
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)

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥２９，１６０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,10809 公開特許 平.24 69点 ￥18,000

No,10698       〃 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,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：〒

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      

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

アトピー性皮膚炎の予防・治療剤

               〃

浴用剤の組成と製造方法
[公開編]平成25年（1年間）　　70点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０８８９

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

               〃

               〃



1 浴用剤組成物 持田製薬株式会社 33 浴用剤組成物 花王株式会社

2 抗炎症剤及び鎮痛剤 オリザ油化株式会社 34
クエン酸・重曹を含む錠剤及びその製
造方法、並びに、高濃度の重炭酸イオ
ンを含んだ美容用材及び該美容・・・

安藤　政弘

3
二剤以上を用時調製する型の発泡性
皮膚外用剤

株式会社東洋新薬 35 固形浴用剤 花王株式会社

4 口腔内環境改善剤 花王株式会社 36
リポ多糖、リポ多糖製造方法及びリポ
多糖配合物

杣　源一郎

5 水浄化用水溶液及びその製法 前田　一実 37 固形浴用剤 花王株式会社

6 浴用剤組成物
クラシエホームプロダクツ株
式会社

38 化粧料 御木本製薬株式会社

7
パーソナルケア組成物における老化防
止活性物質としての第四級アンモニウ
ム塩

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

39 皮膚外用剤 御木本製薬株式会社

8 フィラグリン産生促進剤 株式会社バスクリン 40 液体含浸固形物の製造方法 花王株式会社

9 全身用シャンプー 村岡　惠利子 41 塩素除去剤及びそれを用いた化粧料
株式会社ピカソ美化学研究
所

10 ニキビ改善剤
日本メナード化粧品株式会
社

42 キノコ発酵エキス
有限会社バイオメディカルリ
サーチグループ

11
クロメ由来のフロロタンニン類を有効成
分とする紫外線照射障害保護剤

独立行政法人水産総合研
究センター

43 酢酸菌破砕物及びその配合物 杣　源一郎

12 椿花抽出物 株式会社ロータス・二一 44 新規浴用剤 五洲薬品株式会社

13 油中水型乳化組成物 味の素株式会社 45 浴用剤組成物 花王株式会社

14
ケラチン発現促進剤及びそれを用いた
美爪用組成物

オリザ油化株式会社 46 成形体
クラシエホームプロダクツ株
式会社

15 液状油性化粧料 株式会社コーセー 47 水素発生材
クラシエホームプロダクツ株
式会社

16 モモ樹脂を含有する化粧料 日本精化株式会社 48
化粧料及び同化粧料を含有する化粧
品

株式会社ツツミプランニング

17 皮膚美白用化粧料
ウォンキソバイオ・カンパ
ニー・リミテッド

49
置換ベンジルエステル誘導体およびそ
の用途

味の素株式会社

18
スダチ芳香成分による血糖値改善組
成物

国立大学法人徳島大学 50
γ－アミノ酪酸及び抗老化剤を含有す
る化粧料組成物

東洋紡株式会社

19
プロヒビチンを含有することを特徴とす
る保湿剤、抗老化剤、光老化抑制剤、
美白剤および皮膚外用剤

株式会社ノエビア 51 ジメチルシクロヘキセニルアルケノン 花王株式会社

20 プロヒビチン産生促進剤 株式会社ノエビア 52 発泡性入浴剤 五洲薬品株式会社

21
抗酸化性植物抽出物並びに該抽出物
を含有する外用剤、化粧料、浴用剤及
び洗剤

小川香料株式会社 53
発酵及び培養方法、エリンギ発酵エキ
ス並びにその配合物

エステック株式会社

22
超分散性を有する新規被覆粉体及び
これを配合した化粧料

三好化成株式会社 54 スキンケアセット 株式会社ツツミプランニング

23
スイゼンジノリ由来糖誘導体被覆処理
粉体およびその製造方法並びに化粧
料

大東化成工業株式会社 55 発泡性皮膚外用剤 株式会社東洋新薬

24 泡発生浴用剤 五洲薬品株式会社 56 発色性組成物及び化粧料 ポーラ化成工業株式会社

25 油性ゲル状組成物 株式会社ダイセル 57
水溶性天然ガス付随水の精製水及び
その精製方法及びその精製システム
及びその用途

株式会社祭温

26 化粧料 大日本化成株式会社 58 皮膚外用剤 花王株式会社

27 基礎代謝向上浴用剤 花王株式会社 59 ペット用入浴剤 小川　公平

28
皮膚の重金属汚染防止のための皮膚
外用剤

株式会社キコーコーポレー
ション

60 発泡性皮膚外用剤 株式会社東洋新薬

29
ヘマトコッカス属（Ｈａｅｍａｔｏｃｏｃｃｕｓ）
に属する緑藻とアルガン油を含有して
なることを特徴と・・・

株式会社ロジック 61
発泡性皮膚外用剤用酸性顆粒及びそ
の製造方法、並びに発泡性皮膚外用
剤

株式会社東洋新薬

30
トリュフ抽出物を含有したＤＨＥＡ産生
促進剤及びその用途

新潟麦酒株式会社 62 細胞活性化炭酸水 三菱瓦斯化学株式会社

31 保湿剤、保湿性化粧料及び着色剤
クラシエホームプロダクツ株
式会社

63 発泡性皮膚外用剤 株式会社東洋新薬

32
カチオン化キサンタンガム及びそれを
含有する乳化組成物

ＤＳＰ五協フード＆ケミカル
株式会社 以下7点省略

浴用剤の組成と製造方法　　　No.10889

[公開編]　　平成25年（1年間）　　　　70点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥19,440    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,440　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,160　）


