
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)

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

￥４７，２５０－ ￥４５，０００－

(本体価格)

No,10365 公開特許 平.11-平.20 100点 ￥30,000

No,9934       〃 平.16-平.17 68点 ￥24,600

No,9672       〃 平.14-平.15 68点 ￥21,000

No,9285       〃 平.12-平.13 61点 ￥15,700

No,9004       〃 平.10-平.11 62点 ￥24,700

No,8436       〃 平.8-平.9 71点 ￥29,800

No,8067       〃 平.5-平.7 55点 ￥27,400

No,9851       〃 平.13-平.16 74点 ￥25,900

No,9228       〃 平.5-平.12 78点 ￥27,800

No,8887       〃 平.5-平.11 59点 ￥23,700

No,8752       〃 平.5-平.10 73点 ￥27,800

No,9003       〃 平.5-平.11 58点 ￥24,400

No,8131       〃 平.1-平.8 69点 ￥29,800

No,10092A       〃 平.9-平.18 71点 ￥28,600

No,10092B       〃 平.9-平.18 75点 ￥28,600

No,8745       〃 平.8-平.10 55点 ￥23,500

No,7992       〃 昭.61-平.7 63点 ￥24,700

No,8476       〃 平.5-平.9 61点 ￥27,700

No,8753       〃 平.5-平.10 75点 ￥27,800

No,10501       〃 平.12-平.21 99点 ￥30,000

*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

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

殺菌･消毒シートとその包装体

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

手指消毒剤の組成
[公開編]平成12年～平成21年（10年間）　　100点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５０５

レジオネラ菌の殺菌・防除剤

               〃

殺菌洗浄剤の組成法

               〃

               〃

               〃

               〃

お   申   込   書

               〃

カビ取り剤の組成法

               〃

シミ抜き剤の組成法

ゲル状芳香洗浄剤の組成と製法

家畜の消毒・殺菌・防疫方法

※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      

               〃

風呂水用殺菌剤の組成

消臭・除菌剤の組成

エマゾール型消臭剤の組織

皮膚清浄・清拭剤の組成

排水口用ヌメリ防止剤の組成

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 速乾性手指消毒殺菌剤 清水化学株式会社 37 殺菌洗浄剤組成物 三洋化成工業株式会社

