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 ＜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)
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(本体価格)

No,10124 公開特許 平.14 - 18 73点 ￥27,300

No,10023       〃 平.15-17 84点  ￥29,400

No,9750       〃 平.12-15 109点  ￥25,000

No,8857       〃 平.9-11 59点  ￥23,400

No,9384       〃 平.4-13 71点  ￥16,300

No,9209       〃 平.5-12 55点  ￥19,700

No,8986       〃 平.5-11 67点  ￥27,400

No,8988       〃 平.5-11 54点  ￥23,400

No,8996       〃 平.5-11 51点  ￥19,700

No,8941       〃 平.5-11 64点  ￥24,800

No,8939       〃 平.5-11 58点  ￥23,700

No,8942       〃 平.5-11 60点  ￥23,700

No,8950       〃 平.5-11 54点  ￥23,300

No,8961       〃 平.5-11 60点  ￥27,500

No,8913       〃 平.9-11 45点  ￥18,500

No,8911       〃 平.9-11 59点  ￥23,000

No,8902       〃 平.5-11 69点  ￥27,300

No,8901       〃 平.9-11 71点  ￥28,400

No,8777       〃 平.5-10 68点 ￥24,800

*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：〒

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

ヒアルロン酸美容・保健剤

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

繊維強化飲料の製造加工方法

花粉症予防・治療剤

カテキンの製造加工方法

アミラーゼ阻害物質の製造加工方法

難消化性澱粉粉の製造加工方法

杜仲エキスの抽出法と製品

発毛・育毛用食品の組成
[公開編]平成17年～平成21年（5年間）　　69点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５０２

