
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)

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥３２，４００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,10878 公開特許 平.25 80点 ￥22,000

No,10797       〃 平.24 70点 ￥20,000

No,10690       〃 平.23 59点 ￥18,000

No,10562       〃 平.22 78点 ￥26,000

No,10431       〃 平.21 78点 ￥26,000

No,10300       〃 平.20 86点 ￥27,900

No,10714 登録・公開 平.23 62点 ￥24,000

No,10021 公開特許 平.15-平.17 75点 ￥28,700

No,10219       〃 平.17-平.19 68点 ￥24,300

No,9834       〃 平.14-平.16 82点 ￥29,000

No,9296       〃 平.11-平.13 75点 ￥18,700

No,10238B       〃 平.18-平.19 89点 ￥29,700

No,10238A       〃 平.16-平.17 79点 ￥25,800

No,9733       〃 平.14-平.15 100点 ￥23,000

No,9283       〃 平.12-平.13 97点 ￥24,200

No,8903       〃 昭.5-平.11 111点 ￥37,700

*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：〒

ぬれティッシュ･ペーパーとその包装体

美容シートとその製造方法

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      

洗顔料の製造加工方法

                〃

化粧用脂取り紙の製造方法

                〃

                〃

                〃

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０９３８

お   申   込   書

                〃

                〃

                〃

                〃

シート状化粧料の製造加工方法
[登録編]平成25年（1年間）　　69点

既刊関連セットのご案内

                〃

◎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

                〃

                〃



1 マスク 花王株式会社 38
ゲル状組成物包装体及びその製造方
法

有限会社ＳＰＣ

2 水蒸気発生体 花王株式会社 39 温熱化粧シートの包装体 花王株式会社

3
シロキクラゲ由来水溶性多糖類の加水
分解物、及びこれを含有する抗酸化剤
並びに化粧料又は皮膚外用剤、食品

日本精化株式会社 40
化粧料含浸用皮膚被覆シート及びそ
の製造方法、並びにこれを用いたフェ
イスマスク

ダイワボウホールディングス
株式会社

4 温熱マスク 株式会社　資生堂 41 パック化粧料 ミドリホクヨー株式会社

5 シート状温熱化粧用具 花王株式会社 42
不織布シートならびに、これを含む含
水シートおよび化粧料

クラレクラフレックス株式会
社

6
繊維架橋体および繊維架橋体の製造
方法

出光テクノファイン株式会
社

43 積層不織布およびその製造方法
ダイワボウホールディングス
株式会社

7 伸縮性不織布及びその製造方法 日本バイリーン株式会社 44 ナノファイバシート 花王株式会社

8 皮膚清浄用シート 花王株式会社 45 フェイスマスク 株式会社ニチエイ

9
オリゴマーエステル及びこれらを含有
する化粧料及び皮膚外用剤

日本精化株式会社 46
プレパック用組成物およびパック方法、
並びにパック用化粧料セット

株式会社マンダム

10 保水組成物 中村　憲司 47 多層繊維構造物
日清紡テキスタイル株式会
社

11
水性化粧料を担持したシート状のパッ
ク化粧料。

ポーラ化成工業株式会社 48 多層繊維構造物
日清紡テキスタイル株式会
社

12 クレンジング化粧料組成物 小林製薬株式会社 49 ポップアップ式のパックシート包装体 中村　興司

13 架橋型皮膚用粘着剤 ニプロパッチ株式会社 50 立体フェイスマスク 青木　恵美子

14 液含浸シート集積体の製造方法 花王株式会社 51 ファンデーション塗布用シート 中村　憲司

15
シワ伸ばし接着シートの使用方法およ
びシワ伸ばし接着シート

リンテック株式会社 52 マスク又はシート 株式会社東洋新薬

16 化粧用シート 中村　憲司 53
化粧料含浸用皮膚被覆シート及びそ
の製造方法、並びにこれを用いたフェ
イスマスク

ダイワボウホールディングス
株式会社

17 水溶性フィルム 花王株式会社 54 密封容器入りシート状化粧料
クラシエホームプロダクツ株
式会社

18 肌被覆用シート 株式会社瑞光 55
水に可溶性の媒体を含む化粧用また
は外皮適用用物品

ロレアル

19 角栓除去シート 花王株式会社 56 フェイスマスク用補助具 株式会社タイキ

20 発泡型皮膚外用剤 大同化成工業株式会社 57 化粧料 日本精化株式会社

21 化粧料用色材 中村　憲司 58
油性基剤及びこれを含有する化粧料
及び皮膚外用剤

日本精化株式会社

22 化粧料含浸シートおよびその製造方法 小津産業株式会社 59
有効成分の被写体への導入用シート
及びその製造方法

伊東　忍

23 洗浄剤組成物
クラシエホームプロダクツ株
式会社

60 ３Ｄに対応するシート及びその製法 塚本　進一

24
化粧料含浸用皮膚被覆シート及びそ
の製造方法、並びにこれを用いたフェ
イスマスク

ダイワボウホールディングス
株式会社

61 美容補助具 中村　興司

25 化粧用マスク ＪＮＣ株式会社 62 シート状皮膚洗浄用具
株式会社ピーアンドピーエ
フ

26 伸縮性積層シート ＪＮＣ株式会社 63 化粧料 株式会社　資生堂

27 角層剥離キット リンテック株式会社 64 フェイスマスク 石井産業株式会社

28
シート貼り付け器具とこれを用いたキッ
ト

小林製薬株式会社 65 シート状パック剤及びその製造方法 久光製薬株式会社

29 水蒸気発生体 花王株式会社 66
化粧料含浸マスク用シート及びこの
シートを使用した化粧料含浸マスク

株式会社　資生堂

30 シース状塗布具及びその製造方法 株式会社タイキ 67 身体貼付用シート剤 花王株式会社

31 シート状石鹸
ツキオカフィルム製薬株式
会社

68 フェイスマスク包装体 株式会社タイキ

32
フェイスマスク用木綿シートおよびその
製造方法

ユニチカ株式会社 69 マスク 花王株式会社

33 積層シート及び身体貼付用シート 花王株式会社

34 ウエットシート用シート基材 花王株式会社

35 温熱マスク 花王株式会社

36 外用シート 積水メディカル株式会社

37 フェイスマスクの製造方法 花王株式会社 以上69点収録

シート状化粧料の製造加工方法　　　No.10938

[登録編]　　平成25年（1年間）　　　　69点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,600    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,600　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥32,400　）