2 殺菌剤 勝田  正穂 38 皮膚賦活外用組成物 ライオン株式会社

3 抗菌性組成物 大塚化学株式会社 39
食肉処理・加工産業における微生物
制御対策に用いる殺菌剤

大原　昭子

4 安定化液状殺菌剤
有限会社ユニフィードエン
ジニアリング

40 手消毒洗浄剤 ヴィノッド　ケー　ナルラ

5 エタノ―ル製剤組成物 通商産業省基礎産業局長 41 外用殺菌消毒剤 健栄製薬株式会社

6 殺菌消毒剤 和光堂株式会社 42
低級モノアルコールを基礎とする手消
毒剤

アンティゼプティカ  ヒェー
ミッシュ－ファルマツォイ
ティッシェ  プロドゥクテ・・・

7
殺菌スペクトルが広く（殺菌対象菌種
が広範囲）低コストの殺菌用（浸漬、噴
霧、含浸）液

竹内  正人 43
食品製造工程における微生物殺菌剤
ならびに可食性洗浄剤。

大原  三郎

8 殺菌消毒剤組成物 日華化学株式会社 44 手指用殺菌洗浄剤組成物
ティーポールディバーシー
株式会社

9 殺菌消毒剤組成物 日華化学株式会社 45 アルコール殺菌製剤 キユーピー株式会社

10 除菌剤とそれを用いた消毒方法 株式会社両双 46 殺菌用組成物 株式会社資生堂

11 殺菌液 株式会社メニコン 47 消毒および／または殺菌用組成物 大塚製薬株式会社

12 食卓用手指消毒具 田中  奈於 48 消毒および／または殺菌用組成物 大塚製薬株式会社

13
粘稠状殺菌剤組成物およびそれを用
いた殺菌消毒材、ならびにその使用方
法

ティーポール株式会社 49
洗浄消毒液、湿潤材料、洗浄消毒液
の製造方法、洗浄消毒液の製造装置
および洗浄消毒器

シャープ株式会社

14 ゲル状手指殺菌洗浄剤組成物 旭電化工業株式会社 50 コロナウイルス消毒剤 ヒノキ新薬株式会社

15 消臭剤及び消毒液 丸善製薬株式会社 51 殺菌性皮膚洗浄剤組成物 ライオン株式会社

16 殺菌洗浄剤組成物 三洋化成工業株式会社 52
二酸化塩素を主成分とする新規殺菌
剤組成によるウエットワイパーの除菌・
殺菌

助川化学株式会社

17 殺菌剤組成物 三菱瓦斯化学株式会社 53 殺菌洗浄剤組成物
株式会社上野製薬応用研
究所

18 殺菌剤組成物 三菱瓦斯化学株式会社 54 絹タンパク質配合消毒剤 石川  治

19 殺菌剤組成物 三菱瓦斯化学株式会社 55
オラネキシジン水溶液およびその調製
方法並びに消毒剤

大塚製薬株式会社

20 殺菌消臭清拭剤組成物 三洋化成工業株式会社 56 殺菌組成物及びその供給方法 松本  幸英

21 殺菌洗浄剤組成物 日本製薬株式会社 57
外皮用殺菌剤配合組成物及び、皮膚
刺激緩和方法

日本油脂株式会社

22 除菌剤とそれを用いた消毒方法 株式会社両双 58 泡状殺菌・消毒・清浄剤用の組成物
株式会社ピーアンドピーエ
フ

23 殺菌剤組成物 三菱瓦斯化学株式会社 59 殺菌消毒剤 旭化成ケミカルズ株式会社

24 消毒剤 菱田  巌 60 消毒用組成物 株式会社マンダム

25 外用殺菌消毒剤 健栄製薬株式会社 61 殺菌消毒剤組成物 株式会社マンダム

26
殺菌消毒剤組成物、毛髪用洗浄剤組
成物及び食器用洗浄剤組成物

日華化学株式会社 62 殺菌消毒剤組成物 株式会社マンダム

27 消毒液 井  上  直  史 63
皮膚保護及び保湿効果の優れた速乾
性殺菌剤

ケン・プロダクツ株式会社

28 殺菌性洗浄剤 旭電化工業株式会社 64
植物精油成分を含む殺菌剤と該殺菌
剤を用いた感染症予防方法

佐藤  久美子

29 殺菌剤 株式会社イムテス 65 殺菌消毒剤組成物 大日本住友製薬株式会社

30 殺菌消毒液組成物及び殺菌消毒材 旭電化工業株式会社 66 消毒剤組成物 エコラボ株式会社

31 保湿剤 興研株式会社 67 殺菌剤 大日精化工業株式会社

32
ヨウ素含有物品の簡易製造方法、耐水
性を有するヨウ素ガス徐放具およびそ
れらを用いた消毒システム。

株式会社トーメー 68
塩素徐放具およびそれを用いた消毒
方法

株式会社トーメー

33 抗菌ゲル製剤 株式会社資生堂 69
皮膚用殺菌洗浄剤組成物及び殺菌方
法

ライオン株式会社

34 殺菌剤組成液及び殺菌方法 三菱瓦斯化学株式会社 70
衛生的な手の消毒および消毒目的の
手の洗浄のための組成物

エール・リキード・サンテ（ア
ンテルナスィオナル）

35 殺菌剤組成物
ジェイオーコスメティックス株
式会社

71
衛生的な手の消毒および消毒目的の
手の洗浄のための組成物

エール・リキード・サンテ（ア
ンテルナスィオナル）

36 殺菌消毒用組成物 斎藤  徳男 以下29点省略

手指消毒剤の組成　　　No.10505

[公開編]　　平成12年～平成21年（10年間）　　　　100点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥31,500    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥31,500　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥47,250　）




