
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)

￥２６，２５０－ ￥２５，０００－

￥２６，２５０－ ￥２５，０００－

￥３９，３７５－ ￥３７，５００－

(本体価格)

No,10204 公開特許 平.18-平.19 62点 ￥24,800

No,9933       〃 平.16-平.17 66点  ￥23,500

No,9671       〃 平.14-平.15 67点  ￥20,000

No,9286       〃 平.12-平.13 53点  ￥13,800

No,9005       〃 平.10-平.11 52点  ￥20,700

No,8493       〃 平.8-平.9 61点  ￥24,800

No,9399       〃 平.10-平.13 53点  ￥17,600

No,8478       〃 平.5-平.9 59点  ￥25,500

No,8746       〃 平.8-平.10 60点  ￥24,700

No,8495       〃 平.6-平.9 58点  ￥24,800

No,8018       〃 平.5-平.7 62点  ￥33,200

No,8476       〃 平.5-平.9 61点  ￥27,700

No,8616       〃 平.5-平.10 73点  ￥28,500

No,8265       〃 平.6-平.8 54点  ￥23,700

No,8775(A)       〃 平.1-平.10 67点  ￥26,000

No,〃　(B)       〃 平.1-平.10 88点  ￥24,000

No,8887       〃 平.5-平.11 59点  ￥23,700

No,8436       〃 平.8-平.9 71点  ￥29,800

No,10208 公開 平.16-平.19 77点 ￥29,300

No,10205 公開 平.16-平.19 77点 ￥29,300

*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：〒

フロ用洗浄剤の組成

殺菌洗浄剤の組成法

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

※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      

トイレ用洗浄剤の組成法

               〃

               〃

               〃

               〃

トイレ用洗浄剤の組成
[公開編]平成20年～平成21年（2年間）　　62点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５３７

