
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜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！

(税込価格) (本体価格)

￥２７，３００－ ￥２６，０００－

￥２７，３００－ ￥２６，０００－

￥４０，９５０－ ￥３９，０００－

(本体価格)

No,10291 登録・公開 平.20 79点 ￥28,900

No,10140       〃 平.19 81点  ￥29,300

No,10030       〃 平.18 84点  ￥29,400

No,9901       〃 平.17 91点  ￥31,800

No,9768       〃 平.16 92点  ￥23,000

No,9635       〃 平.15 90点  ￥15,900

No,9436       〃 平.14 90点  ￥15,900

No,9248       〃 平.13 74点  ￥16,200

No,9028       〃 平.12 69点  ￥23,700

No,8807       〃 平.11 75点  ￥24,600

No,8587       〃 平.10 74点  ￥25,800

No,8079 公告・公開 平.8 102点  ￥24,700

No,7987       〃 平.7 87点  ￥28,900

No,7774       〃 平.6 90点  ￥27,500

No,7645       〃 平.5 81点  ￥24,400

No,7503       〃 平.4 70点  ￥24,600

No,7297       〃 平.3 72点  ￥24,700

No,7012       〃 平.2 93点  ￥25,700

No,9082 公開特許 平11-12 78点  ￥24,700

No,9085       〃 平.9-12 78点  ￥23,300

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

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

ボイラー用水処理剤の組成

ボディシャンプーの組成法

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

石鹸組成物の製造方法
[登録・公開編]平成21年（1年間）　　71点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０４２６

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

石鹸組成物の製造方法

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

               〃

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

http://www.itdc-patent.com


1
Ｎ－長鎖アシル酸性アミノ酸、および
その製造法

旭化成ケミカルズ株式会社 31 発酵セルロース含有洗浄剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

2
最低レベルの脂肪酸石鹸をベースとし
飽和石鹸と不飽和石鹸の比が最低の
両性成分を含む合成固形石鹸・・・

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

32
皮膚洗浄料及びこれに用いるＮ－アシ
ルグルタミン酸塩

株式会社ファンケル

3 化粧用発泡性クレンジングピロー
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

33 石鹸泡立て具およびその製造方法 有限会社アーネス

4
液体皮膚緩和剤を高レベルで含む皮
膚洗浄用棒状製品

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

34
固形石鹸収納ネットの製造方法及び
ネット入り固形石鹸

中村  正一

5 液体身体洗浄剤組成物 花王株式会社 35
頭髪・頭皮用組成物、並びに、当該頭
髪・頭皮用組成物を含むヘアートリート
メント、カラートリートメン・・・

株式会社アルペン総合研
究所

6 脂肪酸石鹸 株式会社ＡＤＥＫＡ 36 シート状石鹸 昭和化工株式会社

7
有益物質粒子を含む等方性洗浄組成
物

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

37
表皮成長因子受容体を活性化するレ
チノイド療法、石鹸および他の刺激物
による副作用を防止する目的での・・・

ザ  リージェンツ  オブ  ザ
ユニバーシティー  オブ  ミ
シガン

8
抗真菌剤および抗細菌剤配合洗浄用
組成物

持田製薬株式会社 38 石鹸及びその製造方法 日野  正男

9 顆粒状第二アルカンスルホネート
クラリアント・プロドゥクテ・（ド
イチュラント）・ゲゼルシャフ
ト・ミト・ベシュレ・・・

39
固形石鹸収納ネットの製造方法及び
固形石鹸収納ネット

中村  正一

10
高屈折率の粒子を含む含油身体洗浄
組成物またはエマルジョン

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

40
オゾン化油を含有する石鹸及びその
製造方法

エコデザイン株式会社

11
クレンジングバー、クレンジングバーの
特性を改善するための方法、表面を洗
浄するための方法、クレンジ・・・

ジョンソン・アンド・ジョンソ
ン・コンシューマー・カンパ
ニーズ・インコーポ･･･

41 水溶液受け付き石鹸収納容器 小園  尚子

12
３－イソプロペニル－１，２－ジメチル
－１－シクロペンタノールから誘導され
るニトリルおよびアルデヒ・・・

フイルメニツヒ  ソシエテ  ア
ノニム

42 洗浄剤 宮崎  精一

13 突っ張り感を緩和された洗浄料 ポーラ化成工業株式会社 43 固形石鹸吊り下げ具の製造方法 中村  正一

14 ソイルリリースオリゴエステル
クラリアント・プロドゥクテ・（ド
イチュラント）・ゲゼルシャフ
ト・ミト・ベシュレ・・・

44 身体洗浄方法 高砂香料工業株式会社

15 枠練り透明固形石鹸 ポーラ化成工業株式会社 45 固形石鹸組成物 ライオン株式会社

16 固体両性界面活性剤含有バー組成物
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

46 透明固形石鹸 日油株式会社

17 生試料の乾燥体を封入した石鹸
独立行政法人産業技術総
合研究所

47 薬用油脂 中島  築

18
保持台付き固形せっけん並びにその
製造方法

ユーストーリー株式会社 48
甘薯焼酎粕（酵母エキス）を用いた化
粧料及び育毛、発毛剤の製造方法。

水谷  耕治

19 透明固形石鹸 ポーラ化成工業株式会社 49
透明ジェル状石鹸およびその製造方
法

大王  明日香

20
エモリエント剤リッチ相／ストライプを含
むパーソナル洗浄棒状組成物

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

50 繭玉入り石けん 河口  吉朗

21 低密度棒洗剤組成物
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

51 パーソナルケア用品 中村  正一

22 ペースト状皮膚洗浄料 株式会社資生堂 52 薬草抽出物、洗浄剤及び帯電防止剤 稲荷  陽一

23
セッケンのようなすすぎ落ち感を有する
無刺激性の湿潤化液体

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

53 パパイア果実発酵物含有石鹸 株式会社済度

24 皮膚洗浄バー組成物
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

54
洗濯用固形石鹸およびこれを用いた
洗濯方法

尾関    幸一

25 ラノリンの植物性代替品
コグニス・アイピー・マネー
ジメント・ゲゼルシャフト・ミッ
ト・ベシュレンクテル・・・・

55 固形石鹸組成物 株式会社ジュン美化学

26
皮膚用薬液、薬用石鹸、飲料及び温
室加熱装置

株式会社清本組 56 石鹸 秋月  定良

27 透明固形石鹸 花王株式会社 57
高レベルの特定アルコキシル化トリグリ
セリドを含む改善された官能特性を示
し加工し易い固形セッケン

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

28 石鹸組成物 陳  玉賢 58 皮膚洗浄料組成物 株式会社資生堂

29 固形石鹸及びその製造方法 中村  正一 59
人体に有効な経口成分を石鹸・シャン
プー・入浴剤等に混入して、皮膚吸収
させ、効果を得る方法。

竹崎  宏一

30 固形石鹸の製造方法 中村  正一 60 蜂蜜石鹸の製造方法 有限会社Ｂ．ｂｅｅ

以下11点省略

石鹸組成物の製造方法　　　No.10426

[登録・公開編]　　平成21年（1年間）　　　　71点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥27,300    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥27,300　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥40,950　）


