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［登録・公開編］平成１８年（１年間） ８４点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥３０，８７０－ ￥２９，４００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥３０，８７０－ ￥２９，４００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４６，２００－ ￥４４，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9901 登録・公開 石鹸組成物の製造方法 平.17 91点 ￥31,800
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,8079 公告・公開 〃 平.8 102点 ￥24,700
No,7987 〃 〃 平.7 87点 ￥28,900
No,7774 〃 〃 平.6 90点 ￥27,500
No,7645 〃 〃 平.5 81点 ￥24,400
No,7503 〃 〃 平.4 70点 ￥24,600
No,7297 〃 〃 平.3 72点 ￥24,700
No,7012 〃 〃 平.2 93点 ￥25,700
No,6789 〃 〃 平.1 97点 ￥27,200
No,6493 〃 〃 昭.63 99点 ￥22,800
No,9082 公開特許 ボイラー用水処理剤の組成 平11-12 78点 ￥24,700
No,9085 〃 ボディシャンプーの組成法 平.9-12 78点 ￥23,300
No,9221 〃 風呂釜洗浄剤の組成 平.5-12 58点 ￥25,400
No,9223 〃 換気扇クリーナーの組成法 平.9-12 63点 ￥27,800
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［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。
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1 機械練り石鹸組成物 花王株式会社 34 石鹸の成形型及び製造装置 花王株式会社

2 石鹸の製造方法 花王株式会社 35 透明固形洗浄剤 日本油脂株式会社

3 固形洗浄剤組成物 花王株式会社 36
天ぷらの廃油を用いた石鹸とその製造
方法

藍田　邦

4
洗剤組成物で汚れ放出剤として適した
エステルオリゴマー

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

37 石鹸の成形型及び製造装置 花王株式会社

5 固形石鹸 株式会社マックス 38 藍入り石けんとその製造方法 坂東　純一

6 常温真珠光沢化濃縮物の製造方法
ローディア　インコーポレイ
ティド

39
光反射性粒子を含有する固形透明洗
浄剤及びその製造方法

キム　ソォンオ

7
ジャコウ香気を有するエステル及び香
料でのその使用

フイルメニツヒ　ソシエテ　ア
ノニム

40 ネットインソ－プ 安達　俊也

8 透明石鹸組成物 株式会社ル・シェール 41
保湿性植物抽出物並びに該抽出物を
含有する外用剤、化粧料、浴用剤及び
洗剤

小川香料株式会社

9
植物性石鹸用香料組成物及びそれを
含有する植物性石鹸

花王株式会社 42
オカラの処理方法、オカラ製石鹸およ
びオカラ製石鹸セット

青森県

10 枠練り石鹸組成物 花王株式会社 43 高分子石けんの製造方法 高木　徹

11 化粧料組成物 味の素株式会社 44
天草エキス、天草エキスの製造方法、
石鹸及び石鹸の製造方法

木村　一

12 固形石鹸の接続部品および接続材料 香口　真作 45 身体用洗浄剤 株式会社フタバ化学

13 気泡入り石鹸の成形方法 花王株式会社 46
石鹸の成形型、石鹸の製造方法及び
装置

花王株式会社

14
透明石鹸組成物の製造方法及び透明
石鹸の製造方法

株式会社マックス 47 携帯用手洗い石鹸 竹下　勝弘

15
両性イオン担体粒子を使用する物質
の表面への付着

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

48 固形石鹸 片山　順子

16
香料組成物または付香製品の匂い特
性を付与、改善、増強または変性する
方法、新規の二環式化合物…

フイルメニツヒ　ソシエテ　ア
ノニム

49
水素発生還元石鹸およびその製造方
法

株式会社日本トリム

17 抗菌剤 株式会社資生堂 50
アルカリ液の製造方法及び石鹸の製
造方法

上▲すぎ▼　和彦

18
リン酸モノエステルとリン酸モノエステ
ル塩の複合体

花王株式会社 51
皮膚用殺菌洗浄剤組成物及び殺菌方
法

ライオン株式会社

19
透明石鹸組成物の製造方法及び透明
石鹸の製造方法

株式会社マックス 52 石鹸組成物 日本油脂株式会社

20 枠練り石鹸組成物 花王株式会社 53 石鹸組成物の製造方法 花王株式会社

21 枠練り石鹸組成物 花王株式会社 54
コールドプロセスによる石けんの製造
方法

▲吉▼田　和昭

22 洗浄剤 株式会社椿 55 固形状洗浄剤 旭化成ケミカルズ株式会社

23 小さくなった石鹸を接合する石鹸 加藤　裕也 56
固形石鹸を充填可能な泡立て具及び
泡立て機能を備えた石鹸

半田　俊宏

24
マイクロ波加熱による簡易短時間石鹸
合成法

吉川　直和 57 微細固体状洗顔料 ポーラ化成工業株式会社

25
保湿性植物抽出物並びに該抽出物を
含有する外用剤、化粧料、浴用剤及び
洗剤

小川香料株式会社 58 油脂除去用石鹸 吉岡　昌子

26 洗浄剤組成物 株式会社資生堂 59 固形洗浄料 株式会社コーセー

27 ヤーコン含有石けん 石黒　美智子 60
アルキルエーテルクエン酸エステルを
含有する皮膚洗浄剤組成物

コグニスジャパン株式会社

28
保湿性植物抽出物並びに該抽出物を
含有する外用剤、化粧料、浴用剤及び
洗剤

小川香料株式会社 61 石鹸の内部加工方法及び石鹸加工品 石川　雅英

29 皮膚用洗浄剤組成物 山野商事株式会社 62 洗浄剤組成物 花王株式会社

30 洗浄剤組成物 味の素株式会社 63 漢方化粧石鹸組成物
アモレパシフィック　コーポ
レーション

31 皮膚洗浄剤組成物 ライオン株式会社 64 鉱物塊入り固形石鹸 株式会社　健栄

32
置換されたベンジルニトリル、その製造
方法、付香成分としてのその使用、付
香組成物および付香された物品

フイルメニツヒ　ソシエテ　ア
ノニム

65
抗真菌剤および抗細菌剤配合洗浄用
組成物

持田製薬株式会社

33 石鹸の成形型及び製造装置 花王株式会社

以下１９点省略

石鹸組成物の製造方法　　　No.10030

[登録・公開編]　　平成18年（1年間）　　84点
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