
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)

￥１６，８００－ ￥１６，０００－

￥１６，８００－ ￥１６，０００－

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

(本体価格)

No,10582 公開特許 平.13-平.22 80点 ￥24,000

No,10556 登録・公開 平.22 59点 ￥22,000

No,10435       〃 平.21 63点 ￥24,000

No,10294       〃 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,10159       〃 平.19 79点 ￥30,000

No,10093B       〃 平.18 82点 ￥25,000

No,10093A       〃 平.17 82点 ￥25,000

No,9857B       〃 平.16 85点 ￥25,000

No,9857A       〃 平.15 85点 ￥25,000

No,9458       〃 平.14 62点 ￥14,200

No,9269       〃 平.13 61点 ￥15,200

No,10202 公開特許 平.17-平.19 74点 ￥25,900

*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)

               〃

◎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

               〃

艶出し用組成物の製造加工方法

自動車用塗布具の構造

               〃

               〃

               〃

               〃

艶出し用組成物の製造加工方法
[登録・公開編]平成23年（1年間）　　50点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０６９５

お   申   込   書

               〃

自動車用撥水処理剤と処理方法

               〃

               〃

自動車用洗浄剤の組成法

※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 剥離剤組成物およびその製造方法
スイショウ油化工業株式会
社

37 合成エステルワックス 日本精化株式会社

2 表面多機能処理剤組成物 株式会社テラモト 38 水性フロアーポリッシュ用組成物 コニシ株式会社

3 表面多機能処理剤組成物 株式会社テラモト 39
オルガノポリシロキサン化合物の製造
方法

花王株式会社

4 薬液封入体 花王株式会社 40
オルガノポリシロキサン化合物の製造
方法

花王株式会社

5 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

41
オルガノポリシロキサン化合物の製造
方法

花王株式会社

6 つや出し清掃物品 花王株式会社 42
オルガノポリシロキサン化合物の製造
方法

花王株式会社

7 皮革用撥水艶出しクロス
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

43
オルガノポリシロキサン化合物の製造
方法

花王株式会社

8 つや出し清掃物品 花王株式会社 44 トップコート組成物及び床構造体 ペンギンワックス株式会社

9 液剤徐放用具 花王株式会社 45 外装面用の表面撥水保護剤 神戸合成株式会社

10 非平滑面防汚用組成物
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

46 床仕上げ剤塗布パッド及び方法
ディバーシー・インコーポ
レーテッド

11 車両用コーティング剤
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

47
フローリング材のためのＵＶ／ＥＢ硬化
性のバイオベースのコーティング

アームストロング  ワールド
インダストリーズ  インコーポ
レーテッド

12
軟化温度が高い合成アルキルシリコー
ンワックス

クラリアント・インターナシヨ
ナル・リミテツド

48
新規なワックス分散液配合物、その製
造方法、及び使用

ハネウェル・インターナショ
ナル・インコーポレーテッド

13 シリコーンエマルション組成物
旭化成ワッカーシリコーン株
式会社

49
エチレン－テトラフルオロエチレンホス
フェート組成物

イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌ
ムール・アンド・カンパニー

14 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 50
フロアポリッシュ用エマルション組成物
およびそれを用いたフロアポリッシュ組
成物

東亞合成株式会社

15 洗車剤及びそれを用いた洗車方法 石原薬品株式会社

16 木質材用表面処理剤 株式会社セラリカ野田

17 酸化ポリオレフィンワックスの製造方法
ビーエーエスエフ  ソシエタ
ス・ヨーロピア

18 艶出し洗浄剤組成物 石原薬品株式会社

19 薬液塗布具 花王株式会社

20 フロアーポリッシュ用組成物 ディバーシー株式会社

21 フロアーポリッシュ組成物 ディバーシー株式会社

22 シリコーン組成物
旭化成ワッカーシリコーン株
式会社

23 カーポリッシュ
旭化成ワッカーシリコーン株
式会社

24
米糠抽出成分でワックスを高機能化す
る天然添加剤

添木  博実

25 艶出し処理剤 有川  淳

26
一液硬化型エマルション組成物及びそ
の製造方法

東亞合成株式会社

27 可剥離性床用被覆組成物 株式会社リンレイ

28
オルガノポリシロキサン化合物の製造
方法

花王株式会社

29
床用艶出し剤材料及びこれを利用す
る床用艶出し剤

株式会社リンレイ

30 水性分散体およびその製造方法
ユーエムジー・エービーエ
ス株式会社

31
オルガノポリシロキサン化合物の製造
方法

花王株式会社

32
オルガノポリシロキサン化合物の製造
方法

花王株式会社

33 表面多機能処理剤組成物 株式会社テラモト

34 表面多機能処理剤組成物 株式会社テラモト

35 フロアポリッシュ組成物
ローム  アンド  ハース  カン
パニー

36 塗装面用つや出し剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社 以上50点収録

艶出し用組成物の製造加工方法　　　No.10695

[登録・公開編]　　平成23年（1年間）　　　　50点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥16,800    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥16,800　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥25,200　）


