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石鹸組成物の製造方法
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［登録・公開編］平成１５年（１年間） ９０点
(税込価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２１，７３５－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２１，７３５－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３２，５５０－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9436 登録・公開 石鹸組成物の製造方法 平.14 90点 ￥20,700
No,9248 〃 〃 平.13 74点 ￥18,500
No,9028 〃 〃 平.12 69点 ￥26,400
No,8807 〃 〃 平.11 75点 ￥29,800
No,8587 〃 〃 平.10 74点 ￥29,600
No,8328 〃 〃 平.9 80点 ￥31,800
No,8079 公告・公開 〃 平.8 102点 ￥34,500
No,7987 〃 〃 平.7 87点 ￥32,700
No,7774 〃 〃 平.6 90点 ￥33,900
No,7645 〃 〃 平.5 81点 ￥33,400
No,7503 〃 〃 平.4 70点 ￥27,700
No,7297 〃 〃 平.3 72点 ￥25,700
No,7012 〃 〃 平.2 93点 ￥32,400
No,6789 〃 〃 平.1 97点 ￥33,700
No,6493 〃 〃 昭.63 99点 ￥34,600
No,6207 〃 〃 昭.62 107点 ￥35,400
No,9082 公開特許 メイク汚れ用洗剤の組成法 平.11-12 78点 ￥30,000
No,9085 〃 ボディシャンプーの組成法 平.9-12 78点 ￥30,000
No,9221 〃 風呂釜洗浄剤の組成 平.5-12 58点 ￥19,800
No,9223 〃 換気扇クリーナーの組成法 平.9-12 63点 ￥21,700
No,9224 〃 無公害家庭用洗剤の組成 平.5-12 67点 ￥23,300
*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、Ｂ５製本版は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・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 皮膚洗浄剤 カネボウ株式会社 41 洗浄剤組成物 株式会社ノエビア

2 透明固形石鹸及び透明石鹸生地 ポーラ化成工業株式会社 42 固形石鹸 株式会社ツムラ

3 容器入り石鹸の製造方法 花王株式会社 43 洗浄剤組成物 東邦化学工業株式会社

4 容器入り低密度石鹸の製造方法 花王株式会社 44 洗浄剤組成物 東邦化学工業株式会社

5 固形物成型方法及び装置 ポーラ化成工業株式会社 45 備長炭木酢液入り洗浄組成物 土屋　恵司

6 洗浄剤組成物 花王株式会社 46 ザクロの種子成分の混合物
株式会社ペルシャザクロ薬
品

7 固形洗浄剤組成物 花王株式会社 47 薬用植物混合物
株式会社ペルシャザクロ薬
品

8 透明石鹸組成物 花王株式会社 48 消臭剤組成物及び化粧料 株式会社資生堂

9 多色透明石鹸の製造方法 ポーラ化成工業株式会社 49 スクラブ剤 カネボウ株式会社

10 容器入りの石鹸 花王株式会社 50
柿の葉粉末を配合した固形石鹸およ
びその製造方法

株式会社ジネス

11 軽量石鹸の製造方法 花王株式会社 51 透明固型石鹸組成物
株式会社ピーアンドピーエ
フ

12 プリント石鹸用インク組成物
株式会社ピーアンドピーエ
フ

52 壁掛け式石鹸 溝口　武彦

13 洗浄剤組成物 花王株式会社 53 固型石鹸組成物
株式会社ピーアンドピーエ
フ

14 保湿組成物 中村　憲司 54 気泡入り石鹸の製造方法 花王株式会社

15 洗浄剤組成物 花王株式会社 55 洗浄剤組成物 株式会社資生堂

16 洗浄剤組成物 花王株式会社 56 炭成分入り石鹸 株式会社新昌化学工業所

17 洗浄剤組成物 カネボウ株式会社 57 ベントナイトを配合した固形石ケン 株式会社ペリカン石鹸

18 皮膚洗浄料 ポーラ化成工業株式会社 58 亜鉛含有の溶岩製微粉状化粧基材 株式会社富士山

19 美白用石鹸組成物 カネボウ株式会社 59 紙石鹸 杉崎　文子

20 透明固形洗浄剤 味の素株式会社 60 洗浄剤組成物 株式会社資生堂

21 固形洗浄剤組成物 花王株式会社 61 やぎ乳石鹸 松永　忠君

22
アミンオキシドモノマー単位含有高分
子石鹸泡増進剤を使用する組成物お
よび方法

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

62 木質石鹸 大幸テック株式会社

23
海洋水、海泥の有効成分を利用した
有用素材

株式会社キリン堂 63 洗浄剤組成物
資生堂ホネケーキ工業株
式会社

24 粉末洗浄剤 シャボン玉石けん株式会社 64
竹炭入り洗浄剤の製造方法及び竹炭
入り洗浄剤

有限会社バップス

25 洗浄剤組成物 カネボウ株式会社 65 洗浄用シート カネボウ株式会社

26 洗浄用シート及びその使用方法 カネボウ株式会社 66 皮膚外用剤 タヒボジャパン株式会社

27 突っ張り感を緩和された洗浄料 ポーラ化成工業株式会社 67 クロレラ粉末含有石鹸 株式会社ヒロマイト

28 洗浄剤組成物 株式会社マンダム 68 ハーブ石鹸およびその製造方法 株式会社コネクト

29 酒石鹸および酒石鹸の製造法 東薫酒造株式会社 69 石鹸の製造装置及び方法 花王株式会社

30 固形洗浄剤組成物 日本油脂株式会社 70 石鹸の製造方法 花王株式会社

31 美容石けん 渡久地　玲子 71 洗浄剤 近藤緑化株式会社

32 泡立てやすい洗浄料 ポーラ化成工業株式会社 72 透明固形洗浄剤
川研ファインケミカル株式
会社

33 炭塩石鹸及び鉱物石鹸 大鳥居　裕明 73 弱酸性透明固形洗浄剤の製造方法
川研ファインケミカル株式
会社

34 固形洗浄剤組成物 ライオン株式会社 74 医薬または化粧料 タカラバイオ株式会社

35 ポリン石鹸 山本香料株式会社 75 薬用化粧石鹸 青木　弘

36 木質石鹸 大幸テック株式会社 76 パーソナルケア物品
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

37 紙石鹸 株式会社米長 77 パーソナルケア物品
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

38 枠練り透明固形石鹸 ポーラ化成工業株式会社 78 パーソナルケア物品
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

39
透明石けん自家製造用キットおよびこ
のキットを用いた透明石けん自家製造
方法

アン，ビュン　ロ 79 パーソナルケア物品
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

40 紙石鹸 株式会社米長 80
安息香酸類似体及び金属塩を含む抗
菌組成物

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

以下１０点省略

石鹸組成物の製造方法　　　No.9635

[登録・公開編]　　平成１５年（１年間）　　　９０点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,735    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,735　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥32,550　）


