
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)

￥２９，４００－ ￥２８，０００－

￥２９，４００－ ￥２８，０００－

￥４４，１００－ ￥４２，０００－

(本体価格)

No,10536B 公開特許 平.20-平.21 70点 ￥26,000

No,10536A 　　〃 平.18-平.19 69点 ￥26,000

No,9934 　　〃 平.16-平.17 68点 ￥24,600

No,9672 　　〃 平.14-平.15 68点 ￥20,000

No,9285 　　〃 平.12-平.13 61点 ￥15,700

No,9004 　　〃 平.10-平.11 62点 ￥24,700

No,10537 　　〃 平.20-平.21 62点 ￥25,000

No,10204 　　〃 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,8746 　　〃 平.8-平.10 60点 ￥24,700

No,10505 　　〃 平.12-平.21 100点 ￥30,000

No,10501 　　〃 平.12-平.21 99点 ￥30,000

No,10092A 　　〃 平.9-平.18 71点 ￥28,600

No,10092B 　　〃 平.9-平.18 75点 ￥28,600

No,10205 　　〃 平.16-平.19 77点 ￥29,300

No,10413B 　　〃 平.17-平.20 55点 ￥20,000

No,10413A 　　〃 平.13-平.16 55点 ￥20,000

No,10208 　　〃 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：〒

床用洗浄剤の組成法

排水口用ヌメリ防止剤の容器

フロ用洗浄剤の組成

　　　　　　　　〃

ガラスクリーナーの組成法

パイプクリーナーの組成法

手指消毒剤の組成

家畜の消毒・殺菌・防疫方法

排水口用ヌメリ防止剤の組成

　　　　　　　　〃

　　　　　　　　〃

　　　　　　　　〃

　　　　　　　　〃

　　　　　　　　〃

　　　　　　　　〃

　　　　　　　　〃

トイレ用洗浄剤の組成

　　　　　　　　〃

殺菌洗浄剤の組成法

　　　　　　　　〃

◎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

既刊関連セットのご案内

[公開編]平成15年～平成21年（7年間）　　86点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５４１

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      

排水管洗浄剤の組成法

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



1 洗浄剤製品 ライオン株式会社 41 配管洗浄方法 四国化成工業株式会社

2 発泡性抗菌剤 横沢金属工業株式会社 42 アルカリプロテアーゼ 花王株式会社

3 排水管洗浄剤組成物 ライオン株式会社 43
固形排水管洗浄剤及び排水管の洗浄
方法

エステー化学株式会社

4 炭酸塩洗浄剤 大菅  美代子 44 変異プルラナーゼ 花王株式会社

5 有用微生物洗浄液 西村  誠之助 45
水徐溶性組成物、及びそれを用いた
洗浄方法

ライオン株式会社

6
保存安定性に優れた塩素化イソシアヌ
ル酸組成物

四国化成工業株式会社 46 液体漂白洗浄剤組成物 三洋化成工業株式会社

7 発泡性洗浄剤 第一商事株式会社 47 洗浄用液体組成物 日本曹達株式会社

8 洗浄剤組成物 積水化学工業株式会社 48
残り湯供給用ホースの殺菌洗浄方法
及びその殺菌洗浄方法に使用する
ホース用薬剤と洗濯機の洗浄方法・・・

ウェ・ルコ物流株式会社

9 漂白剤組成物 ジョンソン株式会社 49 着色酸化剤組成物 四国化成工業株式会社

10 起泡性組成物 四国化成工業株式会社 50
排水口洗浄用および洗濯槽洗浄用の
エアゾール剤

木村石鹸工業株式会社

11 ブリケット製剤およびその製造方法 株式会社ツムラ 51 塩素系漂白剤組成物 花王株式会社

12 アルカリプロテアーゼ 花王株式会社 52 ブリスター容器 エステー化学株式会社

13
洗浄料組成物及びそれを含有する多
孔質材

小林製薬株式会社 53
尿石除去および汚物消臭抗菌剤なら
びに製造方法

冨樫  充弘

14 変異アルカリプロテアーゼ 花王株式会社 54
スケール洗浄剤及びスケール除去方
法

栗田工業株式会社

15 液体漂白洗浄剤組成物 三洋化成工業株式会社 55 発泡型粉末洗浄剤組成物 ジョンソン株式会社

16 液体漂白洗浄剤組成物 三洋化成工業株式会社 56 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

