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化粧用脂取り紙の製造方法
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［公開編］平成１７年～平成１９年（３年間） ６８点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２５，５１５－ ￥２４，３００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２５，５１５－ ￥２４，３００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３７，８００－ ￥３６，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9834 公開特許 化粧用脂取り紙の製造方法 平.14-16 82点 ￥29,000
No,9296 〃 〃 平.11-13 75点 ￥18,700
No,8575 〃 〃 平.5-10 72点 ￥28,400
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,9755 〃 シート状冷却剤材の製造方法 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,9758 〃 化粧用パフとその製造方法 平.6-15 100点 ￥23,000
No,9737 〃 廃油吸収用シート材の製造加工方法 平.12-15 75点 ￥17,300
No,8854 〃 〃 平.9-11 67点 ￥27,400
No,8226 〃 〃 平.5-8 64点 ￥30,000
No,9736 〃 活性炭シートの製造加工方法 平.6-15 100点 ￥23,000
No,9735 〃 ウェットワイパーの製造加工方法 平.6-15 100点 ￥23,000
No,9734 〃 生物解性紙オムツの製造方法 平.6-15 99点 ￥25,000
No,9322 〃 使い捨て補助パットの取付方法 平.9-13 75点 ￥18,500
No,9404 〃 水解性ティッシュペーパーの製造加工方法 平.4-13 80点 ￥19,800
No,9518(A) 〃 脱臭面の化粧用脂取り紙の製造加工方法 平.10-12 88点 ￥17,600
No,8575(B) 〃 〃 平.13-14 82点 ￥16,400
No,9517 〃 抗菌性シートの製造加工方法 平.10-14 89点 ￥17,800

*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 〒
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1
抗菌成分含有の脂取りシートおよびそ
の製造方法

小松精練株式会社 37
（メタ）アクリル系フィルム、及びそれを
用いたマーキングフィルム、レセプター
シート

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

2
ビタミン類含有の脂取りシートおよびそ
の製造方法

小松精練株式会社 38 スキンケア用シート 株式会社クラレ

3
保湿成分含有の脂取りシートおよびそ
の製造方法

小松精練株式会社 39 脱臭シート リンテック株式会社

4 身体清浄用シート ライオン株式会社 40 化粧用具 中村　憲司

5
（メタ）アクリル系フィルム、及びそれを
用いたマーキングフィルム、レセプター
シート

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

41
抄網構造体、抄紙用円筒シリンダ、抄
網構造体を備えた抄紙機及び脂取り
紙の製造方法

大福製紙株式会社

6 ポリオレフィン樹脂脂取りフィルム チッソ株式会社 42 脂取り紙ケース 株式会社ニチエイ

7
吸水性化粧・美容用乾燥シート及びそ
の使用方法

西川ゴム工業株式会社 43 コンパクト型あぶらとり紙 株式会社いちはら

8 化粧用脂取り紙 大王製紙株式会社 44 脂取り紙 株式会社米長

9 赤外線遮断物質含有化粧料 ライオン株式会社 45 積層不織布およびその製造方法 大和紡績株式会社

10 不織布シート 大王製紙株式会社 46
シート状化粧料及びそれを用いた化粧
直し方法

株式会社資生堂

11
足裏前半部汗脂腐敗臭除去用使い捨
てシート

石本　知右 47 皮膚のクレンジング用化粧品組成物 歐　鳳卿

12
ロール状脂取り紙の収納容器およびそ
の製造方法

財団法人東予産業創造セ
ンター

48 身体凹部清浄剤 花王株式会社

13 多数の脂取りシートのパッケージ
スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

49
抗菌性の繊維の集合体、その製造方
法および用途

三井化学株式会社

14 脂取り紙
有限会社食生活環境推進
会議

50 脂取り紙の製法 宇部興産株式会社

15 皮膚の角質除去材 東レ株式会社 51 詰め替え用嵩高ピロー包装袋 株式会社タイキ

16 あぶらとり紙 株式会社ニチエイ 52 ウェットシート包装体 中村　憲司

17 皮膚用あぶらとりシート 日本バイリーン株式会社 53 シート状パック材 タック化成株式会社

18 シート状物収納容器 株式会社吉野工業所 54 皮膚の表面形態の評価方法 花王株式会社

19 柔細胞繊維含有紙 三菱製紙株式会社 55
化粧水及び化粧用シートパックの相互
作用を目的とした組成成分及び使用
方法

松原　和久

20
柔細胞繊維および合成繊維含有不織
布

三菱製紙株式会社 56
美容成分浸透のための化粧用シート
の構造

松原　和久

21 化粧用具 中村　憲司 57 シート状化粧料 ライオン株式会社

22 粘着タックシート 株式会社　彩響舎 58 脂取り紙 三島製紙株式会社

23 化粧用脂取り紙 日華化学株式会社 59 極細繊維からなるシートの製造方法 東レ株式会社

24
微孔性ポリプロピレンシートおよびそれ
を用いた合成紙

東レ株式会社 60 外皮用貼付剤 岡山大鵬薬品株式会社

25 携帯用紙箱 株式会社ニチエイ 61 薬液含有薄葉紙 大王製紙株式会社

26 テカリ抑制剤 小林製薬株式会社 62 化粧用脂取紙 株式会社タイキ

27
化粧用シート、情報読取装置、肌状態
診断装置、情報読取方法、肌状態診
断方法、情報読取プログラム…

オリンパス株式会社 63 化粧用紙収納ケース 富士紙化学株式会社

28 シート状化粧料及びその製造方法 ライオン株式会社 64 フィルム用容器 吉田プラ工業株式会社

29 化粧用脂取り紙 東海パルプ株式会社 65 フィルム用容器 吉田プラ工業株式会社

30 色柄入りウエットシート 明広商事株式会社 66 化粧用脂取りシート包装体
スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

31 化粧用脂取りシート
スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

67 あぶらとり紙収納用ケース 株式会社いちはら

32 化粧肌清浄用シート 花王株式会社 68 包装袋 日本製紙クレシア株式会社

33
香料含浸台紙及び該香料含浸台紙が
内填されたあぶらとり紙セット

株式会社マンダム

34
円網抄紙機の円筒シリンダ、脂取り紙
用原紙、脂取り紙

大福製紙株式会社

35 シート状物収納容器 エム・エフ・ヴィ株式会社

36 不織布およびその製造方法 株式会社クラレ

以上68点収録

化粧用脂取り紙の製造方法　　　No.10219

[公開編]　　平成１7年～平成19年（3年間）　　　　68点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥25.515    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25.515　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥37,800　）
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