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温熱パップ剤の製造方法
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［公開編］平成６年～平成１５年（１０年間） ９９点

(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２４，１５０－ ￥２３，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２４，１５０－ ￥２３，０００－

（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３５，７００－ ￥３４，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)

No,9733 公開特許 美容シートとその製造方法 平.14-15 100点 ￥23,000

No,9283 〃 〃 平.12-13 97点 ￥24,200

No,8903 〃 〃 平.5-11 147点 ￥37,700

No,9573 〃 介護用シーツとその製造方法 平.5-14 92点 ￥21,400

No,8247 〃 使い捨てシーツとその製造方法 平.5-8 64点 ￥24,600

No,9340 〃 医療処理キットの構造 平.5-13 79点 ￥23,700

No,9341 〃 医療用ガーゼの製造加工方法 平.5-13 80点 ￥19,700

No,9153 〃 綿棒とその製造方法 平.8-12 78点 ￥24,700

No,8052 〃 〃 平.4-7 74点 ￥19,700

No,7413(A) 〃 〃 昭.61-平.3 91点 ￥21,300

No,9492 〃 医療廃棄物収納容器 平.5-14 87点 ￥19,000

No,9516 〃 抗ウィルス・マスクの製造加工方法 平.5-14 91点 ￥18,400

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,8361(A) 〃 〃 平.7-9 72点 ￥22,000

No,7826(A) 〃 〃 平.1-6 96点 ￥26,600

No,9342(B) 〃 花粉症用マスクとその製造方法 平.10-13 64点 ￥16,200

No,8361(B) 〃 〃 平.7-9 61点 ￥18,000

No,7826(B) 〃 〃 平.1-6 64点 ￥18,400

No,9154 〃 化粧綿・脱脂綿とその製法 平.9-12 64点 ￥19,800

No,8275 〃 〃 平.4-8 68点 ￥19,700

No,7449 〃 〃 昭.57-平.3 108点 ￥27,700

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・

（メール宛先：kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）

［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、Ｂ５製本版はＢ５サイズ･目次製本済みです。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容

ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入

題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 貼付剤 積水化学工業株式会社 45
温熱貼付剤用ホットメルト粘着剤組成
物

日本エヌエスシー株式会社

2 唐辛子の貼り薬 土屋　武典 46 オランダカラシエキス配合外用製剤 帝國製薬株式会社

3 温湿布用具 新紀産業株式会社 47 経皮吸収製剤 積水化学工業株式会社

4 インスタント温湿布
株式会社三菱油化ビーシー
エル 48 外用貼付剤 積水化学工業株式会社

5 血行促進型含水膏体 日東電工株式会社 49 粘着性発熱シート フェリック株式会社

6 温湿布剤 株式会社創研 50 湿布剤 ヤン－ヒー　リー

7 水性温感貼付剤 埼玉第一製薬株式会社 51 温熱プラスター 大協薬品工業株式会社

8 温熱貼付剤 久光製薬株式会社 52
貼布式、筋肉疲労の蒸しタオル効果と
磁気誘導効果シ－ル

株式会社　日本トラスト

9 温熱性貼付剤 久光製薬株式会社 53 パップ剤 鈴木油脂工業株式会社

10 貼付材 三宝化学株式会社 54
粘着性シート、又はこれを用いた医療
用テープ・シート或いは発熱体並びに
外用材

フェリック株式会社

11 医療用温熱剤収納袋 タカビシ化学株式会社 55
機能性材料及びこれを用いた機能性
シート

小西鉄工株式会社

12 化学発熱式ビワの葉温湿布 高橋　利治 56 貼付剤 三洋化成工業株式会社

13 パッド材 研榮工業株式会社 57 皮膚適用発熱シート フェリック株式会社

14 生理痛緩和シート 小林製薬株式会社 58 温熱材 フェリック株式会社

15 貼付剤 フェリック株式会社 59 カプサイシン含有外用剤 丸石製薬株式会社

16 温熱貼付剤 直　武司 60 温湿布 十津川株式会社

17 温熱貼付剤 株式会社トクホン 61 消炎鎮痛貼付剤 ニチバン株式会社

18 湿布具 広田　豊 62 自己加温タイプの貼付材 中村　憲司

19 貼付剤 フェリック株式会社 63 皮膚適用発熱シート 久光製薬株式会社

20 温熱貼付剤 フェリック株式会社 64 温熱貼付剤 三宝化学株式会社

21 薬草剤温熱プラスター 合名会社釜屋商店 65 皮膚適用発熱シート 久光製薬株式会社

22 発熱性温湿布剤 タックメディカル株式会社 66
通気性シート及びそれを用いた発熱体
構造物

フェリック株式会社

23 湿布用ホットパック タイヘイ化成株式会社 67 温感シート ライオン株式会社

24 温感治療具 藤井　雅彦 68 温冷湿布材 カネリョウ海藻株式会社

25 温湿布体 斉藤　守圀 69 急速温熱マット 鈴木　榮直

26 貼付材の製造方法 三宝化学株式会社 70 温湿布用パッド材 山口　淳一

27 水溶性パップ剤組成物 花王株式会社 71 一体型発熱体及び温熱材 フェリック株式会社

28 温湿布剤 鐘紡株式会社 72 温湿布パッド 曽　眞順

29 蓄熱パック 八尋　隆男 73 医療用温熱剤収納袋 タカビシ化学株式会社

30
味噌シート及びそれを用いた味噌湿布
並びに味噌シートの製造方法

サンスター株式会社 74 貼付剤 大正製薬株式会社

31 貼付剤 積水化学工業株式会社 75
Ｔの字形状の冷感パップ剤と温感パッ
プ剤

有限会社ブレインタンク

32 温熱パット 株式会社山忠 76 温熱具 花王株式会社

33 貼付剤組成物 花王株式会社 77 貼付剤 ライオン株式会社

34 温冷湿布具 株式会社フタバ化学 78 温感付与シート ライオン株式会社

35 温熱パッド 株式会社霊芝総合研究所 79 外用貼付剤 オーシン製薬株式会社

36 貼付剤 積水化学工業株式会社 80 皮膚表面加温貼付材 ライフケア技研株式会社

37 温感型湿布 三宝化学株式会社 81 温熱シート オーシン製薬株式会社

38
低周波治療用粘着シート及びこれを用
いた低周波治療器

オーシン製薬株式会社 82 携帯型機能性保水ゲル材 ダイヤ製薬株式会社

39
多孔質袋体、これを用いた発熱体、脱
酸素体、脱臭体、追熟体、乾燥材、除
湿材及び匂い袋

フェリック株式会社 83 肌貼用保温材 株式会社黒龍堂

40
低周波治療器用パップシート及びこれ
を用いた低周波治療器

オーシン製薬株式会社 84 誘導作用湿布用具 一木　健志

41 温感貼付剤 大正製薬株式会社 85 蓄熱体及びそれを含む温熱パッド 小林製薬株式会社

42 温感貼付剤 大正製薬株式会社 86 医療用加熱貼付布材 東洋紡績株式会社

43 粘着性組成物 東光薬品工業株式会社 87 発熱性組成物及び皮膚外用剤組成物 ライオン株式会社

44 温感パップシート オーシン製薬株式会社 88 機能性シート オーシン製薬株式会社

以下11点省略

温熱パップ剤の製造方法　　　No.9753

[公開編]　　平成６年～平成１５年（１０年間）　　９９点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥24,150    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥24,150　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥35,700　）
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