
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,10695 登録・公開 平.23 50点 ￥16,000

No,10556       〃 平.22 59点 ￥22,000

No,10435       〃 平.21 63点 ￥24,000

No,10294       〃 平.20 65点 ￥24,800

No,10154       〃 平.19 71点  ￥25,300

No,10032       〃 平.18 72点  ￥25,500

No,9916       〃 平.17 60点  ￥18,300

No,9770       〃 平.16 65点  ￥15,300

No,9634       〃 平.15 65点  ￥15,000

No,9435       〃 平.14 65点  ￥15,000

No,9247       〃 平.13 63点  ￥16,000

No,10159       〃 平.19 79点 ￥30,000

No,10093B       〃 平.18 82点 ￥25,000

No,10093A       〃 平.17 82点 ￥25,000

No,9857B       〃 平.16 85点 ￥25,000

No,9857A       〃 平.15 85点 ￥25,000

No,9458       〃 平.14 62点 ￥14,200

No,9269       〃 平.13 61点 ￥15,200

No,10202 公開特許 平.17-平.19 74点 ￥25,900

No,10582       〃 平.13-平.22 80点 ￥24,000
*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：〒

               〃

               〃

               〃

艶出し用組成物の製造加工方法

◎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

               〃

               〃

自動車用塗布具の構造

艶出し用組成物の製造加工方法
[登録・公開編]平成24年（1年間）　　60点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０８１０

お   申   込   書

               〃

自動車用撥水処理剤と処理方法

               〃

               〃

自動車用洗浄剤の組成法

               〃

※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      

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

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 撥水性つや出し剤
モメンティブ・パフォーマン
ス・マテリアルズ・ジャパン合
同会社

29
水系速乾性組成物及び速乾性塗料組
成物

昭和電工株式会社

2 撥水防汚処理剤 株式会社タイホーコーザイ 30 選択的吸着するコーティング液 株式会社シミズ

3
シリル化ウレタン系速硬化型水性組成
物及び該水性組成物を含有する水性
接着剤並びに水性コーティング剤

コニシ株式会社 31 新規含酸素セスキテルペン化合物 花王株式会社

4
シリル化ウレタン系速硬化型水性組成
物及び該水性組成物を含有する水性
接着剤並びに水性コーティング剤

コニシ株式会社 32 水性ワックス組成物 株式会社イーグルスター

5 硬表面用撥水コート剤 石原薬品株式会社 33
水溶性抗菌ワックスおよびその製造方
法

株式会社シード

6 コーティング用組成物 日本曹達株式会社 34 水性コーティング組成物
ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

7 車両表面用コーティング剤組成物
株式会社パーカーコーポ
レーション

35 殺微生物組成物
ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

8 フロアポリッシュ剥離剤 ユシロ化学工業株式会社 36
アルカンを不飽和カルボン酸に変換す
るための改良法

ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

9 フロアポリッシュ剥離剤 ユシロ化学工業株式会社 37 殺微生物組成物
ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

10 殺微生物剤組成物
ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

38
表面処理剤と組成物、その処理加工
品

ダイキン工業株式会社

11 殺微生物組成物
ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

39 床用水性艶出し剤組成物 株式会社ＡＤＥＫＡ

12 殺微生物組成物
ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

40 安定化された殺微生物組成物
ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

13 殺微生物組成物
ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

41
ポリシロキサン－Ｎ，Ｎ－ジヒドロカルビ
レン糖変性マルチブロックコポリマー及
びその製造方法

東レ・ダウコーニング株式会
社

14
ケチミン組成物及びエポキシ樹脂組成
物

コニシ株式会社 42
水性フロアーポリッシュ及びインフルエ
ンザウイルス感染阻止製品

積水化学工業株式会社

15
水性硬表面滑水コーティング組成物、
それを用いた硬表面水洗仕上処理方
法及び洗車方法

石原薬品株式会社 43 新規コーティング剤 横浜油脂工業株式会社

16 洗車用水性ワックス剤 石原薬品株式会社 44 樹脂組成物 コニシ株式会社

17 殺生物組成物
ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

45
ナノコンポジット、ナノ分散液、その製
造方法及び該分散液からなる各種剤

石原薬品株式会社

18 水性硬表面保護艶出し剤 石原薬品株式会社 46 昆虫忌避特性を有する組成物
ジボーダン　ソシエテ　アノ
ニム

19 フッ素化ジェミニ界面活性剤
スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

47
ポリシラザン／ポリシロキサン‐ブロック
共重合体

アーゼッド・エレクトロニック・
マテリアルズ（ルクセンブル
グ）ソシエテ・ア・レス・・・

20
ケチミン組成物及びエポキシ樹脂組成
物

コニシ株式会社 48 表面処理剤
ＡＧＣセイミケミカル株式会
社

21 バイリキッドフォーム家具用つや出し剤
エス．シー．　ジョンソン　ア
ンド　サン、インコーポレイ
テッド

49 コーティング組成物 シーシーアイ株式会社

22 エアゾールバイリキッドフォーム
エス．シー．　ジョンソン　ア
ンド　サン、インコーポレイ
テッド

50
アルキレンオキサイド付加物およびそ
の製造方法

松本油脂製薬株式会社

23
イミン系化合物又はオキサゾリジン系
化合物の製造方法

コニシ株式会社 51
有機汚染を安定に自己洗浄するため
のポリマー改質酵素を含むコーティン
グ

トヨタ　モーター　エンジニ
アリング　アンド　マニュファ
クチャリング　ノース　ア・・・

24
床用塗料組成物およびその塗料被覆
物

新中村化学工業株式会社 52 抗アレルゲン剤 東亞合成株式会社

25
高結晶性高級α－オレフィン系重合
体及びその製造方法

出光興産株式会社 53 撥水性コーティング剤 谷口　孝

26 コーティング組成物 シーシーアイ株式会社 54
コーティング層及びコーティング層形
成方法

株式会社スリーボンド

27
アルカンを不飽和カルボン酸に変換す
るための改良法

ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

55 防汚コーティング剤 石原薬品株式会社

28
表面改質処理剤及び表面改質処理方
法

株式会社ヘルスカンパニー 以下5点省略

艶出し用組成物の製造加工方法　　　No.10810

[登録・公開編]　　平成24年（1年間）　　　　60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　）


