
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)

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥３２，４００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,10870 登録・公開 平.25 69点 ￥20,000

No,10795       〃 平.24 63点 ￥20,000

No,10689       〃 平.23 60点 ￥20,000

No,10558       〃 平.22 64点 ￥24,000

No,10426       〃 平.21 71点 ￥26,000

No,10291       〃 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,10714       〃 平.23 62点 ￥24,000

No,10734       〃 平.23 70点 ￥24,000

*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：〒

洗顔料の製造加工方法

シャンプーの製造加工方法

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26年（1年間）　　70点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０９７１

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

◎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

               〃

               〃

               〃

石鹸組成物の製造方法



1 気泡入り固型石鹸の製造方法 花王株式会社 36 石鹸の製造装置 花王株式会社

2 固形石鹸組成物 ライオン株式会社 37 固形石けん組成物 日油株式会社

3 シルク固形石鹸およびその製造方法
ザ　ファウンデイション
フォー　ザ　プロモーション
オブ　サプリメンタリー・・・

38 皮膚洗浄料 花王株式会社

4 油リッチな固体石鹸の製造方法 三和化学工業株式会社 39 洗浄剤組成物
株式会社ピーアンドピーエ
フ

5 枠練り石鹸組成物 花王株式会社 40 皮膚洗浄剤 花王株式会社

6 固形石けん組成物の製造方法 國包　輝 41 枠練り石鹸組成物 花王株式会社

7 泡状洗浄剤組成物 日油株式会社 42 石鹸の成形型 花王株式会社

8 蜂蜜石鹸の製造方法 有限会社Ｂ．ｂｅｅ 43 ジケトン作用抑制剤 株式会社マンダム

9 石鹸及びその製造方法 日野　正男 44 オリーブ油の鹸化方法 水本　久男

10 枠練り石鹸組成物 花王株式会社 45 体臭抑制剤 株式会社マンダム

11
マーキング入り固形洗浄剤の製造方
法

玉の肌石鹸株式会社 46 安定な石鹸を基盤とする洗浄システム
ルブリゾル　アドバンスド　マ
テリアルズ，　インコーポレイ
テッド

12 皮膚洗浄料組成物 ライオン株式会社 47 皮膚洗浄剤組成物及び皮膚洗浄剤 株式会社マンダム

13
懸濁粒子を有する泡状クレンザー、そ
の製造方法およびそのためのディスペ
ンサー

デブ　アイピー　リミテッド 48 半固形皮膚洗浄料組成物 株式会社ナリス化粧品

14 成形物品の製造方法
ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

49 皮膚用洗浄剤組成物 日油株式会社

15 透明固形石けん 日油株式会社 50
小さい石鹸を最後まで使い切る機能を
有する石鹸

冨田　敏弘

16 安定な石鹸を基盤とする洗浄システム
ルブリゾル　アドバンスド　マ
テリアルズ，　インコーポレイ
テッド

51
石鹸包装品および石鹸包装品の製造
方法

エコバンク株式会社

17 皮膚洗浄剤組成物 株式会社マンダム 52 洗浄剤組成物 花王株式会社

18 固形石けん組成物 日油株式会社 53 皮膚洗浄剤組成物
クラシエホームプロダクツ株
式会社

19 固形石けん 日油株式会社 54 石鹸組成物
クラシエホームプロダクツ株
式会社

20 起泡性皮膚洗浄料 株式会社　資生堂 55 石鹸製造花 株式会社ボルケイノ

21 皮膚洗浄剤 株式会社マンダム 56
吸収材料及び、それを用いた石鹸、化
粧水、飲料水

新名　宏二

22 固形洗浄組成物
株式会社ピーアンドピーエ
フ

57 ゲル状、半固形状の洗浄料
株式会社ネーゼコーポレー
ション

23 固形洗浄組成物
株式会社ピーアンドピーエ
フ

58 固形洗浄剤 株式会社タイキ

24 固形洗浄組成物
株式会社ピーアンドピーエ
フ

59 枠練り透明石鹸 小牧　大士

25 固形石鹸組成物 日油株式会社 60 花入り石鹸 株式会社Ｆｏｒｍｏｓａ

26 皮膚洗浄料 株式会社　資生堂 61 発泡型皮膚外用剤
株式会社みやびコスメティッ
クス

27 洗浄剤 花王株式会社 62 皮膚刺激緩和剤 東洋紡株式会社

28 透明固形石鹸およびその製造方法 日油株式会社 63 発泡型皮膚外用剤
株式会社みやびコスメティッ
クス

29 皮膚洗浄剤組成物 花王株式会社 64
使用して小さくなった磨耗固形石鹸と
嵌挿結合する固形石鹸及び固形石鹸
溝切りカッター装置

有限会社坂根環境デザイ
ン事務所

30 発泡型皮膚外用剤
株式会社みやびコスメティッ
クス

65 皮膚洗浄料及びその製造方法 株式会社マンダム

31
色相染料及び脂肪酸石鹸を含む押出
成形により製造される洗剤粒子

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

66 油リッチな固体石鹸 三和化学工業株式会社

32 固形石鹸
株式会社ピーアンドピーエ
フ

67 油リッチな固体石鹸の製造方法 三和化学工業株式会社

33 固形石鹸
株式会社ピーアンドピーエ
フ

68
化粧用固形石けん及びこの化粧用固
形石けんの製造法

株式会社ボールトン・パー
ティ

34 抗ウイルス剤及び洗浄剤 シャボン玉石けん株式会社 69
不全角化抑制、美白、保水力、老廃物
除去、肌再生を行うもの及び表皮分化
促進剤、並びにそれらを含有し・・・

株式会社インタートレード

35 石鹸の製造方法及び製造装置 花王株式会社

石鹸組成物の製造方法　　　No.10971

[登録・公開編]　　平成26年（1年間）　　　　70点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,600    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,600　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥32,400　）




