
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,9934 公開 平.16-平.17 68点 ￥24,600

No,9672       〃 平.14-平.15 68点 ￥20,000

No,9285       〃 平.12-平.13 61点 ￥15,700

No,9004       〃 平.10-平.11 62点 ￥24,700

No,8436       〃 平.8-平.9 71点 ￥29,800

No,8067       〃 平.5-平.7 55点 ￥27,400

No,9851       〃 平.13-平.16 74点 ￥25,900

No,9228       〃 平.5-平.12 78点 ￥27,800

No,8887       〃 平.5-平.11 59点 ￥23,700

No,8752       〃 平.5-平.10 73点 ￥27,400

No,9003       〃 平.5-平.11 58点 ￥24,400

No,8131       〃 平.1-平.8 69点 ￥29,800

No,10092A       〃 平.9-平.18 71点 ￥28,600

No,10092B       〃 平.9-平.18 75点 ￥28,600

No,8745       〃 平.8-平.10 55点 ￥23,500

No,7992       〃 昭.61-平.7 63点  ￥24,700

No,8476       〃 平.5-平.9 61点 ￥27,700

No,8753       〃 平.5-平.10 75点 ￥27,800

No,10501       〃 平.12-平.21 99点 ￥30,000

No,10365       〃 平.11-平.20 100点 ￥30,000

*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：〒

※料金には別途送料がかかります。

ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

所属部署名

担当者名

殺菌･消毒シートとその包装体

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

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

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

レジオネラ菌の殺菌・防除剤

殺菌洗浄剤の組成法
[公開編]平成20年～平成21年（2年間）　　70点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５３６Ｂ

               〃

風呂水用殺菌剤の組成

消臭・除菌剤の組成

エマゾール型消臭剤の組織

皮膚清浄・清拭剤の組成

排水口用ヌメリ防止剤の組成

ゲル状芳香洗浄剤の組成と製法

家畜の消毒・殺菌・防疫方法

               〃

カビ取り剤の組成法

               〃

シミ抜き剤の組成法

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

殺菌洗浄剤の組成法

◎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



1 液体洗浄剤組成物 ライオン株式会社 30
細菌シグナリング経路のレギュレー
ター

バイオシグナル　リミテッド

2 洗浄剤、洗浄方法及び洗浄装置 株式会社Ｏｘｙ　Ｊａｐａｎ 31
生物付着抑制のための安定酸化臭素
組成物、並びにこの製造方法および使
用方法

ナルコ　カンパニー

3 濃縮液体洗浄剤組成物
ライオンハイジーン株式会
社

32 除菌用組成物及びその製法
ブラウン、ジェイ．スティーブ
ン

4 洗浄殺菌用電解水乳化剤組成物 森永乳業株式会社 33 漂白活性化剤混合物
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・・・

5 抗菌性を有する洗剤組成物 株式会社ヴィド 34 物品の機械的消毒
ケミシェ・ファブリーク・ドクト
ル・ヴァイゲルト・ゲゼルシャ
フト・ミット・ベシュ・・・

6 硬質表面用洗浄剤組成物 花王株式会社 35 硬質表面の洗浄方法 花王株式会社

7
殺菌剤組成物および殺菌洗浄剤組成
物、ならびにこれらを用いた殺菌方法
あるいは殺菌洗浄方法

ジョンソンディバーシー株式
会社

36
過酢酸およびアミンオキサイドの相乗
作用を有する組成物、その使用および
それにより堅固表面を消毒する方法

シュモクサル・エス・アー

8 液体殺菌洗浄剤組成物 花王株式会社 37 水溶性高分子抗菌剤 株式会社ファンケル

9 システム洗浄剤濃縮物
エール・リキード・サンテ（ア
ンテルナスィオナル）

38 酵素含有洗浄剤組成物 サラヤ株式会社

10
硬表面用防汚洗浄剤組成物及び該組
成物を含浸した洗浄材ならびにそれら
を用いた洗浄方法

ジョンソンディバーシー株式
会社

39 皮膚洗浄剤組成物 平野油脂株式会社

11 トイレ用芳香洗浄剤 アース製薬株式会社 40
過酢酸およびアミンオキサイドの相乗
作用を有する組成物、その使用および
それにより堅固表面を消毒する方法

シュモクサル・エス・アー

12
防カビ剤、カビ用洗浄剤、防カビ効果
を有する樹脂、及びカビ発生抑制方法

焼津水産化学工業株式会
社

41 抗菌性洗浄剤組成物 花王株式会社

13
酸化触媒とこれを含有する漂白洗浄剤
組成物および除菌・殺菌洗浄剤組成
物

ライオン株式会社 42 抗菌剤組成物 花王株式会社

14 液体殺菌洗浄剤組成物 花王株式会社 43 抗菌剤組成物 花王株式会社

15 台所用液体洗浄剤組成物 ライオン株式会社 44 液体除菌洗浄剤組成物
ディバーシー・アイピー・イ
ンターナショナル・ビー・ヴ
イ

16
防カビ剤、カビ用洗浄剤、防カビ効果
を有する樹脂、及びカビ発生抑制方法

焼津水産化学工業株式会
社

45
β－アルコキシプロピオンアミド類を含
む溶剤および洗浄剤

出光興産株式会社

17 抗菌性洗浄剤組成物 花王株式会社 46 殺菌洗浄剤組成物
ライオンハイジーン株式会
社

18
オゾン安定化剤、オゾン安定化水溶液
とその製造方法

ライオン株式会社 47 医療器具用洗浄剤組成物 花王株式会社

19
オゾン酸化促進剤、オゾン酸化促進剤
組成物およびオゾン処理方法

ライオン株式会社 48
殺菌・除菌用酸化触媒、および該触媒
を含有する殺菌・除菌用酸化触媒粒
子

ライオン株式会社

20 アルカリプロテアーゼ 花王株式会社 49 抗菌剤 花王株式会社

21 錠剤型洗浄剤 四国化成工業株式会社 50 抗菌剤 花王株式会社

22
洗浄殺菌装置、洗浄殺菌方法、及び
それに用いる洗浄殺菌媒体

菅原　敏明 51 バイオフィルム除去剤 花王株式会社

23 食品加工製造設備用洗浄剤 三洋化成工業株式会社 52 硬質表面用洗浄剤組成物 花王株式会社

24
除菌性洗浄剤組成物およびそれを用
いた除菌洗浄方法

大三工業株式会社 53
生石灰粉末又は消石灰粉末又は貝殻
の溶解方法

小杉　直司

25 殺菌洗浄剤組成物 花王株式会社 54
貝殻の溶解方法及び同溶解方法を用
いた洗剤、殺菌剤、接着剤、塗料の製
造方法

小杉　直司

26 硬質表面用洗浄剤組成物
ジョンソンディバーシー株式
会社

55 殺菌・除菌用組成物 ライオン株式会社

27 医療機器用洗浄剤 三洋化成工業株式会社 56 自動食器洗浄機庫内用洗浄剤 エステー株式会社

28
薬草消毒剤組成物および該組成物の
製法と使用

カウンスィル　オブ　サイエ
ンティフィック　アンド　イン
ダストリアル　リサーチ

57
硬質表面用洗浄剤に用いる耐酸性香
料組成物

大日本除蟲菊株式会社

29 液体洗濯助剤組成物 ライオン株式会社
以下13点省略

殺菌洗浄剤の組成法　　　No.10536B

[公開編]　　平成20年～平成21年（2年間）　　　　70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　）