お   申   込   書

カーペット・クリーナーの組成法

               〃

パイプクリーナーの組成法

浴室用洗浄剤の組成法

台所用洗剤の組成法

固形芳香洗浄剤容器の構造

風呂水用殺菌剤の組成

シミ抜き剤の組成法

ビル清掃用洗剤の組成法

ガラスクリーナーの組成法

トイレ用洗浄剤の組成

◎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

固形芳香洗浄剤の組成と製法

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

床用洗浄剤の組成法



1 漂白洗浄剤組成物 小林製薬株式会社 34 水洗トイレオンタンク用固形洗浄剤 小林製薬株式会社

2 硬質面クリーニング方法
ザ  プロクター  アンド  ギャ
ンブル  カンパニー

35
温水洗浄便座のノズル洗浄用エア
ゾール製品及び温水洗浄便座のノズ
ル洗浄方法

アース製薬株式会社

3
トイレ洗浄用組成物およびトイレ用エア
ゾール洗浄剤

木村石鹸工業株式会社 36 バイオフィルム生成抑制方法 花王株式会社

4 大便付着防止剤 ＴＯＴＯ株式会社 37 抗菌剤組成物 花王株式会社

5 洗浄液 三浦工業株式会社 38 ヌメリ抑制剤組成物 花王株式会社

6 トイレ用芳香洗浄剤 アース製薬株式会社 39 液体洗浄組成物 小林製薬株式会社

7 水洗トイレ用固形洗浄剤 小林製薬株式会社 40 抗菌剤組成物 花王株式会社

8 洗浄剤 三浦工業株式会社 41 液体漂白洗浄剤組成物 花王株式会社

9 トイレ用固形洗浄剤 長谷川香料株式会社 42 抗菌剤 花王株式会社

10
有機系キレート剤を主剤とした洗浄剤
組成物

ミズ株式会社 43 抗菌剤 花王株式会社

11 汚れ除去液および汚れ除去方法 株式会社オギノ 44 バイオフィルム除去剤 花王株式会社

12 スケール溶解剤 三山化学工業株式会社 45 硬質表面用洗浄剤組成物 花王株式会社

13 洗浄剤およびその使用方法 ＴＯＴＯ株式会社 46 液体漂白剤組成物 花王株式会社

14 錠剤型洗浄剤 四国化成工業株式会社 47
硬質表面用洗浄剤に用いる耐酸性香
料組成物

大日本除蟲菊株式会社

15 尿石付着防止剤 日油株式会社 48 液体漂白剤組成物 花王株式会社

16
温水便座用噴射ノズル専用の洗浄剤
組成物

株式会社楽 49
便座用除菌洗浄剤組成物およびこれ
を含有する除菌洗浄材、ならびにこれ
らを用いた除菌洗浄方法

ジョンソンディバーシー株式
会社

17
硬質表面を処理するための両性重合
体の使用法

ロディア・シミ 50 トイレ用洗浄剤組成物 ユシロ化学工業株式会社

18
温水洗浄便座ノズルクリーナー用のエ
アゾール内容物

東洋エアゾール工業株式
会社

51 着色固形塩素剤 四国化成工業株式会社

19 液体洗浄剤製品 ライオン株式会社 52
カチオン性桂皮誘導体およびそのた
めの適応

ルブリゾル  アドバンスド  マ
テリアルズ，  インコーポレイ
テッド

20
環状ヒンダードアミンを含む漂白組成
物

ザ  プロクター  アンド  ギャ
ンブル  カンパニー

53 発泡性固形洗浄剤の製造方法 大阪油脂工業株式会社

21
悪臭を減少させたカチオン性ポリガラク
トマンナンを含む機能性を有する系

ハーキュリーズ・インコーポ
レーテッド

54 徐溶化剤 三洋化成工業株式会社

22
悪臭を減少させた低分子量のカチオン
性ポリガラクトマンナン

ハーキュリーズ・インコーポ
レーテッド

55 悪臭マスキング組成物およびその用途 高砂香料工業株式会社

23 セラミックス上への沈着物の防止
イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌ
ムール・アンド・カンパニー

56
水洗トイレ用オンタンク式洗浄剤組成
物

花王株式会社

24
疎水化修飾した多糖類のパーソナル
ケアおよび家庭用組成物

ハーキュリーズ・インコーポ
レーテッド

57
界面活性ペルオキシカルボン酸組成
物

イーコラブ  インコーポレイ
ティド

25 トイレ洗浄ブロック
ジェイズ  グループ  リミテッ
ド

58
表面から汚れや化粧を除去するための
方法

ロディア・シミ

26 水性液体漂白組成物
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

59 抗菌性組成物および方法
ダウ  グローバル  テクノロ
ジーズ  インコーポレイティ
ド

27
硬質表面の防汚処理へのハイドロフォ
ビンの使用方法

ビーエーエスエフ  ソシエタ
ス・ヨーロピア

60 水系のための液状増粘剤
ランベルティ  ソシエタ  ペ
ル  アチオニ

28
むらのあるヒドロキシエチルセルロー
ス、それらの誘導体、それらの製造方
法および使用

ハーキュリーズ・インコーポ
レーテッド

61
合成ポリマーを含み、硬質表面を処理
および／または修飾するための組成物

ロデイア・ルシエルシユ・エ・
テクノロジー

29
水溶性、低い置換度のヒドロキシエチ
ルセルロース、それらの誘導体、それら
の製造方法および使用

ハーキュリーズ・インコーポ
レーテッド

62
トイレットの水洗シスターンおよび便器
槽を処理するための製品

アラー，ジル

30
固体内容物を有する液体調製物の製
造方法

ヘンケル・アクチェンゲゼル
シャフト・ウント・コムパニー・
コマンディットゲゼルシ・・・

31 水溶性増粘剤及び漂白洗浄剤 東亞合成株式会社

32
硫黄含有不飽和カルボン酸重合体お
よびその用途

株式会社日本触媒

33 トイレ用固形洗浄剤 長谷川香料株式会社

以上62点収録

トイレ用洗浄剤の組成　　　No.10537

[公開編]　　平成20年～平成21年（2年間）　　　　62点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥26,250    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥26,250　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥39,375　）


