
株 式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－３－４藤村ビル

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）

ニュースガイﾄﾞＮｏ， ９８３７ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

＜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！

美顔マスクとその製造方法
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［公開編］平成７年～平成１６年（１０年間） １１０点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２９，１９０－ ￥２７，８００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２９，１９０－ ￥２７，８００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４３，０５０－ ￥４１，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9342(A) 公開特許 使い捨てマスクとその製造方法 平.10-13 92点 ￥21,400
No,8361(A) 〃 〃 平.7-9 72点 ￥22,000
No,7826(A) 〃 〃 平.1-6 96点 ￥26,600
No,9342(B) 〃 花粉症用マスクとその製造方法 平.10-13 64点 ￥16,200
No,8361(B) 〃 〃 平.7-9 61点 ￥18,000
No,7826(B) 〃 〃 平.1-6 64点 ￥18,400
No,9733 〃 美容シートとその製造方法 平.14-15 100点 ￥23,000
No,9283 〃 〃 平.12-13 97点 ￥24,200
No,8903 〃 〃 平.5-11 147点 ￥37,700
No,9758 〃 化粧用パフとその製造方法 平.6-15 100点 ￥23,000
No,9296 〃 化粧用脂取り紙の製造方法 平.11-13 75点 ￥18,700
No,8575 〃 〃 平.5-10 72点 ￥28,400
No,9755 〃 シート状冷却材の製造方法 平.12-15 99点 ￥23,000
No,8905 〃 〃 平.9-11 53点 ￥19,700
No,8135 〃 〃 平.1-8 78点 ￥24,500
No,9154 〃 化粧綿・脱脂綿とその製法 平.9-12 64点 ￥19,800
No,8275 〃 〃 平.4-8 68点 ￥19,700
No,7449 〃 〃 昭.57-平.3 108点 ￥27,700
No,9341 〃 医療用ガーゼの製造方法 平.5-13 80点 ￥19,700

*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、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 フェースマスク兼アイマスク 浅井　富男 39
フェイスマスク、並びにフェイスマスクを
備えた顔面支持台及び洗面台

池田　敦志

2 目尻しわ予防美容法 横家　里子 40
含浸マスク化粧料及びこれに用いる含
浸マスク化粧料組成物

株式会社資生堂

3 フェイシャル・マスク・メーカー 宮田　潤 41 洗い流せる化粧用パックシート マクサム通商株式会社

4 就寝美顔マスク 本原　恵津子 42
シートの折り畳み装置及び折り畳み方
法

有限会社三栄プレス

5 美容マット 広田　豊 43 化粧用パックシ―ト 中村　憲司

6 遠赤外線応用顔面パツク 倉富　康郎 44 美顔用の顔面マスク 藤原　初夫

7 遠赤外線応用顔面パツク 倉富　康郎 45
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

8 圧縮成形型フェイスマスク
株式会社サンヨーコーポ
レーション

46 フェイスマスク 大橋　義隆

9 美顔健康マスク ジャール株式会社 47 被覆シート 鐘紡株式会社

10 圧縮成形型フェイスマスクの製造方法
株式会社サンヨーコーポ
レーション

48 美白用化粧用剤及びその製造方法 株式会社カナエ香川

11 フェイスマスク 旭化成工業株式会社 49 マスク
株式会社マイクコーポレー
ション

12 美容マスク 藤崎　トシ子 50 パッド スカラ株式会社

13
顔の遠赤外線放射機能付き美容マス
ク

原　仁一郎 51 金箔によるパック美顔方法 根津　恵子

14 美顔用補助マスク 宮脇　好子 52 フェイスマスクシート 有限会社三栄プレス

15 顔面パック用マスク
株式会社ベネコ－ポレ－
ション

53 パック用シート 株式会社ニチエイ

16 化粧用貼付材 ダイヤ製薬株式会社 54 フェースマスク 安田　満喜子

17 ローションマスク販売用ケース 株式会社ニチエイ 55 フェースマスク 岩本　元晴

18 美顔用マスク 株式会社ジャパンギャルズ 56 フェイスマスク 中村　憲司

19 化粧用マスク 株式会社ジャパンギャルズ 57
電子レンジで温めて利用する顔用マス
ク

ノーブル株式会社

20
スクワランを含有させた化粧用綿素材
の製造方法

株式会社サンヨーコーポ
レーション

58 ゲルシート 株式会社カナエ

21 フェイシャルパック 小久保　好章 59 保湿用ゲルシート 株式会社カナエ

22 フェイスマスク型美容用品 有限会社コンパス・ポイント 60 フェイスマスク 佐藤　元子

23 美顔用マスク 大木　武彦 61 遠赤外線マスク シャリオン株式会社

24 顔面被覆マスク 株式会社ジャパンギャルズ 62 美肌用外用剤 中村　憲司

25 携帯用フェイスマスク・パック 旭化成工業株式会社 63 シート状パック材 中村　憲司

26 フェ－スマスク用繊維集合体
ジュエルパワ－開発室　株
式会社

64 美容用フェースマスク 株式会社アンプレイン

27 化粧用シート 花王株式会社 65
機能性物品の皮膚への適用及びその
ような物品の快適な除去のための接着
剤

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

28
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 66
安定かつ局所的に皮膚に取付け、快
適に取り外すための接着剤

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

29 シート状パック
ジェイオーコスメティックス株
式会社

67
機能的物品の皮膚への適用及びこの
ような物品の快適な剥離の．．．

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

30 シート状泥パック ダイヤ製薬株式会社 68
安全且つ局所的に皮膚に取り付け、快
適に取り外すための接着剤

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

31 顔面部分用パッド 株式会社フクヨー 69
安全且つ局所的に皮膚に取り付け、快
適に取り外すための接着剤

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

32 袋入り不織布製品 株式会社ジャパンギャルズ 70
皮膚への確実な局所的取り付け及び
快適な除去のための接着剤

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

33
多機能紙葉類、美顔用マスク、多機能
容器及び化粧品容器

株式会社リブライフ 71
美顔用マスク及びこれを用いた美顔用
具

有限会社タケウチ化成

34
遠赤外線セラミックを塗布、または混入
したフェースマスクと共鳴磁場水、及び
その加工物との．．．

株式会社アイ・エイチ・エム 72 フェースマスク 小迫　隆司

35 パック及びその使用方法 株式会社資生堂 73 フェイスパックマスクの携帯用包装袋 石井産業株式会社

36 美顔用マスクの装着補助具 株式会社シンコーシルク 74 美白用パック剤 中村　憲司

37 化粧用ゲルシート 日東電工株式会社 75
顔面パック用シート及び顔面パック用
化粧料シート

ライオン株式会社

38 化粧用パックシート 株式会社ヘイワ原紙 以下３５点省略

美顔マスクとその製造方法 　　　No.9837

[公開編]　　平成７年～平成１６年（１０年間）　　　　１１０点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥29,190    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥29,190　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥43,050　）


