
株 式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－３－４藤村ビル

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）

ニュースガイﾄﾞＮｏ， １０２０４ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞ ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

トイレ用洗浄剤の組成
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１８年～平成１９年（２年間） ６２点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２６，０４０－ ￥２４，８００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２６，０４０－ ￥２４，８００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３８，８５０－ ￥３７，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9933 公開特許 トイレ用洗浄剤の組成法 平.16-17 66点 ￥23,500
No,9671 〃 〃 平.14-15 67点 ￥20,000
No,9286 〃 〃 平.12-13 53点 ￥13,800
No,9005 〃 〃 平.10-11 52点 ￥20,700
No,8493 〃 〃 平.8-9 61点 ￥24,800
No,7988 〃 〃 平.5-7 66点 ￥28,700
No,9399 〃 カーペット・クリーナーの組成法 平.10-13 53点 ￥17,600
No,8478 〃 〃 平.5-9 59点 ￥25,500
No,8746 〃 パイプクリーナーの組成法 平.8-10 60点 ￥24,700
No,8495 〃 浴室用洗浄剤の組成法 平.6-9 58点 ￥24,800
No,7735 〃 〃 平.1-5 61点 ￥33,700
No,8018 〃 台所用洗剤の組成法 平.5-7 62点 ￥33,200
No,8476 〃 シミ抜き剤の組成法 平.5-9 61点 ￥27,700
No,8616 〃 ビル清掃用洗剤の組成法 平.5-10 73点 ￥28,500
No,8265 〃 ガラスクリーナーの組成法 平.6-8 54点 ￥23,700
No,8775(A) 〃 固形芳香洗浄剤の組成と製法 平.1-10 67点 ￥26,000
No,〃 (B) 〃 固形芳香洗浄剤容器の構造 平.1-10 88点 ￥24,000
No,8887 〃 風呂水用殺菌剤の組成 平.5-11 59点 ￥23,700
No,8436 〃 殺菌洗浄剤の組成法 平.8-9 71点 ￥29,800
No,8067 〃 〃 平.5-7 55点 ￥27,400
No,8753 〃 ゲル状芳香洗浄剤の組成と製法 平.5-10 75点 ￥27,800
*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 便器清浄剤および便器清浄方法 高麗　寛紀 36
洗浄液、その製造方法及び製造装置
並びに洗浄方法

エナジーサポート株式会社

2 硬質表面用殺菌洗浄剤組成物 花王株式会社 37 硬質表面用洗浄剤組成物 花王株式会社

3 防汚剤組成物 小林製薬株式会社 38 着色酸化剤組成物 四国化成工業株式会社

4 尿石付着防止剤等の徐溶性薬剤 株式会社リフレ 39
水洗により洗浄される硬質表面用の防
汚剤

小林製薬株式会社

5 局部洗浄装置用洗浄剤組成物 旭電化工業株式会社 40 硬質表面用酸性洗浄剤組成物 花王株式会社

6 界面活性剤組成物 旭電化工業株式会社 41 水性組成物 花王株式会社

7
エアゾール用組成物およびエアゾー
ル洗浄剤

木村石鹸工業株式会社 42 硬質表面用洗浄剤 花王株式会社

8 抗菌剤 花王株式会社 43
抗菌性組成物ならびにこれを含有する
化粧料および洗浄剤

株式会社ＡＤＥＫＡ

9 抗菌剤 花王株式会社 44
洗浄剤組成物、洗浄方法および被洗
浄物品

国立大学法人広島大学

10 硬質表面用洗浄剤 花王株式会社 45
循環洗浄式男性用トイレの防臭防汚
洗浄方法及び該方法に使用する循環
洗浄式男性用トイレ

東日本旅客鉄道株式会社

11
漂白活性化剤、及びそれを含む漂白
剤組成物

ライオン株式会社 46
抗菌剤及びこれを含有する抗菌性組
成物

株式会社ＡＤＥＫＡ

12 トイレ用液体洗浄剤 花王株式会社 47 硬質表面用洗浄剤 花王株式会社

13 除菌洗浄剤 花王株式会社 48
細粉化籾殻混合桑煮出し液使用洗浄
研磨剤

藤本　安通

14 防腐剤組成物 株式会社ＡＤＥＫＡ 49 水性研磨洗浄剤組成物及びその用途 石原薬品株式会社

15
水徐溶性組成物、及びそれを用いた
洗浄方法

ライオン株式会社 50
尿石除去および汚物消臭抗菌剤なら
びに製造方法

冨樫　充弘

16 洗浄剤組成物 株式会社テシマ化研 51
徐溶性被膜を有する複合材及びコー
ティング組成物

ＴＯＴＯ株式会社

17
漂白剤及びシリコーングリコールを含
む組成物

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

52 硬質面クリーニング方法
ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

18 トイレタリー品用添加剤 ダイキン工業株式会社 53
抗菌剤及びこれを含有する抗菌性組
成物

株式会社ＡＤＥＫＡ

19 抗菌剤組成物 株式会社ＡＤＥＫＡ 54
酸性柑橘系オイルを含む洗浄剤組成
物

株式会社楽

20 硬質表面洗浄剤組成物 株式会社ＡＤＥＫＡ 55 尿石防止剤 三菱瓦斯化学株式会社

21 親水処理剤 小林製薬株式会社 56 尿石防止剤 三菱瓦斯化学株式会社

22 トイレ用固形洗浄剤 株式会社ＡＤＥＫＡ 57
温水便座用の噴射ノズル専用洗浄剤
組成物

株式会社楽

23 排便処理剤 日宝化学株式会社 58
香料前駆物質としての短鎖エノールエ
ステル

ジムリス　ゲゼルシャフト
ミット　ベシュレンクテル　ハ
フツング　ウント…

24
カチオン性ポリマー組成物、および、そ
のコンディショニング用途における使用

ハーキュリーズ・インコーポ
レーテッド

59 次亜塩素酸塩漂白組成物
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

25 バイオフィルムの除去のための方法
ロンザ　インコーポレイテッ
ド

60
酸性水性組成物の増粘剤としての疎
水性改質ジ第四級モノマー及びポリ
マー

ローディア　インコーポレイ
ティド

26
硬質表面の洗浄用又はすすぎ洗い用
組成物

ロディア・シミ 61 組織化界面活性剤組成物
ローディア　インコーポレイ
ティド

27
可溶性の会合性カルボキシメチルセル
ロース、その製造方法およびその用途

ハーキュリーズ・インコーポ
レーテッド

62 アルキルエーテル硫酸塩
ビーエーエスエフ　アクチェ
ンゲゼルシャフト

28
持続的な香料の送達とフラッシュ時の
香料の増加との組み合わせを提供す
る便器リムブロック

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

29
コンディショニング用途におけるカチオ
ン性酸化多糖類

ハーキュリーズ・インコーポ
レーテッド

30 抗菌剤 株式会社ＡＤＥＫＡ

31 硬質表面用洗浄剤 花王株式会社

32 硬質表面用洗浄剤 花王株式会社

33 水性組成物 花王株式会社

34 液体洗浄剤組成物 花王株式会社

35 液体洗浄剤組成物 花王株式会社 以上６２点収録
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