
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， １０２０６ 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！

換気扇クリーナーの組成法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１３年～平成１９年（７年間） ７７点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥３０，７６５－ ￥２９，３００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥３０，７６５－ ￥２９，３００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４５，１５０－ ￥４３，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9223 公開特許 換気扇クリーナーの組成法 平.9-12 63点 ￥21,700
No,8264 〃 〃 平.5-8 73点 ￥33,400
No,9007 〃 台所用洗剤の組成法 平.8-11 61点 ￥24,500
No,8018 〃 〃 平.5-7 62点 ￥33,200
No,10092(A) 〃 排水溝用ヌメリ防止剤の組成 平.9-18 71点 ￥28,600
No,10092(B) 〃 排水溝用ヌメリ防止剤の容器 平. 〃 75点 ￥28,600
No,9934 〃 殺菌用洗浄剤の組成法 平.16-17 68点 ￥24,600
No,9672 〃 〃 平.14-15 68点 ￥21,000
No,9285 〃 〃 平.12-13 61点 ￥15,700
No,9004 〃 〃 平.10-11 62点 ￥24,700
No,8436 〃 〃 平.8-9 71点 ￥29,800
No,8752 〃 消臭・除菌剤の組成 平.5-10 73点 ￥27,400
No,8887 〃 風呂水用殺菌剤の組成 平.5-11 59点 ￥23,700
No,8979 〃 エアゾール型洗浄剤の組成 平.5-11 68点 ￥27,400
No,8745 〃 カビ取り剤の組成法 平.8-10 55点 ￥23,500
No,7992 〃 〃 昭.61-平.7 63点 ￥24,700
No,8746 〃 パイプクリーナーの組成法 平.8-10 60点 ￥24,700
No,7993 〃 〃 昭.61-平.7 70点 ￥29,700
No,8478 〃 カーペット・クリーナーの組成法 平.5-9 59点 ￥25,500
No,9225 〃 ガラスクリーナーの組成法 平.9-12 65点 ￥24,800
No,8265 〃 〃 平.6-8 54点 ￥23,700
*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
微生物培溶液に基づく界面活性剤及
び上記界面活性剤を含む洗浄液

中村　啓次郎 44 液体洗浄剤組成物 花王株式会社

2 硬質表面用洗浄剤組成物 ライオン株式会社 45 液体洗浄剤組成物 花王株式会社

3 液体洗浄剤 花王株式会社 46
構造物の洗浄・保護方法および構造
物用洗浄液剤・保護液剤キット

細川　猛

4 研磨剤組成物 東陶機器株式会社 47 洗浄助剤
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

5
化学反応利用による多目的アルカリ洗
浄剤

星　典子 48 液体洗浄剤組成物 花王株式会社

6
香気性精油含有組成物を用いた洗浄
剤

昭和電工株式会社 49 加熱調理機器用液体洗浄剤組成物
ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

7 エアゾール型洗浄剤組成物
スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

50 洗浄剤組成物 株式会社ケミコート

8 液体組成物及びスプレー剤 ショーワ株式会社 51 硬表面処理剤組成物 花王株式会社

9 洗浄剤組成物 旭電化工業株式会社 52 洗浄剤組成物 原田　祝行

10 液状洗浄剤組成物
ミヤショウプロダクツ株式会
社

53 洗剤 有限会社　トミリュウ

11 石鹸洗浄剤
ジャパンライトサービス株式
会社

54 マルチパーパス用液体洗浄剤組成物 ライオン株式会社

12 粘状研磨洗浄剤 株式会社楽 55 起泡性の向上方法 花王株式会社

13 油処理溶剤の改良 有限会社グレコアソシエイト 56 液体洗浄剤用添加剤 株式会社日本触媒

14 液体洗浄剤組成物 旭電化工業株式会社 57
窒素含有ポリマーを含む清浄化剤組
成物

ビーエーエスエフ　アクチェ
ンゲゼルシャフト

15 液体洗浄剤組成物 花王株式会社 58 液体洗浄組成物
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

16 被洗浄物の洗浄方法 フマキラー株式会社 59 住居用洗浄剤 熊野油脂株式会社

17
洗浄剤の製造方法および該方法に使
用するマイナスイオン発生装置

福田　国男 60
清浄用皮膜形成剤及びこれを用いた
清浄方法

ライオン株式会社

18
界面活性剤の可溶化方法およびそれ
によって得られる界面活性剤可溶化溶
液、並びにそれを用いた…

ティーポール株式会社 61 洗浄剤組成物 第一工業製薬株式会社

19 発泡洗浄剤 石原薬品株式会社 62 液体クレンザー組成物 花王株式会社

20 硬質表面洗浄剤組成物 三菱瓦斯化学株式会社 63 液体クレンザー組成物 花王株式会社

21 洗浄つや出し剤組成物 花王株式会社 64 硬質表面用洗浄剤 花王株式会社

22 非イオン界面活性剤 旭電化工業株式会社 65 硬質表面用洗浄剤 花王株式会社

23
疎水性硬表面の洗浄防汚処理剤及び
洗浄防汚処理方法

東洋理研株式会社 66 液体洗浄剤組成物 花王株式会社

24 硬質表面用液体洗浄剤組成物 花王株式会社 67 微小気泡発生用界面活性剤 三洋化成工業株式会社

25 硬質表面用液体洗浄剤組成物 花王株式会社 68 硬質表面洗浄剤組成物 株式会社ＡＤＥＫＡ

26 洗浄剤及びその製造方法 佐々木　啓之 69 水性シャンプー兼撥水コート組成物 石原薬品株式会社

27 洗浄剤及びその製造方法 佐々木　啓之 70 水性液体洗浄剤組成物 花王株式会社

28 液体クレンザー組成物 花王株式会社 71 液体洗浄剤組成物 花王株式会社

29 水性洗浄剤組成物 ジョンソン株式会社 72 硬質表面の水切れ性付与剤 花王株式会社

30 洗浄剤 東洋理研株式会社 73 洗浄液 株式会社　レイモンドハウス

31 洗浄剤製品 ライオン株式会社 74
除菌洗浄剤及びこれを用いた汚染物
の除去方法

東栄部品株式会社

32 硬質表面洗浄剤組成物 エステー化学株式会社 75 水性液体洗浄剤組成物 花王株式会社

33 ジェルクリーナー 長谷川香料株式会社 76 硬質表面用洗浄剤組成物 花王株式会社

34 アルカリ性洗浄剤組成物 ティーポール株式会社 77 硬質表面用洗浄剤 花王株式会社

35 二液型染み抜き剤 株式会社科研

36 濃縮型液体洗浄剤組成物 第一工業製薬株式会社

37 液体洗浄剤組成物 花王株式会社

38 硬質表面用洗浄剤組成物 花王株式会社

39
起泡性の向上方法及び泡状洗浄剤組
成物

花王株式会社

40 洗浄剤組成物 第一工業製薬株式会社

41 殺菌洗浄剤組成物 花王株式会社

42 液体クレンザー組成物 ライオン株式会社

43 殺菌洗浄剤組成物 花王株式会社 以上７７点収録
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