製造加工方法 平.9-10 59点 ￥21,400
No,8259(B) 〃 〃 平.7-8 71点 ￥24,200
No, 〃 (A) 〃 〃 平.5-6 55点 ￥15,800
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1 箱用の蓋 西田製凾有限会社 40 耐水段ボール 王子製紙株式会社

2 耐水耐油紙 日本製紙株式会社 41 防湿耐水合紙 レンゴー株式会社

3 硬質厚紙製容器 株式会社井上段ボール 42 ホットメルト組成物及び防湿加工紙 レンゴー株式会社

4 再生可能な耐水耐油紙 日本製紙株式会社 43
トルマリン鉱石（電気石）及び耐水剤を
含浸させたハ　ウスラップ

株式会社テイエム・テクノ

5 防湿紙およびその製造方法 レンゴー株式会社 44 容器およびその製造方法 王子製紙株式会社

6 折たたみ式ダンボール棺 上來　敏夫 45 耐水段ボール箱 王子製紙株式会社

7 段ボール用接着剤
王子コーンスターチ株式会
社

46
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

8 耐水剤及びそれを用いた耐水紙 レンゴー株式会社 47 防錆防湿段ボールシート 王子製紙株式会社

9 調理済食品用包装箱 レンゴー株式会社 48 防湿防水段ボールシート 王子製紙株式会社

10 レーヨン紙及びその製造方法 レンゴー株式会社 49 耐水段ボール箱 王子製紙株式会社

11 防湿紙およびその製造方法 レンゴー株式会社 50 易離解性防湿段ボール箱 王子製紙株式会社

12 段ボール用耐水接着剤組成物
株式会社ホーネンコーポ
レーション

51
耐水段ボール、耐水段ボール用浸漬
液及び該浸漬液を用いた耐水段ボー
ルの製造方法

遠州紙工業株式会社

13 生分解性複合材およびその製造方法 三菱化学株式会社 52 台形状の目をもつ段ボール平板 大善株式会社

14 生花または鉢物の梱包容器 西尾　義彦 53 段ボール平板 大善株式会社

15
防錆防湿段ボールシートおよびその製
造方法

日本加工製紙株式会社 54
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

16 生分解性複合材およびその製造方法 三菱化学株式会社 55 強化段ボ―ル板使用による畳床 阿波スピンドル株式会社

17 段ボール用耐水接着剤組成物
株式会社ホーネンコーポ
レーション

56
羽毛粉末を塗工したリサイクル可能な
耐水段ボール及びその製造方法

カミ商事株式会社

18
段ボール用耐水性アルカリ接着剤組
成物

ナショナル　スターチ　アン
ド　ケミカル　インベストメント
ホールディング　コーポレイ
ション

57 襖の構造 積水化学工業株式会社

19 生花または鉢物の梱包容器 西尾　義彦 58
吸水，吸油性段ボール及びこれを用い
たトレー容器

森　和男

20
吸水機能を有する美粧積層体及び紙
箱

大日本印刷株式会社 59
段ボールとその製造装置及びミニ段の
段ボール製食品用容器又は食品用包
装材

レンゴー株式会社

21 耐水紙 レンゴー株式会社 60 段ボール用耐水接着剤 王子製紙株式会社

22 防湿防水段ボールシート 王子製紙株式会社 61 耐水ダンボール及びその製造方法 五洋紙工株式会社

23 防湿段ボール箱及びその製造方法 王子製紙株式会社 62 生分解性耐水段ボールシート 東罐興業株式会社

24 耐水段ボール 王子製紙株式会社 63 ホットメルト組成物及び防湿加工紙 レンゴー株式会社

25 容器収納ボックス用の防水トレイ 積水成型工業株式会社 64
耐水性防滑性カートン及び耐水性防
滑性紙箱

凸版印刷株式会社

26 段ボール用耐水接着剤 レンゴー株式会社 65 耐水段ボールシート 王子製紙株式会社

27 防湿紙の製造方法 レンゴー株式会社 66 包装用紙 王子製紙株式会社

28 段ボール製造機 遠州紙工業株式会社 67
ダンボール原紙用コーティング剤組成
物

旭化成株式会社

29 段ボール箱 日比野　実 68 耐水段ボール 東海加工紙株式会社

30
塩化ビニリデン系共重合樹脂ラテック
ス

旭化成工業株式会社 69 包装箱 東罐興業株式会社

31
建築基礎、機械設置基礎コンクリート
用型枠

王子建材工業株式会社 70 缶用マルチパック 寳酒造株式会社

32 襖 積水化学工業株式会社 71 積層段ボール 東濃コアー株式会社

33
耐水断熱段ボール容器及びその蓋及
び容器の製法

日本特許管理株式会社 72 耐水中芯及び耐水段ボールシート 王子製紙株式会社

34 反り防止襖 大日本印刷株式会社 73 包装箱 東罐興業株式会社

35 段ボールシートおよび段ボール箱 東罐興業株式会社 74 耐水段ボール箱 王子製紙株式会社

36 耐水性中芯及び耐水段ボール 王子製紙株式会社 75 缶用マルチパック レンゴー株式会社

37 フレキソインク及び耐水性段ボール 王子製紙株式会社 76 二重構造の段ボール箱 遠州紙工業株式会社

38 段ボール用接着剤及び耐水段ボール 王子製紙株式会社 77 易離解性防湿段ボールシート 王子製紙株式会社

39 強耐水段ボール用接着剤 王子製紙株式会社 78 防水段ボール箱 大一コンテナー株式会社

以下２２点省略

耐水ダンボールの製造加工方法 　　　No.9715
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