
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)

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,10822 登録・公開 平.24 80点 ￥20,000

No,10733       〃 平.23 67点 ￥18,000

No,10834       〃 平.24 69点 ￥18,000

No,10782 公開特許 平.19-平.23 80点 ￥20,000

No,10820 登録・公開 平.24 66点 ￥16,000

No,10729       〃 平.23 66点 ￥16,000

No,10813       〃 平.24 70点 ￥20,000

No,10769       〃 平.23 59点 ￥18,000

No,10504 公開特許 平.21 66点 ￥26,000

No,10129A       〃 平.15-平.16 66点 ￥24,700

No,10129B       〃 平.17-平.18 66点 ￥24,700

No,10124       〃 平.14-平.18 73点 ￥27,300

No,10128       〃 平.14-平.18 72点 ￥25,300

No,10023       〃 平.15-平.17 84点 ￥29,400

No,10125       〃 平.16-平.18 74点 ￥26,300

No,10065       〃 平.15-平.18 76点 ￥22,900

No,10064       〃 平.14-平.18 79点 ￥23,700

No,10341       〃 平.18-平.20 82点 ￥28,500

No,10024       〃 平.15-平.17 80点 ￥28,300

No,10502       〃 平.17-平.21 69点 ￥28,000
*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：〒

               〃

◎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

養蜂生産物の処理加工方法

健康茶の製造加工方法

介護食の製造加工方法

薬用養蜂抽出物の製造方法

美容･保健食品の製造加工方法
[公開編]平成24年（1年間）　　70点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０８４８

               〃

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

お   申   込   書

グルコサミン保健食品

コエンザイムQ10含有保健食品

血圧降下性機能食品の製法

プロポリスの処理加工方法

発毛・育毛用食品の組成

ローヤル･ゼリーの処理加工方法

朝鮮人参の処理加工方法と製品

大豆イソフラボン保健食品

※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      

キノコエキスの処理加工方法

               〃

美肌用サプリメント

コラーゲン美容・保健食品

               〃

ヒアルロン酸美容・保健剤

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 美肌用組成物 オリザ油化株式会社 34 液状栄養組成物 日油株式会社

2 生体内グリケーション抑制剤 株式会社ファンケル 35
ミルクセラミド含有食品及びその製造
方法

雪印メグミルク株式会社

3 懸濁用組成物 株式会社東洋新薬 36 肌質改善組成物及びその用途 トーシン株式会社

4 飲料 株式会社東洋新薬 37 酸性液状栄養組成物 日油株式会社

5
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 38
皮膚の老化予防などに有効な経口用
組成物

日清ファルマ株式会社

6 持続性美白剤 株式会社東洋新薬 39 加熱殺菌済流動状食品 ハウス食品株式会社

7 セラミダーゼ阻害剤の製造方法 タカラバイオ株式会社 40
チロシナーゼ活性阻害剤、メラニン産
生抑制剤及び美白剤、並びにこれらを
含有する化粧料、飲食品組成物・・・

