
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， １００２１ 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！

洗顔料の製造加工方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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(税込価格) (本体価格)
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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,8328 〃 〃 平.9 80点 ￥24,700
No,9902 公開特許 浴用剤の組成と製造方法 平.17 85点 ￥29,700
No,9769 〃 〃 平.16 72点 ￥16,500
No,9655 〃 〃 平.15 72点 ￥15,900
No,9457 〃 〃 平.14 72点 ￥15,900
No,9268 〃 〃 平.13 70点 ￥16,200
No,9049 〃 〃 平.12 72点 ￥23,700
No,8858 〃 〃 平.11 61点 ￥24,600
No,8599 〃 〃 平.10 66点 ￥25,800
No,8203 〃 スクラブ洗浄剤の組成と製造方法 平.5-8 59点 ￥25,400
No,8598 〃 メイク汚れ用洗剤の組成法 平.9-10 73点 ￥28,800
No,9672 〃 殺菌洗浄剤の組成法 平.14-15 68点 ￥20,000
No,9285 〃 〃 平.12-13 61点 ￥15,700
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1
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 40 クレンジング機能を有する洗浄料 ポーラ化成工業株式会社

2 クレンジング洗浄料 阪本薬品工業株式会社 41 敏感肌用の泡沫クレンジング料 ポーラ化成工業株式会社

3 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 42 化粧品用組成物 三和興産株式会社

4 泡立てやすい洗浄料 ポーラ化成工業株式会社 43 洗顔用の化粧道具 ポーラ化成工業株式会社

5 泡立てやすい洗浄用の化粧料 ポーラ化成工業株式会社 44
化粧料用水性組成物及びそれを含ん
で成る化粧料

日本エヌエスシー株式会社

6 用時混合型洗浄剤組成物 株式会社コーセー 45 突っ張りのない洗顔化粧料 ポーラ化成工業株式会社

7 ジェル状クレンジング料 日本油脂株式会社 46 クレンジング料およびクレンジング方法 カネボウ株式会社

8
化粧料組成物、並びに、その洗顔剤、
パック剤および浴用剤

株式会社　シャローネ 47
松花の花粉または松花の花粉抽出物
を含有する皮膚外用剤

ビオリー，カンパニー，リミ
テッド

9 クレンジング化粧料 カネボウ株式会社 48 半固形状洗顔剤組成物 株式会社マンダム

10 洗浄剤組成物 株式会社マンダム 49 清浄剤 株式会社祥光化学研究所

11 皮膚外用剤 タヒボジャパン株式会社 50 皮膚洗浄剤組成物 株式会社コーセー

12 クレンジング料 日本油脂株式会社 51 洗浄料組成物 ポーラ化成工業株式会社

13 医薬または化粧料 タカラバイオ株式会社 52 フォーム状洗浄料 ポーラ化成工業株式会社

14 洗顔料の製造方法 佐藤　啓次郎 53 洗浄剤組成物 株式会社コーセー

15 クレンジング用の化粧料 ポーラ化成工業株式会社 54 皮膚外用化粧料 関西酵素株式会社

16 化粧料 タカラバイオ株式会社 55 拭き取り化粧料 ポーラ化成工業株式会社

17 医薬又は化粧料 タカラバイオ株式会社 56 洗顔料 ポーラ化成工業株式会社

18 クレンジング化粧料 花王株式会社 57 洗顔料 ポーラ化成工業株式会社

19 石鹸 吉江　勝廣 58 洗浄剤組成物 ライオン株式会社

20 クレンジング化粧料 カネボウ株式会社 59
肌感触を改善する剤、並びに該剤を含
む皮膚用化粧品及び浴用剤組成物

新三井製糖株式会社

21
メイククレンジング組成物及びそれを含
有する透明ゲル状メイククレンジング組
成物

川研ファインケミカル株式
会社

60 米糠油由来化粧品原料組成物 ボーソー油脂株式会社

22 化粧石けん 柴田　加奈江 61 エステティックに好適な洗浄料 ポーラ化成工業株式会社

23 洗浄剤組成物 花王株式会社 62 クレンジング化粧料 ポーラ化成工業株式会社

24 枠練り型固形皮膚洗浄料 株式会社資生堂 63 洗浄剤組成物 太陽化学株式会社

25 クリーム状皮膚洗浄料 カネボウ株式会社 64
ポリアミド多孔質粒子を含有する皮膚
用及び毛髪用の化粧料組成物

宇部興産株式会社

26 構造化濃縮深層水を用いた洗浄剤 井高　英一 65 クレンジング化粧料 ポーラ化成工業株式会社

27
サトウキビ搾汁濃縮液の洗浄剤や化粧
品への利用

ゆめじん有限会社 66 液状クレンジング化粧料 ポーラ化成工業株式会社

28 クレンジング剤 旭化成ケミカルズ株式会社 67 泡の維持時間に優れる洗顔料 ポーラ化成工業株式会社

29 クレンジング用組成物 有限会社野々川商事 68 香気成分からなる美肌効果剤 寺内　建司

30 皮膚洗浄剤組成物 株式会社マンダム 69 固型石鹸組成物
株式会社ピーアンドピーエ
フ

31 洗顔用粉末洗剤 株式会社アサヒケミカ 70 皮膚洗浄料 株式会社カネボウ化粧品

32 ポンプ式スプレー用洗顔料組成物 株式会社シャンソン化粧品 71
蛋白分解酵素安定化剤、化粧料及び
洗浄剤

関西酵素株式会社

33 洗浄用の化粧料用組成物 ポーラ化成工業株式会社 72 化粧料組成物及びその製造方法 一丸ファルコス株式会社

34 身体用洗浄剤組成物及び洗顔剤 株式会社マンダム 73
洗浄調合物の選択性を得るか増強す
るための溶血値対変性指数の比が１以
上の表面活性剤の使用

バイヤースドルフ・アクチエ
ンゲゼルシヤフト

35
化粧料用組成物、クレンジング用のエ
アゾール化粧料

太陽化学株式会社 74
２－メチル－１，３－プロパンジオール
を含む香料調合剤

バイヤースドルフ・アクチエ
ンゲゼルシヤフト

36
粉末入浴剤及び成形入浴剤及び入浴
剤入り容器及び入浴剤入りシャワー
ヘッド及び洗顔液

青木　耕吉 75 空気気泡を含むセッケン調製物
エスシーエス・スキン・ケア・
システムズ・ゲーエムベー
ハー

37 耐消泡剤性泡沫を生ずる洗浄料 ポーラ化成工業株式会社

38
造粒物を含有する古い角質剥離促進
用の洗浄料

ポーラ化成工業株式会社

39
古い角質剥離促進作用を有する洗浄
料

ポーラ化成工業株式会社 以上７５点収録

洗顔料の製造加工方法　　　No.10021

[公開編]　　平成15年～平成17年（3年間）　　　75点
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