
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      

化粧用脂取り紙の製造方法

               〃

               〃

               〃

美容シートとその製造方法

               〃

美顔マスクとその製造方法
[公開編]平成19年～平成20年（2年間）　　62点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０３６４Ｂ

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

化粧用パフとその製造方法

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

ぬれティッシュ・ペーパーとその包装体

               〃

シート状冷却剤材の製造方法

               〃

               〃

◎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

既刊関連セットのご案内

               〃

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

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


1
液体含浸用皮膚被覆シートおよびその
製造方法、ならびにそれを用いたフェ
イスマスク

大和紡績株式会社 40
化粧配合品の製造方法及びその組成
物

ダウ　グローバル　テクノロ
ジーズ　インコーポレイティ
ド

2 積層不織布およびその製造方法 大和紡績株式会社 41
角層剥離キットおよび角層剥離キット
の使用方法

リンテック株式会社

3
貼付剤、貼付剤包装体、及び貼付剤
の貼付方法

埼玉第一製薬株式会社 42
化粧料含浸皮膚被覆シートおよびその
製造方法

大和紡績株式会社

4 ピーリングマスク 有限会社ＪＯＡ 43 パック用シート 松宮　俊明

5 化粧料 株式会社マックス 44 肌用シート材 ハヤシ商事株式会社

6 美顔器用マスク 株式会社エヌ・ケー・ケー 45 皮膚接着性ヒドロゲル ホーン，リヨウ・リアン

7 皮膚用保水シート 新田ゼラチン株式会社 46
ポリエチレングリコール及びそれの製
造方法

クラリアント・プロドゥクテ・（ド
イチュラント）・ゲゼルシャフ
ト・ミト・ベシュレ・・・

8
イオン導入器用フェース・ヘッドパッド
及びそれを備えたイオン導入装置

株式会社エムシープラザ 47
アルギネートを含む多孔性成型品の製
造方法

ドクター．スェラック　スキン
アンド　ヘルス　ケアー
アーゲー

9 貼付剤 東亞合成株式会社 48 温熱型美顔用マスク 西岡　祥行

10 フェイスマスクシート及びその製造方法
株式会社読売新聞所沢セ
ンター

49 化粧料を含浸した顔用マスク 株式会社資生堂

11
フォトクロミック（光互変性Ｐｈｏｔｏｃｈｒｏ
ｍｉｃ）マスク

ロレアル 50 顔面用美容マスク 株式会社ヴェルジェ

12 化粧パック 株式会社ツキオカ 51 顔面用美容マスク 株式会社ヴェルジェ

13 化粧料 株式会社東洋新薬 52
下層形状に適合可能なトリートメント物
品

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

14 多糖物質からなるスポンジ オーミケンシ株式会社 53
基材及びゲル組成物を含む美容トリー
トメント物品

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

15 積層不織布 大和紡績株式会社 54 金箔を吸着した顔用シート 夢らく商事株式会社

16 シート化粧料包装体 株式会社タイキ 55 フェイス＆ネックマスク 有限会社文屋

17
顔蒸し用美容器具並びに該美容器具
に用いるマスク及び保温具

佐々木　八枝子 56 化粧箱を有する化粧セット 岸川　良己

18 天然鉱石を付けた美顔マスク 潮来　喜久夫 57 ビニール付コットンフェイスマスク 稲田　禎久

19 フェイスマスク及びその製造方法 株式会社オオバ 58
使用時に液体を含浸させる内容物の
包装袋

小迫　隆司

20 確実に取付けられるナノマスク チャム、キア　チー 59
化学発光利用化粧・美容方法、皮膚
照射美容用発光体及び化粧・美容用
具

株式会社ファンケル

21
セルロース系不織布及びその製造方
法

ユニチカ株式会社

22 立体フェイスマスク 青木　恵美子

23 皮膚貼付用外用ゲル組成物
株式会社ネーゼコーポレー
ション

24
含水ゲルシート、その製造及びその応
用

中村　憲司

25 リラックス方法 株式会社東洋新薬

26 ビタミン類の担持体 中村　憲司

27 化粧品向け不織布 三和製紙株式会社

28 化粧品 葛生　幹夫

29 化粧用品基材とその製造方法 帝人ファイバー株式会社

30 美容用フェイスマスクの包装方法 小迫　隆司

31 顔マスク 佐々木　八枝子

32 薬、健康食品又は化粧品 葛生　幹夫

33 化粧品 葛生　幹夫

34 顔面マスク 小高　代司

35 積層シート及び身体貼付用シート 花王株式会社

36 除吸放出性シートおよびその製造方法 金星製紙株式会社

37 キチン・キトサン系材料を含む積層体 株式会社共和テクノス

38 化粧用シート体 株式会社ニチエイ

39 温熱化粧具 花王株式会社 以上63点収録

美顔マスクとその製造方法   No.10364B

　　　　　　　　　　　　　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19年～平成20年（2年間）　　　　62点
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