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セットＡ［公開編］ 平成16-17年 (2年間） 79点 ￥２７，０９０－ ￥３９，９００－（全て税込価格）
セットＢ［公開編］ 平成18-19年（2年間） 89点 ￥３１，１８５－ ￥４６，２００－

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9733 公開特許 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,10219 〃 化粧用脂取り紙の製造方法 平.17-19 68点 ￥24,300
No,9834 〃 〃 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,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
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1 化粧液及びシート材の包装体 シンエイ紙工株式会社 1
美容施術方法およびそれに用いる化
粧料保持用シート部材

株式会社カネボウ化粧品

2 フェイスマスク 中村　憲司 2 美容液を含浸した顔用マスク 株式会社資生堂

3 シート状貼付具 株式会社ニチエイ 3 化粧用シート体 株式会社ニチエイ

4 ベースメイクアップ方法 カネボウ株式会社 4 ウェットマスク 株式会社ニチエイ

5 保湿マスク ノーブル株式会社 5 身体貼付用シート 花王株式会社

6 温泉を利用したフェイスケア方法 有限会社　秀山 6 薬液剤含浸押圧シート体 明星産商株式会社

7 シート状パック化粧料 カネボウ株式会社 7 フェイスパックマスクの折り畳み構造 石井産業株式会社

8 シート状パック カネボウ株式会社 8 ホホアゲマスク 秋山　キヨ子

9 使用性の良好なフェイスマスク 中村　憲司 9 パック用ゲルシート包装体 株式会社カナエテクノス

10 美顔用マスク 株式会社山一装粧具 10 パック用シート 株式会社カナエテクノス

11 健康材料用配合剤及び健康材料 中村　憲司 11
スキンケア剤ならびに該スキンケア剤
を用いたフェースマスク

池上　秀次

12 スキンケアシート 中村　憲司 12 ウェット状シート包装体 株式会社カナエテクノス

13 シート状パック剤 ライオン株式会社 13 対人用液体含浸シート用積層体 大和紡績株式会社

14 美容施術方法 カネボウ株式会社 14 シート状パック材 中村　憲司

15 フェイスパックシート 明星産商株式会社 15 コラーゲンシートの製法 エア・ウォーター株式会社

16 ウェットシートとその製造方法 中村　憲司 16 シート状パック材の使用方法 東洋紡績株式会社

17
貼付剤、その製造装置および製造方
法

株式会社カナエテクノス 17
ユビキノン類を有効成分とする遅効性
又は持続性化粧料又はパック用貼付
剤。

株式会社日本天然物研究
所

18 美容用研磨・艶出しシート 中村　憲司 18 保湿化粧用シート 有限会社ラグーン

19 フェイスシート化粧品 三昭紙業株式会社 19
水性組成物含有シートとシート状温熱
体とを含む温熱用具

嶋田　忠洋

20 フェイシャルマスク 株式会社高研 20 パックシート 飛田　朋子

21
外用ゲル状組成物、パッド材、ブリスタ
容器充填型パッド材

ダイヤ製薬株式会社 21
パック用シート及びパック用シート製造
方法

東亜機工株式会社

22
炭酸ガス経皮吸収用シート状物及び
フェースパック

株式会社ヒロマイト 22
パック用シート包装体及びパック用
シート包装方法

東亜機工株式会社

23 良質なキトサンスポンジシート 甲陽ケミカル株式会社 23 人体肌接触用繊維シート 株式会社クラレ

24 マスク型美顔装置 本多電子株式会社 24 繊維構造物とその製造方法
東レインターナショナル株
式会社

25 パック用フェイスマスク 株式会社ニチエイ 25 スキンケア用シート 株式会社クラレ

26
シート状にして立体に対応するフェイス
マスク、及び前記マスクの製図法

佐藤　鈴子 26 目の下のお手入れシート 楢原　千代美

27 スキンケアシート及びスキンケア方法 積水化成品工業株式会社 27 貼付シート
アイエスピー・ジャパン株式
会社

28
外用ゲル基剤及び容器充填型パッド
材

ダイヤ製薬株式会社 28 シート状化粧料 中村　憲司

29 シート状パック材 株式会社カナエテクノス 29
シート状パック化粧料及びパック化粧
料用キット

株式会社オーシンエムエル
ピー

30 美肌シート及び美肌マスク 株式会社バンダイ・ケミカル 30
シート状化粧料包装体及びその製造
方法

中村　憲司

31
生体用貼付ゲルシートの製造方法、そ
の製造方法により得られた生体用貼付
ゲルシート及びそれを用いた…

積水化成品工業株式会社 31 フェイスマスク 花王株式会社

32 シート状パック剤 帝國製薬株式会社 32 不織布含浸化粧料 カネボウ株式会社

33 水性ゲル組成物
日清オイリオグループ株式
会社

33 美顔用保湿マスク 服部　雅浩

34 化粧用シート 中村　憲司 34 しわ伸ばしシート貼り付け器具 凸版印刷株式会社

35 保水性ペーパーフェイスマスクパック アドネクスト有限会社 35 美容用のパックシートとその製造方法 明広商事株式会社

36 スキンケアシート 田村　智晴 36
不織布シート圧縮体の製造方法並び
にこの製造方法により製造された不織
布シート圧縮体及び不織布シート…

石井産業株式会社

37 パック用ゲルシート 株式会社カナエテクノス 37 水溶性シート組成物
ザ　ダイアル　コーポレイ
ション

38 耳掛け部を具備した美容マスク キィーフ有限会社 38 化粧用自己加温製品 コティ　ビー．ヴィ．

39 パック用ゲルシートの包装材 株式会社カナエテクノス 39
皮膚外用材及びそれを用いた外用止
痒剤、しわ取り具

田中　雅也

以下４０点省略 以下５０点省略

(セットA)

美容シートとその製造方法(セットA・B)　　　No.10238

セットA[公開編]　平成17-18年（2年間）　79点   CD-ROM版  ￥27,090   Ｂ５製本版  ￥27,090   一括購入  ￥39,900 （全て税込価格）

セットB[公開編]　平成18-19年（2年間）　89点   CD-ROM版  ￥31,185   Ｂ５製本版  ￥31,185   一括購入  ￥46,200 （全て税込価格）
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