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No,8905 公開特許 シート状冷却剤の製造方法 平.9-11 53点 ￥19,700

No,8135 〃 〃 平.1-8 78点 ￥24,500

No,8034 〃 磁気健康装身具とその製造方法 平.3-7 50点 ￥21,300

No,9174 〃 外反母趾矯正用品 平.5-12 72点 ￥24,800

No,9733 〃 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,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,8615 〃 シート状発熱保温材の製造方法 平.1-10 99点 ￥29,700

No,9340 〃 医療処置キットの構造 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,9492 〃 医療廃棄物収納容器 平.5-14 87点 ￥19,000

No,7862 〃 外科手術用ドレープ 昭.60-平.6 86点 ￥24,800

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
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1 治療器用粘着シート 松下電工株式会社 44 血行促進貼付具 井上　秀樹

2 治療具 竹間　藤一 45
絆創膏の上に磁石を貼り合わせた磁石
健康器

赤尾　邦夫

3
磁気鎮痛消炎シートおよびその製造方
法

宮口　直樹 46 生体電流利用治療器 富山　照政

4
繰り返す湾曲磁気領域を有する治療用
磁気シート

ニッケン,　インコーポレー
ション 47 磁力応用疲労回復具 土田　裕三

5 磁気健康器具
株式会社地球活性化情報
センター 48

絆創膏の上に両面テープで磁石を貼り
合わせた磁石健康器

赤尾　邦夫

6 磁性粘着テープ 東洋化学株式会社 49
静磁場により腰痛に鎮痛効果を与える
方法

ピップフジモト株式会社

7 押圧治療器
株式会社日本健康増進研
究会 50 磁石可動式磁気絆創膏 荒井　佐智夫

8 治療具固定用貼付シート 浦工株式会社 51 磁気治療シート及びその製造方法 古谷　武美

9 磁気治療器 清原　尚 52 粘着剤付ゴム磁石テープ 坂田　瑩輔

10 貼付用磁気治療器 有限会社心宝商事 53 健康圧迫物質及びその製造方法 福永　幹夫

11 磁気貼付け器 太陽誘電株式会社 54 局所治療具 アポロ医療器株式会社

12 皮下刺激健康器具 古川　良一 55 温熱効果が得られる磁気治療器 遠藤　和男

13 遠赤外線磁気治療器 岸本　雅義 56 ファッション性磁石 株式会社東和製作所

14 治療用テープ 古沼　利幸 57 貼付剤 株式会社徳力本店

15 健康用皮膚当て接具 鳴子　富男 58 磁気健康器具 有限会社テラ

16 貼付シート 日向　誠 59 磁石を使用する治療器具 有限会社古田化学研究所

17 治療器体の組成物 ダイセー工業株式会社 60 救急絆創膏型磁気治療器 ピップフジモト株式会社

18 皮膚に貼用される健康増進具 株式会社コンセプツ 61 磁気治療器固定用粘着シート 日東電工株式会社

19 磁気治療器 三菱マテリアル株式会社 62
貼付用、セラミックス埋め込み磁気治療
器

安藤　浩

20 ヤング・コリトーレ 江藤　直美 63 磁気治療具 春日岡　隆次郎

21 スーパーマグネットバン 尾辻　良一 64 磁気治療用永久磁石 株式会社トーキン

22 磁気健康器具 梅田　伸一 65 磁気治療器
セイコープレシジョン株式会
社

23 磁気治療器の貼付具 樋口　新 66 ハラーズ磁気バン及びその製造方法 ジイエフ・ブレーン株式会社

24 磁力応用疲労回復具 土田　裕三 67 身体に付ける磁気粘土 木村　弘

25 磁気血行促進健康器 松崎　五三男 68 磁気治療器 半妙　太一

26 磁石被覆構造
日本ビーエムエル通商株式
会社 69 磁気治療器 株式会社トーキン

27 磁気健康器 矢継　正信 70 磁気治療具 秋山　正道

28 多数個マグネット健康具 古谷　武美 71 磁気治療器 株式会社ヒノ・カンパニー

29 磁気貼着テープ 萩原　幸四郎 72 磁気健康器具 有限会社　日本磁力器材

30 磁気鎮痛シート 宮口　直樹 73 ポリマー治療体 株式会社トーキン

31 樹脂被覆磁石 初井　良太郎 74
プラスチック樹脂被覆磁気治療器、磁
気治療器の磁極性別治療効果

カドテック株式会社

32
磁気によるコレステロールの低下及び
免疫増強法

ピップフジモト株式会社 75 遠赤外線磁気治療器 日光精器株式会社

33 磁力膏・マグペッタン 高橋　滋也 76
トルマリンを含む磁気治療シート及びそ
の製造方法

株式会社トーキン

34 磁気治療具 加藤　良英　　　　　　　　 77 トルマリンを含む磁気治療シート 株式会社トーキン

35
磁石用組成物および磁気治療器およ
び生物の成長促進器

ヤマウチ株式会社 78 トルマリンを含む磁気治療シート 株式会社トーキン

36 磁気治療器 大塩　宏三 79 貼付式磁気治療器 株式会社竹内商事

37 磁気治療器およびその製造方法 有限会社サンデン 80 人体貼付用治療具 城戸　敏弘

38 屈曲復元性を有する平板磁性体 株式会社加地 81
ツボ刺激用トルマリン含有ローデンポリ
エステル及びシリコン樹脂板

金子　弘喜

39 治療用キャップ 小川　逸朗 82 磁気治療用絆創膏 阿蘇製薬株式会社

40 磁気治療シートおよびその製造方法 宮口　直樹 83 磁気治療器 三栄化成株式会社

41 治療用キャップ 小川　逸朗 84 磁気治療器 株式会社ヒノ・カンパニー

42 磁気治療器 三菱マテリアル株式会社 85
ラミネート磁気治療器及びその製造方
法

ジイエフ・ブレーン株式会社

43
カラー・ファッション・エレキ・バンドエイ
ド

斎藤　清吉 以下１５点省略
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