
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)

￥１８，９００－ ￥１８，０００－

￥１８，９００－ ￥１８，０００－

￥２８，３５０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,10698 公開特許 平.23 50点 ￥16,000

No,10559       〃 平.22 60点 ￥20,000

No,10427       〃 平.21 63点 ￥23,000

No,10298       〃 平.20 67点 ￥26,700

No,10144       〃 平.19 67点  ￥26,700

No,10039       〃 平.18 81点  ￥28,300

No,9902       〃 平.17 85点  ￥29,700

No,9769       〃 平.16 72点  ￥16,500

No,9655       〃 平.15 72点  ￥15,900

No,9457       〃 平.14 72点  ￥15,900

No,9268       〃 平.13 70点  ￥16,200

No,9049       〃 平.12 72点  ￥23,700

No,8858       〃 平.11 61点  ￥24,600

No,8599       〃 平.10 66点  ￥25,800

No,8329       〃 平.9 70点  ￥24,700

No,8086       〃 平.8 70点  ￥24,700

No,8024       〃 平.7 96点  ￥28,900

No,7775       〃 平.6 69点  ￥27,500

No,7635       〃 平.5 74点  ￥24,400

No,8149       〃 平.5-平.8 75点  ￥24,700

*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：〒

浴用剤の組成と製造方法

               〃

               〃

               〃

◎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

               〃

               〃

浴用剤の組成と製造方法
[公開編]平成24年（1年間）　　69点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０８０９

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      

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

アトピー性皮膚炎の予防・治療剤

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 入浴剤用造粒物の製造方法 花王株式会社 36 繊維芽細胞増殖促進剤
独立行政法人水産総合研
究センター

2 二剤式浴用剤 花王株式会社 37 粘土鉱物分散液の製造方法 ライオン株式会社

3 浴用剤組成物 花王株式会社 38 粉体圧縮成形体の製造方法 花王株式会社

4
交感神経活性化剤、並びにそれを含
有する化粧料、食品、及び雑貨

株式会社　資生堂 39 粉末バブルバス組成物 花王株式会社

5
副交感神経抑制剤、並びにそれを含
有する化粧料、食品及び雑貨

株式会社　資生堂 40 粒状浴用剤組成物 花王株式会社

6 皮膚外用剤組成物 株式会社　イギス 41
リパーゼ阻害剤並びにそれを含有する
化粧料、飲食品組成物及び医薬品組
成物

クラシエホームプロダクツ株
式会社

7 粒状浴用剤組成物 花王株式会社 42 発泡性粉末入浴剤組成物の製造方法 花王株式会社

8 油性ゲル状組成物 株式会社ダイセル 43 外用剤又は内用剤
日本メナード化粧品株式会
社

9
マンネンタケの栽培方法、及び得られ
るマンネンタケの有効利用方法

株式会社ハイファ研究所 44 外用剤又は内用剤
日本メナード化粧品株式会
社

10 水溶性酸化亜鉛組成物
株式会社ＳＨソリューション
ズ

45 経皮吸収剤
株式会社エー・アイ・システ
ムプロダクト

11
コラーゲン産生促進剤及びそれを用い
た美肌用組成物

オリザ油化株式会社 46 発泡性入浴剤組成物の製造方法 花王株式会社

12
可視光誘発網膜障害抑制剤及びそれ
を用いた眼疾患予防・治療剤

オリザ油化株式会社 47
ムスク様香気を有する大環状ジエステ
ルの製造方法

高砂香料工業株式会社

13 セラミダーゼ阻害剤の製造方法 タカラバイオ株式会社 48
発酵及び培養方法、植物発酵エキス
並びに植物発酵エキス配合物

杣　源一郎

14
タンパク質のカルボニル化抑制剤及び
肌の透明感向上剤

丸善製薬株式会社 49 血行促進用身体化粧料 花王株式会社

15 抗酸化剤の製造方法およびその用途 月桂冠株式会社 50 浴用剤
水素健康医学ラボ株式会
社

16
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 51 粉末浴用化粧料 株式会社ドクターズチョイス

17 美肌用組成物 オリザ油化株式会社 52 皮膚光老化予防剤 オリザ油化株式会社

18
線維芽細胞増殖促進剤、角化細胞遊
走・増殖促進剤、エラスチン産生促進
剤、ヒートショックタンパク質４・・・

公立大学法人大阪市立大
学

53
非共役トリエン構造を有する大環状トリ
エンラクトン類、その製造方法、および
その合成中間体

高砂香料工業株式会社

19 オリーブ糖脂質を含有する抗炎症剤
独立行政法人産業技術総
合研究所

54
紫外線によるシワ防止効果評価方法と
シワ防止効果表示皮膚外用剤

前田　憲寿

20 混合型入浴剤、及びその使用方法 株式会社バンダイ 55 ペルオキシラジカル消去剤 株式会社ファーマフーズ

21
木材スライスシートの塊状体及び該塊
状体を使用した日用品

藤岡　美香 56 皮膚外用剤 株式会社林原

22 皮膚外用剤
日本メナード化粧品株式会
社

57 皮膚用剤 有限会社大長企画

23
コラーゲン産生促進剤及びコラーゲン
遺伝子発現促進剤

オリザ油化株式会社 58 新規なシリコーン誘導体 旭化成ケミカルズ株式会社

24 粘土鉱物分散液の製造方法 ライオン株式会社 59 ＡＧＥ産生抑制剤 オリザ油化株式会社

25 メラニン生成抑制剤 オリザ油化株式会社 60 皮脂細胞脂肪蓄積抑制剤 オリザ油化株式会社

26
エラスターゼ阻害剤並びにそれを含有
する化粧品組成物及び医薬品組成物

クラシエホームプロダクツ株
式会社

61 一酸化窒素産生抑制剤 オリザ油化株式会社

27 浴用剤組成物 花王株式会社 62
血流促進剤、化粧料組成物及び浴用
剤組成物

クラシエホームプロダクツ株
式会社

28 体温調節機能改善剤 花王株式会社 63 錠剤の製造方法
株式会社ホットアルバム炭
酸泉タブレット

29 化粧料 共栄化学工業株式会社 64 錠剤の製造方法
株式会社ホットアルバム炭
酸泉タブレット

30
界面活性剤フリーの水中油型乳化組
成物および界面活性剤フリーの化粧
料

石渡　正昭 65 発泡性組成物 花王株式会社

31
α－グリコシルα，α－トレハロースと
金属イオン化合物との会合物

株式会社林原生物化学研
究所

66 皮膚外用剤 株式会社クロイスターズ

32 圧縮成形浴用剤 花王株式会社 67 椿油分散溶液及びその製造方法 株式会社椿

33
ササクレヒトヨタケ及びその抽出物を用
いた皮膚光老化防止剤

オリザ油化株式会社 68 フレグランス組成物 高砂香料工業株式会社

34 皮膚外用剤 株式会社シャローム 69 紫外線障害抑制剤 シーシーアイ株式会社

35 冷感剤組成物 小川香料株式会社 以上69点収録

浴用剤の組成と製造方法　　　No.10809

[公開編]　　平成24年（1年間）　　　　69点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥18,900    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥18,900　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥28,350　）


