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No,8369(B) 〃 〃 平.7-9 74点 ￥24,200
No, 〃 (A) 〃 〃 平.4-6 70点 ￥21,800
No,7402 〃 〃 昭.63-平.3 109点 ￥25,400
No,9166 登録・公開 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,8605 〃 〃 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, 〃 (A) 〃 〃 平.1-3 75点 ￥21,300
No,9517 公開特許 抗菌性シートの製造加工方法 平.10-14 89点 ￥17,800
No,8381 〃 〃 平.5-9 84点 ￥27,400
No,8854 〃 廃油吸収用シート材の製造加工方法 平.9-11 67点 ￥27,400
No,8226 〃 〃 平.5-8 64点 ￥30,000
No,9296 〃 化粧用脂取り紙の製造方法 平.11-13 75点 ￥18,700
No,8575 〃 〃 平.5-10 72点 ￥28,400
No,9688 〃 使用済み紙オムツの処理・再利用方法 平.5-15 98点 ￥23,000
No,9687 〃 ペット用オムツの製造加工方法 平.6-15 100点 ￥23,000
No,9472 〃 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
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1 徐放性シート 大阪瓦斯株式会社 38
ガス吸着用シート及びそれを用いた空
気清浄用フィルタ

東洋紡績株式会社

2
繊維状活性炭を含むシート、物品、そ
れらの製造方法及び該物品の用途

株式会社クラレ 39
積層ガス吸着用シート及びそれを用い
た空気清浄用フィルタ

東洋紡績株式会社

3 多孔質活性炭素成形体の製造方法 東海カーボン株式会社 40
吸着性シ―ト及びその製造方法並び
に空気浄化用フィルタ―

東洋紡績株式会社

4
活性炭、活性炭付着繊維シートおよび
それらの製造方法

日本バイリーン株式会社 41 消臭シート材 ダイニック株式会社

5 炊飯器用活性炭添加剤 クラレケミカル株式会社 42 空気浄化用フィルター 東洋紡績株式会社

6
粉末活性炭含有複合シートおよびその
製造方法

ユニチカ株式会社 43 空気浄化用フィルター 東洋紡績株式会社

7 脱臭シート 三菱製紙株式会社 44
吸着性シート及び空気浄化用フィル
ター

東洋紡績株式会社

8
金属酸化物を担持した活性炭の製造
方法

新王子製紙株式会社 45
ガス吸着用シート及び空気清浄用フィ
ルタ

東洋紡績株式会社

9
ドレスカバー、消臭積層シート、及びそ
の製造法

旭化成工業株式会社 46
吸着性シート及び空気浄化用フィル
ター

東洋紡績株式会社

10 シート状吸着剤 クラレケミカル株式会社 47 活性炭含有積層シ―トの製法 ダイニック株式会社

11 吸着性シート及びその製造方法 東洋紡績株式会社 48 悪臭ガス除去用シ―ト状物 ユニチカ株式会社

12 有害物質除去材の製造方法 三菱製紙株式会社 49 活性炭シート 田中紙管株式会社

13 微粒子活性炭を含有したシート モルザ株式会社 50 ガス吸着シート 旭化成工業株式会社

14
空気浄化剤および空気浄化用フィル
ター

日本化学工業株式会社 51 脱臭剤および脱臭シート 三菱製紙株式会社

15 フィルタ
伊原高圧継手工業株式会
社

52 積層シート及び吸収性物品 花王株式会社

16 吸着材 クラレケミカル株式会社 53 機能性シート及びその製造方法 株式会社タイキ

17 脱臭フィルタ素材 日本バイリーン株式会社 54
活性炭素繊維、活性炭素繊維布及び
その製造方法

昭和電工株式会社

18 除塵フィルターの機能を有する吸着材 クラレケミカル株式会社 55 活性炭・トルマリンマット 内山　睦彦

19 消臭シート
エムエイシイサンコー株式
会社

56 吸収性物品 王子製紙株式会社

20 面状消臭体およびその製造方法 旭化成工業株式会社 57 フィルタエレメント及びその製造方法
東洋エレメント工業株式会
社

21
吸着性シートおよび空気浄化用フィル
ター

東洋紡績株式会社 58 光触媒活性炭シート 住友化学工業株式会社

22 空気清浄化用フィルター 二村化学工業株式会社 59 空気浄化用ろ材及びフィルタ 金井　宏彰

23 吸着エレメント ユニチカ株式会社 60 有害ガスのシート状捕捉吸着体 株式会社竹中工務店

24
活性炭及びその複合吸着材の再生方
法

クラレケミカル株式会社 61 フィルターおよびその製造方法 チヨダコンテナー株式会社

25 消臭基材及び消臭フィルター 株式会社日本水処理技研 62
ガス吸着用シートおよび空気浄化用
フィルタ

東洋紡績株式会社

26 浄化用シートおよびその製造方法 日東電工株式会社 63 消臭シート 花王株式会社

27 エチレンガス除去シート 平井　正夫 64 活性炭含有紙およびエアフィルター 大阪瓦斯株式会社

28 活性炭シート 田中紙管株式会社 65
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

29 吸着材フイルターおよびその製造方法 大阪瓦斯株式会社 66 空気用活性炭フィルター
コーニンクレッカ　フィリップ
ス　エレクトロニクス　エヌ
ヴィ

30 吸着材フイルターおよびその製造方法 大阪瓦斯株式会社 67
光触媒担持脱臭シート及び空気浄化
用フィルター

東洋紡績株式会社

31 吸着材フイルター 大阪瓦斯株式会社 68 活性炭系吸着体 ユニチカ株式会社

32
繊維状活性炭含有複合シートとその製
造方法

ユニチカ株式会社 69
光触媒担持脱臭シート及び空気浄化
用フィルター

東洋紡績株式会社

33
有害物質除去機能を有する積層シート
材とその製造方法及びコルゲート状有
害物質除去材とその製造方法

ユニチカ株式会社 70
ガス吸着用シート及び空気浄化用フィ
ルタ

東洋紡績株式会社

34 フィルター用活性炭繊維シート ユニチカ株式会社 71 複合フィルター 三菱製紙株式会社

35 シート状物及びフィルタ 東洋紡績株式会社 72 脱臭用シート及び乗物用脱臭内装材 ユニチカ株式会社

36 集塵・脱臭フィルタ 株式会社テネックス 73 繊維状活性炭を含むシート 東洋紡績株式会社

37 集塵・脱臭フィルタ 株式会社テネックス 74 活性炭繊維シートとその製造法 ユニチカ株式会社

以下２６点省略

活性炭シートの製造加工方法 　　　No.9736
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