
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)

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,9225 公開特許 平.9-平.12 65点 ￥24,800

No,8265       〃 平.6-平.8 54点 ￥23,700

No,7753       〃 昭.59-平.5 67点 ￥29,700

No,10202       〃 平.17-平.19 74点 ￥25,900

No,9799       〃 平.15-平.16 62点 ￥18,600

No,9459       〃 平.13-平.14 64点 ￥15,000

No,9058       〃 平.11-平.12 61点 ￥23,400

No,10159       〃 平.19 79点 ￥30,000

No,10093B 登録・公開 平.18 82点 ￥25,000

No,10093A       〃 平.17 82点 ￥25,000

No,9857B       〃 平.16 85点 ￥25,000

No,9857A       〃 平.15 85点 ￥25,000

No,9458       〃 平.14 62点 ￥14,200

No,9269       〃 平.13 61点 ￥15,200

No,9059       〃 平.12 60点 ￥23,300

No,8818       〃 平.11 61点 ￥24,300

No,8651       〃 平.10 63点 ￥25,400

No,8418B       〃 平.9 69点 ￥29,800

No,8418A       〃 平.8 54点 ￥23,200

*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

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

既刊関連セットのご案内

ガラスクリーナーの組成法
[公開編]平成13年～平成16年（4年間）　　55点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０４１３Ａ

               〃

               〃

◎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

               〃

ガラスクリーナーの組成法

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

※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      

自動車用洗浄剤の組成法

               〃

               〃

               〃

               〃

自動車用撥水処理剤と処理方法

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

http://www.itdc-patent.com


1 研磨材入ガラスクリーナ
株式会社ソフト九九コーポ
レーション

38 車輌用洗浄剤組成物 花王株式会社

2 研磨剤組成物 東陶機器株式会社 39 油膜除去剤
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

3 液体洗浄剤組成物 ライオン株式会社 40 ウロコ状固着物除去剤及び除去方法 タイホー工業株式会社

4 液体洗浄剤組成物 ライオン株式会社 41 ウインドーウォッシャ液 旭電化工業株式会社

5 洗浄剤 山崎産業株式会社 42
コンシステンシー付与性ポリマーを含
む液状洗浄剤及び清浄剤組成物

クラリアント・ゲゼルシヤフト・
ミト・ベシユレンクテル・ハフ
ツング

6 エアゾール型洗浄剤組成物
スリーエム  イノベイティブ
プロパティズ  カンパニー

43
光触媒やその他の触媒機能を付与さ
せる方法、およびそれらの触媒機能の
付与性を有する洗浄、研磨溶液

窪田　克則

7 ガラス用洗浄シート ライオン株式会社 44 車両用洗浄剤 株式会社ウイルソン

8 油中水型エアゾール製品 株式会社ダイゾー 45 洗浄剤組成物 ライオン株式会社

9 洗浄剤 佐藤  貞三 46
コンシステンシー付与性ポリマーを含
む液状洗剤及び洗浄剤

クラリアント・ゲゼルシヤフト・
ミト・ベシユレンクテル・ハフ
ツング

10 ガラス用洗浄剤及びガラスの洗浄方法 中村  啓次郎 47
ガラス表面の雨染み・ウロコ状固着物
の除去剤

日本ケミカル工業株式会社

11 泡立ちを改良した組成物 ライオン株式会社 48 洗浄剤組成物 株式会社資生堂

12 洗浄剤組成物 ライオン株式会社 49 洗浄剤組成物 ジョンソン株式会社

13
アルキルエーテルサルフェートおよび
その製造方法並びにそれを含有する
液体洗浄剤組成物

ライオン株式会社 50
ワイパー用組成液およびウェットワイ
パー

旭化成ケミカルズ株式会社

14 洗浄剤組成物 ライオン株式会社 51 スプレー型洗浄製品 ライオン株式会社

15 クリーナ
株式会社イノベーション経
営企画

52 ゲル状洗浄剤組成物 ライオン株式会社

16
クリーニング剤、これを用いたクリーニ
ング方法とクリーナ

株式会社両双 53 ガラス用洗剤組成物
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

17
ガラス用洗浄シート及びガラス用洗浄
シート物品

ライオン株式会社 54 硬質表面洗浄組成物
チャーチ  アンド  デュワイト
カンパニー  インコーポレー
ティッド

18 両性両親媒性表面処理剤 ライオン株式会社 55 洗車用洗剤
エス．シー．  ジョンソン  ア
ンド  サン、インコーポレイ
テッド

19 艶出し洗浄剤組成物 石原薬品株式会社

20
ケイ酸塩含有のミクロ分散性粒子を含
有する洗剤および洗浄剤

クラリアント・ゲゼルシヤフト・
ミト・ベシユレンクテル・ハフ
ツング

21 発泡洗浄剤 石原薬品株式会社

22 洗浄剤組成物 大日本除蟲菊株式会社

23 液体洗浄剤組成物 旭電化工業株式会社

24 多用途洗剤システム 梅本  雅夫

25 防曇剤及びその処理方法 フマキラー株式会社

26
洗浄剤の製造方法および該方法に使
用するマイナスイオン発生装置

福田  国男

27 硬質表面用艶出し洗浄シート 花王株式会社

28
３級アミノ基含有高分子化合物、洗浄
剤組成物、防汚剤組成物及び洗浄性
防汚剤組成物

ライオン株式会社

29 硬質表面用液体洗浄剤組成物 花王株式会社

30 液体洗浄剤組成物 第一工業製薬株式会社

31 住居用洗剤 株式会社バオ

32 油膜除去剤及び油膜除去方法 タイホー工業株式会社

33 ガラス用洗浄剤組成物 ライオン株式会社

34
色調の改良されたアルキルエーテルサ
ルフェートの製造方法

ライオン株式会社

35
高分子化合物、洗浄剤組成物、防汚
剤組成物及び洗浄性防汚剤組成物、
並びに洗浄物品、防汚・・・

ライオン株式会社

36 洗浄物 旭化成株式会社

37 中性液体洗浄剤組成物 ライオン株式会社 以上55点収録

ガラスクリーナーの組成法　　　No.10413A

[公開編]　　平成13年～平成16年（4年間）　　　　55点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,000　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥31,500　）
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