クラシエホームプロダクツ株
式会社

8
鰐エキス及びその製造方法、並びに鰐
エキスを含む食品

株式会社クロコダイルジャ
パン

41
チロシナーゼ活性阻害剤、メラニン産
生抑制剤及び美白剤、並びにこれらを
含有する化粧料、飲食品組成物・・・

クラシエホームプロダクツ株
式会社

9 美肌用組成物 オリザ油化株式会社 42
チロシナーゼ活性阻害剤、メラニン産
生抑制剤及び美白剤、並びにこれらを
含有する化粧料、飲食品組成物・・・

クラシエホームプロダクツ株
式会社

10
活性エピトープを有する非変性ＩＩ型コ
ラーゲンの抽出方法

株式会社龍泉堂 43
コラーゲンおよび／またはヒアルロン酸
産生促進用組成物

ロート製薬株式会社

11
皮膚繊維芽細胞増殖促進剤及び皮膚
コラーゲン産生促進剤

アピ株式会社 44
コラーゲン産生促進剤、食品及び皮膚
外用剤

ヒノキ新薬株式会社

12
リンゴ抽出物及びコラーゲントリペプチ
ド含有美容飲料

株式会社ファンケル 45 コラーゲン産生促進剤 ユニチカ株式会社

13 食品組成物 株式会社東洋新薬 46 コラーゲンゲル収縮促進剤 花王株式会社

14
抗酸化剤、チロシナーゼ活性阻害剤、
皮膚外用剤及び飲食品

クラシエホームプロダクツ株
式会社

47
Ｎ－アセチルグルコサミンを含有する
組成物

松崎　健

15
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 48 皮膚コラーゲン産生促進剤 雪印メグミルク株式会社

16
コラーゲンペプチドコーティング食品お
よびその製造方法

ユーハ味覚糖株式会社 49
マトリックスメタロプロテアーゼ－２（Ｍ
ＭＰ－２）活性阻害剤、マトリックスメタロ
プロテアーゼ－９（・・・

丸善製薬株式会社

17
バイオアベイラビリティを高めた美容食
品用組成物

株式会社東洋新薬 50 コラーゲン産生促進剤 三基商事株式会社

18 メラニン生成抑制剤 オリザ油化株式会社 51 美肌剤 雪印メグミルク株式会社

19 健康食品及び健康飲料 本多　宗高 52 皮膚改善剤及び皮膚改善方法 株式会社明治

20 皮膚コラーゲン産生促進剤 雪印メグミルク株式会社 53
コラーゲンペプチド含有粉体組成物及
びその製造方法

焼津水産化学工業株式会
社

21 皮膚コラーゲン産生促進剤 雪印メグミルク株式会社 54
機能性ヨーグルトパウダードレッシング
タイプのふりかけ

齋藤　進

22 皮膚コラーゲン産生促進剤 雪印メグミルク株式会社 55 美白剤およびメラニン生成抑制剤 静岡県公立大学法人

23 皮膚コラーゲン産生促進剤 雪印メグミルク株式会社 56 糖蜜分画物 山下　政続

24 皮膚コラーゲン産生促進剤 雪印メグミルク株式会社 57
植物由来成分及び乳脂肪球皮膜を含
む組成物

株式会社片山化学工業研
究所

25 デザートベース 三生医薬株式会社 58
デンドライト伸長促進剤及びメラニン排
出促進剤

株式会社ファンケル

26
コラーゲン類吸収促進剤及びその利
用

ビーエイチエヌ株式会社 59
美白用組成物、それを含む皮膚外用
剤及び飲食品、並びにその美白用組
成物の生産方法

株式会社東洋新薬

27
４－ビニルフェノール重合化合物又は
その薬学的に許容可能な塩の製造方
法

ユーハ味覚糖株式会社 60 コラーゲンを含有する飲料 旭化成ケミカルズ株式会社

28 新規４－ビニルフェノール重合化合物 ユーハ味覚糖株式会社 61 美肌促進剤及びその利用 ビーエイチエヌ株式会社

29 ゲル状加工食品及びその製造方法 株式会社丸大オヲツヤ商店 62 健康食品等の飲食物・医薬品 横山　司甫

30
コラーゲンペプチドとビタミンＣを含有
する顆粒又は粉末製剤

株式会社ファンケル 63
酸性ゲル状食品用ベース及びゲル製
品

アサヒフードアンドヘルスケ
ア株式会社

31 ＩＧＦ－１値上昇剤 株式会社ニッピ 64 スクリーニング方法 ポーラ化成工業株式会社

32 美白剤
サントリーホールディングス
株式会社

65
コラーゲンペプチドを含有する皮膚美
容改善用組成物

株式會社アモーレパシ
フィック

33 デトックス効果を有するグミ状食品 澤井　康成
以下5点省略

美容･保健食品の製造加工方法　　　No.10848

[公開編]　　平成24年（1年間）　　　　70点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,000　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥31,500　）


