
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)

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

￥３７，８００－ ￥３６，０００－

(本体価格)

No,10426 登録・公開 平.21 71点 ￥26,000

No,10291       〃 平.20 79点 ￥28,900

No,10140       〃 平.19 81点  ￥29,300

No,10030       〃 平.18 84点  ￥29,400

No,9901       〃 平.17 91点  ￥31,800

No,9768       〃 平.16 92点  ￥23,000

No,9635       〃 平.15 90点  ￥15,900

No,9436       〃 平.14 90点  ￥15,900

No,9248       〃 平.13 74点  ￥16,200

No,9028       〃 平.12 69点  ￥23,700

No,8807       〃 平.11 75点  ￥24,600

No,8587       〃 平.10 74点  ￥25,800

No,8079 公告・公開 平.8 102点  ￥24,700

No,7987       〃 平.7 87点  ￥28,900

No,7774       〃 平.6 90点  ￥27,500

No,7645       〃 平.5 81点  ￥24,400

No,7503       〃 平.4 70点  ￥24,600

No,9082 公開特許 平11-12 78点  ￥24,700

No,9085       〃 平.9-12 78点  ￥23,300

*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：〒

ボイラー用水処理剤の組成

ボディシャンプーの組成法

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      

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

石鹸組成物の製造方法
[登録・公開編]平成22年（1年間）　　64点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５５８

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

◎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

石鹸組成物の製造方法



1 棒石鹸
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

35
ハーブ等植物の精油抽出方法並びに
ハーブ等植物の蒸留液製品

山川  清安

2 固形洗浄剤組成物 株式会社資生堂 36 固形石鹸保管具 濱中  伶子

3 透明固形石鹸 ポーラ化成工業株式会社 37 石鹸の製造方法及び製造装置 花王株式会社

4
アシルイセチオネートをベースとする固
体、石けん及び任意の充填剤を含ん
でなるバーを製造する非溶融混合法

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

38
石鹸の成形型、製造装置及び製造方
法

花王株式会社

5 固形石鹸 日油株式会社 39 石鹸組成物 日油株式会社

6 油脂除去用石鹸 吉岡  昌子 40 繰り返し再使用できる固形石鹸 畑矢  茂光

7
石鹸、アニオン界面活性剤及び両性
界面活性剤を含む改善された低温安
定性を有する液体組成物

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

41 固形石けん 株式会社ペリカン石鹸

8 枠練り石鹸およびその製造方法
資生堂ホネケーキ工業株
式会社

42 ナナカマド・トチ含有石鹸 阿部  正治

9 スクラブ石けんの製造方法 株式会社長寿乃里 43
不快な臭気を抑制した植物油と、当該
植物油の臭気抑制方法、並びに当該
植物油を用いた石鹸

阿部  智恵子

10
発酵技術を応用した洗浄剤及びその
製造方法

株式会社ＥＭ研究機構 44 透明固形石鹸組成物の製造方法 有限会社エス・ピー・エイチ

11 油性化粧料用洗浄剤
資生堂ホネケーキ工業株
式会社

45 固形石けん 日油株式会社

12 固形洗浄剤組成物 日油株式会社 46 透明石けん 日油株式会社

13 薬用油脂 中島  築 47 化粧品類 織田  次男

14
美白剤を配合した石鹸、入浴剤、繊維
処理剤、繊維

独立行政法人産業技術総
合研究所

48
職人が巧みに作ったような外見を示
す、押出しされた多相棒状体、製造方
法、および使用方法

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

15 洗浄剤組成物
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

49 透明石鹸組成物 玉の肌石鹸株式会社

16
身体手入れ製品の変色を防止するた
めの置換ウレアによる安定化

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

50
緑色発色を鮮明に維持したアメニティ
グッズ

株式会社サーマクリエィショ
ン

17 改良された固形洗浄組成物
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

51 透明固形せっけん 日油株式会社

18 固形せっけん 日油株式会社 52 粉の噴かない高起泡性機械練り石鹸 株式会社  サティス製薬

19 ナナカマド・トチ含有石鹸 阿部  正治 53 石鹸及びその製造方法 尾関    幸一

20
気泡を含有する石鹸の表面検査方法
及び表面検査装置

花王株式会社 54 新規な天然油ゲルおよびその適用
アップルケム・インコーポ
レーテッド

21 石鹸組成物の製造方法 花王株式会社 55 成形物品の製造方法
ザ  プロクター  アンド  ギャ
ンブル  カンパニー

22 シート状物収納ケース エム・エフ・ヴィ株式会社 56
洗浄剤および清浄剤および／または
化粧品による変色防止

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・・・

23
透明シート状洗浄剤およびその製造方
法

株式会社ピーアンドピーエ
フ

57
アルキルベンゼンスルホネートを含有
する洗剤添加押出品

ザ  プロクター  アンド  ギャ
ンブル  カンパニー

24
安定化ボディケア製品、家庭用品、織
物材料及び織物

チバ  ホールディング  イン
コーポレーテッド

58 組織化石鹸組成物
ローディア  アジア  パシ
フィック  プライベート  リミ
ティド

25
芳香剤の送達が向上したパーソナル
ケア組成物

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

59
エトキシ化アルコールを含有する虹色
棒状石鹸

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

26 固形石鹸用使い切り補助具 橋本  覚 60 疎水的に改質されたポリマ ナルコ  カンパニー

27 ソープド・ザ・プリザーブドフラワー 石橋  希代子 61 スティック容器型石けん 仁木  覚

28 化粧料 共栄化学工業株式会社 62 とちおとめ石鹸 麦嶋  昭文

29 半固形状洗浄剤 群馬県 63 溶岩粉末入り石鹸 株式会社富士山

30 シート状皮膚洗浄用具
株式会社ピーアンドピーエ
フ

64 手作り石鹸製作用石鹸型 佃  麻由美

31 凝集沈殿の発生が抑制された組成物 株式会社東洋新薬

32
低感作性香気化合物およびそれを含
有する香料組成物

高砂香料工業株式会社

33 固形石鹸及びこれを用いた送達方法 シャラッド  モハン

34 スクラブ石けん 株式会社長寿乃里

以上64点収録

石鹸組成物の製造方法　　　No.10558

[登録・公開編]　　平成22年（1年間）　　　　64点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥25,200    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25,200　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥37,800　）