お   申   込   書

カルシウム吸収促進飲食物

悪酔い予防・治療用組成物

冬虫夏草の処理加工方法

霊芝の処理加工方法

カロチンの製造加工方法

※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      

コエンザイムＱ１０含有保健食品

血圧降下性機能食品の製法

               〃

カルシウム強化飲料

アレルゲン低減化穀類の製造加工方法

アトピー性皮膚炎の予防・治療剤

健康酢飲食品の製造加工方法と組成物

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



1 育毛・発毛促進飲料 矢野  武光 30 美肌用組成物 オリザ油化株式会社

2
カルシトニン遺伝子関連ペプチド産生
及び放出促進作用を有する可食性組
成物

岡嶋  研二 31
スフィンゴミエリン含有医薬、飲食品ま
たは飼料

雪印乳業株式会社

3 健康増進用組成物 株式会社ノエビア 32
酒粕エキスにイワベンケイエキス等を
配合してなる、化粧料、健康食品等の
有用素材

株式会社ホルス

4
アンドロゲン受容体結合阻害剤、養毛
剤、皮脂分泌抑制剤及び前立腺肥大
抑制剤

丸善製薬株式会社 33
脂肪分解促進作用組成物、ｃＡＭＰ－
ＰＤＥ活性阻害作用組成物、ヘキソサミ
ニダーゼ遊離抑制作用組成物・・・

ＴＯＷＡ  ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯ
Ｎ  株式会社

5
経口摂取用育毛・養毛組成物及び該
組成物を含有する飲食品

焼津水産化学工業株式会
社

34 食する養毛剤
ロード・ニジュウイチ株式会
社

6
脱毛症を治療するためのタウリンの利
用

ロレアル 35 発毛及び又は育毛用栄養補助食品 株式会社  アルマード

7 経口用育毛剤 サンスター株式会社 36 新しい健康食品 有限会社大長企画

8
育毛組成物およびそれを含有する飲
食タイプ育毛促進料

廣瀬  行博 37
毛嚢のトロフィズム及び皮脂の皮膚形
成を調整するための組成物及びアンド
ロゲン性脱毛症におけるそれらの使用

ジュリアーニ  ソシエタ  ペ
ル  アチオニ

9
脱毛を防止する作用を有する組成物
およびそれを含有する脱毛防止料

廣瀬  行博 38
脱毛症の予防および治療的処置のた
めの新規ペプチド複合体

アンスティテュ・ヨーロペア
ン・ドゥ・ビョロジ・セリュレー
ル

10
白髪抑制用組成物およびそれを含有
する化粧料及び飲食タイプの化粧料

廣瀬  行博 39
バイオサーファクタントを有効成分とす
る賦活化剤

東洋紡績株式会社

11
白髪抑制用組成物およびそれを含有
する化粧料及び飲食タイプの化粧料

廣瀬  行博 40
チオクト酸誘導体を含有する生理活性
組成物。

株式会社アイ・ティー・オー

12 脱毛改善剤 小林製薬株式会社 41 養毛育毛剤 遠藤  愼

13 薬剤及び機能性食品 株式会社  アルマード 42
発毛パック剤、発毛・育毛剤、発毛育
毛促進サプリメント

鎌田  光代

14 ピーマンの胎座と隔壁の乾燥野菜 楠本  季一 43 Ｗｎｔ５ａ産生促進剤、養毛剤 株式会社ノエビア

15 脂質代謝亢進剤及び機能性食品 株式会社  アルマード 44 賦活化剤及び抗老化剤 東洋紡績株式会社

16 緑豆の抽出装置 篠塚  正 45
発毛促進用飲食物、医薬部外品、医
薬組成物ならびに発毛促進方法

株式会社エム・エム・ティー

17
化粧料組成物及び美容・健康食品組
成物

一丸ファルコス株式会社 46
ツツジ科エリカ属植物由来成分を少な
くとも含む外皮系組織用組成物

日油株式会社

18
クマザサ属抽出物の製造方法、クマザ
サ属抽出物及びその用途

伊徳  行 47
経口養育毛用有効成分、経口養育毛
剤、飲食品及び飼料

ライオン株式会社

19
安定化αーリポ酸配合化粧料、育毛
剤び抗肥満用食品

株式会社日本天然物研究
所

48
植物由来の賦活化剤及び細胞外マト
リックス産生促進剤

東洋紡績株式会社

20 血流悪化防止作用を有する組成物 廣瀬  行博 49 細胞賦活化剤 東洋紡績株式会社

21
食用微生物の休眠状態のヒト生理活性
物質の利用

株式会社バイオ医療情報 50
ブドウの芽及び蔓から抽出したレスベ
ラトロール類を含有する組成物

香栄興業株式会社

22
免疫活性増強成分、並びにそれを含
む飲食物類及び医薬部外品類

松島  弘樹 51 新規な育毛剤、抗脱毛症剤 国立大学法人京都大学

23 発根ゴマ抽出物及び毛髪用化粧料 株式会社ファンケル 52
抗酸化剤、抗老化剤、抗炎症剤、育毛
剤、抗肥満剤、及び美白剤、並びに化
粧料及び美容用飲食品

丸善製薬株式会社

24 育毛剤 日本新薬株式会社 53
抗酸化剤、抗老化剤、抗炎症剤、育毛
剤、抗肥満剤、及びエンドセリン－１ｍ
ＲＮＡ発現上昇抑制剤、並び・・・

丸善製薬株式会社

25 養毛用ドリンク液 梯  静枝 54
抗酸化剤、抗老化剤、抗炎症剤、育毛
剤、抗肥満剤、及び美白剤、並びに化
粧料及び美容用飲食品

丸善製薬株式会社

26 茶樹の栽培方法
有限会社  農業科学研究
所

55 育毛剤、育毛用医薬品、育毛用食品 キユーピー株式会社

27
植物体抽出物調製方法、並びに植物
体抽出物及びその用途

学校法人慶應義塾 56 育毛剤 ロート製薬株式会社

28 育毛物質 河乃  建仁 57
複合微生物の培養生成物を有効成分
とする血糖降下剤および血糖降下機
能食品

株式会社日本エネルギー
研究所

29
新規な化合物、肥満改善剤、脂質代
謝改善剤、血糖降下剤及び育毛改善
剤

イスクラ産業株式会社 58 育毛剤 ロート製薬株式会社

59 スポーツ障害抑制剤及び機能性食品 株式会社  アルマード

以下10点省略

発毛・育毛用食品の組成　　　No.10502

[公開編]　　平成17年～平成21年（5年間）　　　　69点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥29,400    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥29,400　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥44,100　）


