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◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２４，１５０－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２４，１５０－
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No,9635 登録・公開 石鹸組成物の製造方法 平.15 90点 ￥20,700
No,9436 〃 〃 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
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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
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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,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
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1 α，αグルコシルグルコシド含有石鹸 ポーラ化成工業株式会社 37
一種男女の性器専用石鹸および液体
ソープ

曹　雁峰

2 非イオン性糖脂質活性剤含有組成物
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

38 固形洗浄料 株式会社コーセー

3 化粧品系洗浄剤組成物 カネボウ株式会社 39 洗浄剤組成物 旭化成ケミカルズ株式会社

4 固形石鹸 花王株式会社 40 石鹸 高岡商事株式会社

5 固形石鹸 花王株式会社 41
固形状洗浄剤組成物およびその製造
方法

株式会社ツムラ

6
改良されたアルキルポリグリコシド界面
活性剤混合物の調製法

コグニス　コーポレーション 42 枠練り型固形皮膚洗浄料 株式会社資生堂

7 低密度石鹸の製造方法 花王株式会社 43 石鹸の乾燥・熟成及び包装法
有限会社クロスロードトレー
ディング

8 アレルゲン除去剤 花王株式会社 44 石鹸の包装・保存方法 株式会社ナイアード

9 携帯用石鹸
サム　ヒュン　シー　アンド
ティー　カンパニー　リミテッ
ド

45
スピロ化合物を有する組成物および着
香製品、このような製品の香り特性を付
与、強化、改善または．．．

フイルメニツヒ　ソシエテ　ア
ノニム

10 白土含有脂肪酸組成物等の製造方法 旭電化工業株式会社 46 環境ホルモン捕捉用組成物 株式会社成願

11 装飾用アート石鹸 片山　順子 47 身体用洗浄料及びその製造方法 ▲高▼松　邦明

12 木質石鹸 ＲＩＳＷＯＯＤ株式会社 48 洗浄剤組成物 日本油脂株式会社

13 木質石鹸 ＲＩＳＷＯＯＤ株式会社 49 洗顔用粉末洗剤 株式会社アサヒケミカ

14 透明油状組成物 株式会社資生堂 50
固形石鹸、固形石鹸の接続部品およ
び接続材料

香口　真作

15 固形洗浄剤組成物 花王株式会社 51 石鹸組成物及びその製造方法 中村　正樹

16 マイナスイオン発生練り製品 株式会社祥起 52 携帯用手洗いせっけん 竹下　恵子

17 粉状沐浴清潔剤及びその調製方法 呂　秀娟 53 気泡入り石鹸の製造方法 花王株式会社

18
生姜成分を含む石鹸の組成物及びそ
の製造方法

キム　デシル 54 味噌石鹸 遠藤　和男

19 石鹸の製造装置及び方法 花王株式会社 55 固形石けん及びその製造方法 株式会社データアクション

20 生試料の乾燥体を封入した石鹸
独立行政法人産業技術総
合研究所

56
ガンマ・レノリン酸および貝殻焼成微粉
末入り石けん

後藤田　育宏

21 洗浄剤組成物 株式会社資生堂 57 枠練り石鹸組成物 花王株式会社

22 角質層水分量低減抑制組成物 ライオン株式会社 58
美容上活性のある有機酸およびマメ製
品を含む組成物

ジョンソン・アンド・ジョンソ
ン・コンシューマー・カンパ
ニーズ．．．

23 固形洗浄剤 芳岡　博史 59 カプセル型せっけん 株式会社サンワハイテック

24 一定重量の製品の製造方法 花王株式会社 60
母乳入り化粧石鹸の製造方法及び母
乳入り化粧石鹸

竹林　千華

25 加圧成形固形物 関西酵素株式会社 61 固形石鹸 江馬城　集

26 石鹸 吉江　勝廣 62
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　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

27 固形洗浄剤組成物
川研ファインケミカル株式
会社

63 固形洗浄剤 株式会社ツムラ

28 固型洗浄剤組成物
資生堂ホネケーキ工業株
式会社

64 洗浄料組成物 株式会社コーセー

29 固型洗浄剤組成物
資生堂ホネケーキ工業株
式会社

65 抗菌剤 株式会社資生堂

30 ザクロ種子油の混合物
株式会社ペルシャザクロ薬
品

66 透明ゲル状洗浄剤組成物
川研ファインケミカル株式
会社

31
石鹸の製造方法及びこれに用いる成
形型、並びに当該成形型で成形され
た石鹸成形体

株式会社マスター 67 洗浄料組成物 株式会社コーセー

32 固形洗浄剤組成物
川研ファインケミカル株式
会社

68 植物性液体石鹸 水本　克治

33 透明固形洗剤組成物
川研ファインケミカル株式
会社

69 石鹸の成形型 花王株式会社

34 化粧石けん 柴田　加奈江 70 石鹸の成形型 花王株式会社

35
柑橘類のフローラルウォーターを利用
した生活関連製品

馬路村農業協同組合 71 石鹸 株式会社カネマス

36 発酵パパイア石鹸及びその製造方法 株式会社済度 72 洗浄剤組成物 味の素株式会社

以下２０点省略

石鹸組成物の製造方法　　　No.9768
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