17 アルカリプロテアーゼ 花王株式会社 57 尿石防止剤 三菱瓦斯化学株式会社

18 液体洗浄剤組成物 ライオン株式会社 58 尿石防止剤 三菱瓦斯化学株式会社

19 粉末漂白洗浄剤組成物
ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

59
バイオフィルムの形成を防止、存在す
るバイオフィルムを減少、および細菌の
個体群を減少させるための方・・・

バイオフィルムズ  ストラテ
ジーズ，  インコーポレイ
テッド

20 硬質表面洗浄剤組成物 サラヤ株式会社 60 漂白洗浄剤組成物 小林製薬株式会社

21 洗浄用起泡性組成物 日産化学工業株式会社 61 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

22 アルカリプロテアーゼ 花王株式会社 62 バイオフィルム生成抑制剤組成物 花王株式会社

23 アルカリプロテアーゼ 花王株式会社 63 バイオフィルム生成抑制剤組成物 花王株式会社

24 酸素発生剤及びその使用方法 三菱瓦斯化学株式会社 64 バイオフィルム制御剤組成物 花王株式会社

25 除菌洗浄剤 四国化成工業株式会社 65 排水口またはパイプ用粘性洗浄剤 長谷川香料株式会社

26 チタン材に付着したスケールの除去剤 株式会社セイワ・プロ 66 バイオフィルム用処理剤 ライオン株式会社

27 移動機体内の排水管の洗浄システム 株式会社セイワ・プロ 67 発泡性洗浄剤 大松産業株式会社

28 バイオフィルム用処理剤 ライオン株式会社 68 洗浄剤およびその使用方法 ＴＯＴＯ株式会社

29 発泡性洗浄剤 株式会社ヘルスケミカル 69 錠剤型洗浄剤 四国化成工業株式会社

30 洗浄剤粒子 花王株式会社 70
金属製品用洗浄剤及び金属製品用洗
浄剤水溶液

学校法人近畿大学

31 液体組成物、及び洗浄方法 ライオン株式会社 71 尿石付着防止剤 日油株式会社

32
液体漂白剤組成物および液体漂白剤
製品

ライオン株式会社 72
排水口またはパイプ用エアゾール型泡
沫洗浄剤

長谷川香料株式会社

33 洗浄剤組成物 ライオン株式会社 73
飲料水配管から固形沈積物を除去す
ることを主たる目的とする、少なくとも４
種の成分と水との混合物から・・・

フローラン  ゲゼルシャフト
ミット  ベシュレンクテル  ハ
フツング

34 漂白剤組成物 ジョンソン株式会社 74 増粘化漂白組成物
エス．シー．  ジョンソン  ア
ンド  サン、インコーポレイ
テッド

35 液体洗浄剤組成物 株式会社コープクリーン 75 バイオフィルム生成抑制方法 花王株式会社

36 酸素発生剤及びその使用方法 三菱瓦斯化学株式会社 76 着色酸化剤組成物 四国化成工業株式会社

37 金属製品用洗浄剤 櫻井  次郎 77 パイプ用洗浄剤組成物 ライオン株式会社

38 洗浄剤組成物及び洗浄方法 エステー化学株式会社 78 バイオフィルム除去剤 花王株式会社

39
溶解性に優れ、粒子強度の強い過炭
酸ナトリウム粒子

三菱瓦斯化学株式会社 79 硬質表面用洗浄剤組成物 花王株式会社

40 漂白剤組成物 ライオン株式会社 以下7点省略

排水管洗浄剤の組成法　　　No.10541

[公開編]　　平成15年～平成21年（7年間）　　　　86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　）


