
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜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！

(税込価格) (本体価格)

￥１７，５３５－ ￥１６，７００－

￥１７，５３５－ ￥１６，７００－

￥２６，２５０－ ￥２５，０００－

(本体価格)

No,9837 公開特許 平.7-16 110点 ￥27,800

No,10219       〃 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,10238(B)       〃 平.18-19 100点  ￥29,700

No, 〃    (A)       〃 平.16-17 89点  ￥25,800

No,9733       〃 平.14-15 79点  ￥23,000

No,9283       〃 平.12-13 97点  ￥24,200

No,8903       〃 平.5-11 147点  ￥37,700

No,9758       〃 平.6-15 100点  ￥23,000

No,9736       〃 平.6-15 100点  ￥23,000

No,9517       〃 平.10-14 89点  ￥17,800

No,10246       〃 平.16-19 85点  ￥29,700

No,9755       〃 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,10300       〃 平.20 86点  ￥27,900

No,10156       〃 平.19 88点  ￥28,300

No,10038       〃 平.18 88点  ￥28,300

No,9905       〃 平.17 89点  ￥27,000
*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。

（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。

 ニュースガイドNo,

 題名

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

合計 ￥

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

美顔マスクとその製造方法
[公開編]平成17年～平成18年（2年間）　　62点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０３６４Ａ

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

化粧用パフとその製造方法

               〃

既刊関連セットのご案内

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

               〃

美顔マスクとその製造方法

               〃

美容シートとその製造方法

シート状冷却剤材の製造方法

化粧用脂取り紙の製造方法

ぬれティッシュ・ペーパーとその包装体

               〃

活性炭シートの製造加工方法

抗菌性シートの製造加工方法

http://www.itdc-patent.com/


1 耳掛け部を具備した美容マスク キィーフ有限会社 34 身体貼付用シート製剤 花王株式会社

2 美顔用光マスク ヤーマン株式会社 35 シート状パック材 中村　憲司

3 絹フィブロインフィルムの製造方法 株式会社シルク工芸 36 シート状パック材の使用方法 東洋紡績株式会社

4 フェイスマスク 山口　義益 37 色柄入りウエットシート 明広商事株式会社

5 口元の調整マスク 田中　政雄 38
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

6
魚皮真皮コラーゲンを含有する発泡体
シートおよびその用途

井原水産株式会社 39 人体肌接触用繊維シート 株式会社クラレ

7
皮膚細胞活性化繊維及び皮膚細胞活
性化衣料

グンゼ株式会社 40 貼付シート
アイエスピー・ジャパン株式
会社

8 美顔マスク、美容器具 熊川　圭一 41 シート状化粧料 中村　憲司

9
皮膚への接触で健康と元気を得る貼り
板材を更に液体および気体の改質に
も使用するビーズ、シート等。

株式会社平賀 42 加温具 花王株式会社

10 美容シート用不織布及び美容シート 大和紡績株式会社 43
シート状化粧料包装体及びその製造
方法

中村　憲司

11 コラーゲンフィルム 株式会社エコテック 44 フェイスマスク 花王株式会社

12
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 45 美顔用保湿マスク 服部　雅浩

13 フェイスマスク 東レ株式会社 46 面測定用皮膚検査シート ライフケア技研株式会社

14
美顔用トリートメントマスク及びアイパッ
ドとその製造方法

有限会社セラーミ 47
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

15 健康的コラーゲン化粧品 岩本　慈海 48
強化された水蒸気透過性及び寸法安
定性を有する、水蒸気透過性、液体不
透過性多層構造体、及び前記構・・・

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

16 シートタイプ化粧品 三昭紙業株式会社 49
特定の浸透圧保護剤によって安定化
させた酵素を含有する組成物、及び
パーソナルケアにおける前記組成・・・

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

17 シート状パック化粧料 株式会社タイキ 50
阻害物質で安定化させた酵素を含有
する局所適用組成物

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

18 フェイスマスクおよびその製造方法 株式会社シルク工芸 51
毛髪又は繊維が密集した表面上で使
用するためのヒドロゲル接着剤

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

19 シート状化粧料 中村　憲司 52
乳化液体組成物を含有するマスク組成
物

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

20 生理学的な清涼効果を有する化合物
ハーマン・ウント・ライマー・
ゲゼルシヤフト・ミツト・ベシ
ユレンクテル・ハフツング

53
向上した水接着安定性を有する、乾い
た及びぬれた表面に取付けるための
改善された熱可塑性親水性接着剤…

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

21
ゲルを用いた保冷材および保温材、な
らびにそれらを用いた枕、足温具およ
びフェイスマスク

住友ゴム工業株式会社 54 美容マスク 株式会社山本縫工所

22 溶解するフェイシャルマスク 株式会社高研 55 水溶性シート組成物
ザ　ダイアル　コーポレイ
ション

23
複合構造体及び励起装置頭部を含む
処置用キット

ロレアル 56
毛髪又は繊維で占められた表面上で
使用するヒドロゲル接着剤

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

24 多孔質素材 株式会社ファンケル 57
熱可塑性親水性ポリマー組成物を含
み、改善された強度を有する液体不透
過性で湿気透過性の層及びフィルム

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

25 シート状化粧料 中村　憲司 58
構造安定性が改善された透湿性構造
体のためのポリマー組成物、及び前記
組成物を含む構造体

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

26
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 59 美容マスク 喜王化工有限公司

27
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 60 顔面たるみ防止マスク 上田　泰子

28 美容液を含浸した顔用マスク 株式会社資生堂 61 顔用マスク 工藤　畦子

29 化粧用シート体 株式会社ニチエイ 62
二酸化炭素外用剤及び二酸化炭素外
用剤調製用材料

ネオケミア株式会社

30 ウェットマスク 株式会社ニチエイ

31 身体貼付用シート 花王株式会社

32 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

33 ホホアゲマスク 秋山　キヨ子 以上62点収録

美顔マスクとその製造方法   No.10364A

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥17,535    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥17,535　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥26,250　）

[公開編]　　平成17年～平成18年（2年間）　　　　62点
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