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美容シートとその製造方法
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［公開編］ 平成１２年～平成１３年（２年間） ９７点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２４，２００－
◎全文紙収録 全文公報版 ￥２４，２００－

（ CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥３６，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,8903 公開特許 美容シートとその製造方法 平.5-11 147点 ￥37,700
No,9261 〃 ぬれティッシュ・ペーパーとその包装体 平.13 85点 ￥21,500

No,9042 〃 〃 平.12 84点 ￥31,800
No,8808 〃 〃 平.11 91点 ￥34,700
No,8576 〃 〃 平.10 76点 ￥29,400

No,8325 〃 〃 平.9 77点 ￥29,600
No,8081 〃 〃 平.8 67点 ￥27,700
No,7954 〃 〃 平.7 62点 ￥26,100

No,7824 〃 〃 平.6 68点 ￥23,200
No,8386 〃 使い捨て便座カバーとその製法 平.7-9 65点 ￥19,700
No,7860 〃 〃 平.3-6 93点 ￥21,700

No,7128 〃 〃 平.1-2 117点 ￥29,400
No,8364 〃 母乳洩れ吸収パットの製法 平.6-9 51点 ￥19,700
No,8247 〃 使い捨てシーツとその製造方法 平.5-8 64点 ￥24,600

No,7832 〃 使い捨てトイレ用マット 昭.60-平.6 80点 ￥20,500
No,7863 〃 使い捨てよだれかけとその製法 昭.63-平.6 77点 ￥20,800
No,7864 〃 使い捨てエプロンとその製法 昭.63-平.6 71点 ￥19,800

No,8172 〃 使い捨て靴用中敷 平.4-8 70点 ￥19,700
No,8575 〃 化粧用脂取り紙の製造方法 平.5-10 72点 ￥28,400
No,8697 〃 水解性シートの製造方法 平.5-10 73点 ￥29,700

No,8760 〃 トイレット・ペーパー・ロールの製造方法 平.5-10 80点 ￥29,700
No,8762 〃 キッチン・ペーパーの製造方法 平.5-10 75点 ￥27,700

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・
（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、全文公報版はＢ５サイズ･目次製本済みです。

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 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版 ・ 全文公報版
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒



44 シート状美白パック化粧料 鐘紡株式会社

1 鼻用パック リンテック株式会社 45 シート状美白用パック化粧料 鐘紡株式会社

2 鼻用パック リンテック株式会社 46 パック用シート 株式会社ニチエイ

3 鼻用パック リンテック株式会社 47 フェースマスク 安田　満喜子

4 鼻用パック リンテック株式会社 48 フェースマスク 岩本　元晴

5 鼻用パック リンテック株式会社 49
パーソナルケア用品のための芳香剤
デリバリーシステム

ザ、プロクター、エン
ド、ギャンブル、カンパ
ニー

6 鼻用パック リンテック株式会社

7 美顔用の顔面マスク 藤原　初夫 50 ふき取りクレンジングシート ポーラ化成工業株式会社

8
ローションマスク及びローションマ
スクの製造方法

株式会社ニチエイ 51 ボディ用シート状パック化粧料 鐘紡株式会社

9 シート状化粧料 株式会社コーセー 52
毛穴ひきしめパック料および使用方
法

鐘紡株式会社

10 シート状化粧料 ライオン株式会社 53
毛穴ひきしめパック料および使用方
法

鐘紡株式会社

11 シート状化粧料 株式会社資生堂 54 ゲルシート 株式会社カナエ

12 シート状パック 鐘紡株式会社 55 マッサージ化粧用具 株式会社資生堂

13 化粧料包装体 鐘紡株式会社 56 保湿用ゲルシート 株式会社カナエ

14 シート状含水パック剤 日東電工株式会社 57 フェイスマスク 佐藤　元子

15 シート状パック 藤森工業株式会社 58 美容方法 鐘紡株式会社

16 高含水性のジェルを用いたパック ユニ・チャーム株式会社 59 自己加温タイプの貼付材 中村　憲司

17 鼻用パック 花王株式会社 60 シート状化粧料 花王株式会社

18 鼻用パックシート 花王株式会社 61 シート状パック料 鐘紡株式会社

19 額、頬、顎等の顔面用部分パック リンテック株式会社 62 シート状パック化粧料 花王株式会社

20 化粧用ゲルシート及びその製造方法 日東電工株式会社 63 パック化粧料 花王株式会社

21 化粧用ゲルシート 日東電工株式会社 64 シート状パック 花王株式会社

22 シート状化粧料 花王株式会社 65 角栓除去用シート状パック 花王株式会社

23 フェイスマスク 大橋　義隆 66 皺取粘着シート 株式会社キネシオ

24 化粧用ゲルシート 日東電工株式会社 67 生体用粘着ゲルシート カネボウ株式会社

25
湿潤粘着性組成物およびこれを用い
てなる化粧用シート

日東電工株式会社 68 シート状パック 花王株式会社

26 被覆シート 鐘紡株式会社 69 気泡マッサージシート 株式会社赤石

27 シート状化粧料 鐘紡株式会社 70 遠赤外線マスク シャリオン株式会社

28 シート状化粧料の製造方法 花王株式会社 71 透明シート状パック化粧料 カネボウ株式会社

29 マスク
株式会社マイクコーポ
レーション

72 身体清浄用シート 花王株式会社

30 シート化粧料 花王株式会社 73 冷温湿布マスク 松崎　敬子

31 美容用具 中村　憲司 74 清涼パウダー入り化粧料シート 明星産商株式会社

32
化粧料含浸シートおよびそれを収納
した包装体

株式会社コーセー 75
眼・肌の疲労、鼻炎等を予防するマ
スクの発明。

中武　一典

33 含浸型シート状パック ポーラ化成工業株式会社 76 カルサミン含有のシ－ト状化粧品 中村　憲司

34 シート状パック ポーラ化成工業株式会社 77 美肌用外用剤 中村　憲司

35 シート状化粧料 花王株式会社 78 シート状パック材 中村　憲司

36 肌洗浄用シート材および肌洗浄方法 株式会社増田屋 79 外用液含浸シート 株式会社資生堂

37 化粧用シート 日東電工株式会社 80 美容用フェースマスク 株式会社アンプレイン

38 フェイスマスクシート 有限会社三栄プレス 81 シート状パック剤 久光製薬株式会社

39
生体用粘着ゲルシート、これを用い
た化粧品および医薬部外品

積水化成品工業株式会社 82 保湿剤含有シート状製品 王子製紙株式会社

40 化粧料シート 紀伊産業株式会社 83 シート状化粧料 カネボウ株式会社

41 シート状パック化粧料 株式会社資生堂 84 シート状化粧料および化粧方法 カネボウ株式会社

42 シート状パック 株式会社資生堂 85 しわ伸ばしシートおよび化粧方法 カネボウ株式会社

43 シート状パック剤 久光製薬株式会社 以下１２点省略

美容シートとその製造方法　　　No.9283

[公開編]　　平成１２年～平成１３年（２年間）　　　９７点

CD-ROM版　　　￥24,200    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥24,200

日　本　特　許　公　開　　　平成1２年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥36,000　）

日　本　特　許　公　開　　　平成1３年




