
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)

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

￥３７，８００－ ￥３６，０００－

(本体価格)

No,10294 登録・公開 平.20 65点 ￥24,800

No,10154       〃 平.19 71点  ￥25,300

No,10032       〃 平.18 72点  ￥25,500

No,9916       〃 平.17 60点  ￥18,300

No,9770       〃 平.16 65点  ￥15,300

No,9634       〃 平.15 65点  ￥15,000

No,9435       〃 平.14 65点  ￥15,000

No,9247       〃 平.13 63点  ￥16,000

No,9029       〃 平.12 64点  ￥24,100

No,8803       〃 平.11 63点  ￥23,700

No,8586       〃 平.10 65点  ￥24,800

No,8179 公告・公開 平.8 58点  ￥23,700

No,7950       〃 平.6-7 93点  ￥42,000

No,8414 公開特許 平.5-9 77点  ￥29,600

No,8818       〃 平.10-11 61点  ￥24,300

No,8418(B)       〃 平.9 69点  ￥29,800

No,〃　(A)       〃 平.8 54点  ￥23,200

No,8023       〃 平.6-7 63点  ￥27,600

No,8849       〃 平.10-11 62点  ￥28,500

No,8371       〃 平.8-9 58点  ￥27,400

*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：〒

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

艶出し用組成物の製造加工方法

◎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

               〃

防曇剤の組成と製造加工方法

床用被覆剤の組成法

自動車用撥水処理剤と処理方法

               〃

               〃

艶出し用組成物の製造加工方法
[登録・公開編]平成21年（1年間）　　63点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０４３５

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

※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      

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

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



1
シリコン基剤の潤滑剤を含む住居及び
身体の手入用組成物

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

35
揮発性有機化合物を含有しないフロア
ポリッシュ組成物

ユーホーケミカル株式会社

2 フッ素系界面活性剤組成物 ＤＩＣ株式会社 36 皮革用艶出し保護剤
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

3 フッ素系界面活性剤 ＤＩＣ株式会社 37 自動車用艶出し組成物
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

4
エマルションの分散液又は溶解液の調
製方法

株式会社日本触媒 38 皮革表面保護剤 日油株式会社

5 清掃シート 花王株式会社 39 洗浄研磨具
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

6
トップコート組成物およびそれを用いた
床構造体、並びにその床面維持管理
方法

ジョンソンディバーシー株式
会社

40 積層型スポンジ及びその製造方法
株式会社イノアックコーポ
レーション

7 ポリエチレンワックス 花王株式会社 41 ワックス様アイオノマー
クラリアント・インターナシヨ
ナル・リミテッド

8 水性フロアーポリッシュ用レベリング剤 東邦化学工業株式会社 42 外装面用の表面撥水保護剤 神戸合成株式会社

9 硫酸エステル塩の製造方法 三洋化成工業株式会社 43 外装面用の表面撥水保護剤 神戸合成株式会社

10
サルフェートおよびスルホネート含有コ
ポリマーを用いる床磨き用ビヒクル組成
物

インターポリマー  コーポ
レーション

44
洗車用のコーティング被膜保護型
ウェットクロス

株式会社ソフト９９コーポ
レーション

11
高光沢塗膜形成共重合体エマルジョ
ン

ガンツ化成株式会社 45 傷補修型ウェットクロス
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

12
床面用洗浄剤組成物およびそれを用
いた床面洗浄方法

ジョンソンディバーシー株式
会社

46
タイヤ表面のツヤ出し法及びその組成
物

中西  一彰

13 フッ素系界面活性剤 ＤＩＣ株式会社 47 ワックスサスペンションの製造方法 花王株式会社

14 床用洗浄つや出し剤組成物 花王株式会社 48 可剥離性床用被覆組成物 株式会社リンレイ

15
床用剥離剤組成物およびそれを用い
た床面皮膜剥離方法

ジョンソンディバーシー株式
会社

49 ワックス拭き取り用具
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

16 多孔質架橋重合体の製造方法 株式会社日本触媒 50 手すりベルトのコーティング方法 株式会社リンレイ

17
光沢撥水付与組成物、その製造方法
及び自動塗布方法

三愛石油株式会社 51
つや出し剤及び硬質表面用清掃シー
ト

花王株式会社

18 水性分散液の製造法
ローム  アンド  ハース  カン
パニー

52
つや出し剤及び硬質表面用清掃シー
ト

花王株式会社

19
液体洗剤用ビルダーおよび液体洗剤
組成物

株式会社日本触媒 53 ２液式速硬化型樹脂組成物 コニシ株式会社

20 水性フロアーポリッシュ用レベリング剤 東邦化学工業株式会社 54
艶出し具、およびそれを用いた艶出し
方法

株式会社ソフト９９コーポ
レーション

21
フロアーポリッシュ用レベリング剤およ
び水性フロアーポリッシュ組成物

大八化学工業株式会社 55
塗膜補修用ワックス、塗膜の補修方法
及び補修塗膜

日産自動車株式会社

22 水性フロアーポリッシュ用組成物 東邦化学工業株式会社 56
乗客コンベアにおける手すりベルトの
保護膜形成方法

株式会社リンレイ

23 床用艶出し剤 東邦化学工業株式会社 57 コーティング組成物 シーシーアイ株式会社

24 水性防汚塗料 関西ペイント株式会社 58 ワックス及びワックス膜 日産自動車株式会社

25 フッ素系界面活性剤 ＤＩＣ株式会社 59 フロアポリッシュビヒクル組成物
ローム  アンド  ハース  カン
パニー

26 車両塗装面の艶出し方法
株式会社パーカーコーポ
レーション

60 フッ素化ジェミニ界面活性剤
スリーエム  イノベイティブ
プロパティズ  カンパニー

27
バイリキッドフォーム処理液体で含浸さ
れた拭き取り布

エス．シー．  ジョンソン  ア
ンド  サン、インコーポレイ
テッド

61 液体艶出し組成物およびキット
タートル・ワツクス・インコー
ポレイテツド

28 乳化性ポリオレフィンワックス
アライドシグナル  インコー
ポレイテッド

62 水性床ポリッシング剤組成物
オムノバ  ソリューソンズ  イ
ンコーポレーティッド

29 ポリロタキサン含有塗膜補修用ワックス 日産自動車株式会社 63
高結晶性高級α－オレフィン系重合
体及びその製造方法

出光興産株式会社

30 フロアポリッシュビヒクル組成物
ローム  アンド  ハース  カン
パニー

31 コーティング組成物 シーシーアイ株式会社

32 手すりベルト用洗浄艶出し剤 株式会社リンレイ

33 水性フロアーポリッシュ組成物 ユシロ化学工業株式会社

34 オルガノポリシロキサン 花王株式会社

以上63点収録

艶出し用組成物の製造加工方法　　　No.10435

[登録・公開編]　　平成21年（1年間）　　　　63点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥25,200    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25,200　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥37,800　）


