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＊お求め安い価格で新登場！

美顔器の構造と装置
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成５年～平成１３年（９年間） ６６点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１６，５００－

◎全文紙収録 全文公報版 ￥１６，５００－
（ CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥２４，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内

No,7034(A) 公開特許 発毛・育毛器具の構造 昭.60-62 94点 ￥21,200

No,〃 (B) 〃 〃 昭.63-平.2 82点 ￥18,800
No,9112 〃 携帯用浄水器の構造と装置 平.5-12 61点 ￥21,700

No,7593(B) 公告特許 家庭用浄水器の構造と装置 平.1-4 99点 ￥33,000
No,〃 (A) 〃 〃 昭.60-63 62点 ￥19,700

No,7583(B) 〃 アルカリ・イオン水の製造装置 昭.63-平.4 65点 ￥22,500
No,〃 (A) 〃 〃 昭.58-62 71点 ￥24,600

No,9155 公開特許 セラミックファイバー・ヒーターの構造 平.5-12 76点 ￥25,000

No,9156 〃 水道管凍結防止用ヒーターの構造 平.5-12 71点 ￥23,700
No,9157 〃 水槽用発熱体の構造と装置 平.8-12 84点 ￥27,800

No,9017 〃 電動ハサミの構造と製造方法 平.2-11 58点 ￥21,700
No,8852 〃 食品温蔵庫の構造 平.9-11 68点 ￥24,400

No,8272 〃 〃 平.5-8 88点 ￥29,700
No,7757 〃 携帯用冷蔵庫の構造と装置 昭.62-平.5 85点 ￥23,700

No,7570(B) 〃 スポット・クーラーの構造と装置 平.3-4 65点 ￥22,000

No,〃 (A) 〃 〃 平.1-2 70点 ￥36,800
No,6920(B) 〃 温風コタツの構造と装置 昭.62-平.1 91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 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・

（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、全文公報版はＢ５サイズ･目次製本済みです。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・全文公報版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。



31 美顔器
株式会社インターフェー
ス

1 美顔器具
ベレッツアクラブジャパ
ン株式会社

2 処置器、特に美顔処置器 フランツ・ハース 32
温熱発生式遠赤外線サウナ効果美顔
マスクおよび．．．

株式会社エス・エス・
シィ

3 負圧利用吸着装置 野村電子工業株式会社 33 吸引美顔器 コロナ工業株式会社

4 吸引器 紀伊産業株式会社 34 美顔機
株式会社ホワイトスター
アベニュー

5 美顔器の吸引アタッチメント 鐘紡株式会社 35 美顔器 日東工器株式会社

6 美顔器 ファミリー株式会社 36 美顔器 松下電工株式会社

7 美顔用マッサージ器 菊星企画株式会社 37 ソフトビーム照射具 左近　利生

8 美顔器 株式会社ニチエイ 38 細氷粒噴射美顔装置 大進電機工業株式会社

39
レーザ光吸収補助テープとそれを利
用した美肌づくり方法

ヤーマン株式会社

9 美顔マスク 松下電工株式会社

40 美顔・美肌器 有限会社山貴製作所

10 吸引器 紀伊産業株式会社

11 美顔装置 三洋電機株式会社 41 携帯用振動式美顔器 株式会社フジ医療器

12 美顔器用ローラー 株式会社ニチエイ 42 携帯用振動式美顔器 株式会社フジ医療器

13 美顔スチーマー兼用電気ポット 岩城　正士 43 美肌器 株式会社金子製作所

14
美顔器の打叩用アタッチメントの取
付装置

愛知電機株式会社 44 遠赤外線美顔器
昭和デバイスプラント株
式会社

45 美顔器 朝日興業株式会社

15 美顔器 日軽工業株式会社 46 美顔器 松下電工株式会社

47 美顔器 松下電工株式会社

16 放電美容器用電極 コメット電機株式会社 48
携帯用皮膚美容機器の制御方法及び
制御装置

黄　賢　倍

17 美容器具 松下電工株式会社 49 美容器具
株式会社プロティア・
ジャパン

18
受動的な身体訓練、特に顔の美容の
ための筋肉電気刺激装置

ブピエッセ・イタリア・
エス・エー・エス．．．

50 アイオニック通電状態表示付美顔器 神田通信工業株式会社

51 湯滴防止美顔器 神田通信工業株式会社

19 マッサージ器 後藤　寛治 52 美顔器 松下電工株式会社

20 カード式電子美容器
日本メカトロニクス株式
会社 53 美顔器 松下電工株式会社

21 吸引式クリーナ付きシャワー 稲原　昭宏

54 体脂肪計付き美顔器 バイオックス株式会社

22 補助美容処理を伴う美容装置 ヤーマン株式会社

55 吸引式美顔器
ツインバード工業株式会
社

23 美顔器 環境科学工業株式会社 56 携帯型美顔器 株式会社リバスト

24 美容美顔器 株式会社カリタジャポン 57 体脂肪計付き美顔器 バイオックス株式会社

25 美顔器 環境科学工業株式会社 58 美顔器 松下電工株式会社

26 波動美容処理装置 ヤーマン株式会社 59 吸引式美顔器具 木下　智仁

60 美顔器 株式会社大廣製作所

27 美顔装置 ヤーマン株式会社 61 美容用交流波形および美容器具 株式会社フレキシア

62 テスラー波を応用した美顔装置 山部　弘史

28 複合美容処理装置 ヤーマン株式会社 63
湯飛防止装置およびそれを用いた美
顔器

瀧川株式会社

29 噴霧式美容器具 株式会社ピジョン 64 超音波美顔器 株式会社平和時計製作所

30 温水循環器用吸引美顔器 株式会社フジ医療器 以下２点省略

登　録　実　用　新　案　　　平成９年

日　本　特　許　公　開　　　平成１０年

登　録　実　用　新　案　　　平成１０年

日　本　特　許　公　開　　　平成１１年

登　録　実　用　新　案　　　平成１１年

日　本　特　許　公　開　　　平成１２年

登　録　実　用　新　案　　　平成１２年

日　本　特　許　公　開　　　平成１３年

日　本　特　許　公　開　　　平成７年

日　本　特　許　公　開　　　平成８年

登　録　実　用　新　案　　　平成８年

日　本　特　許　公　開　　　平成９年

実　用　新　案　公　開　　　平成５年

日　本　特　許　公　開　　　平成６年

実　用　新　案　公　開　　　平成６年

登　録　実　用　新　案　　　平成６年

美顔器の構造と装置　　　No.9366

[公開編]　　平成５年～平成１３年（９年間）　　　６６点

CD-ROM版　　　￥16,500    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥16,500

日　本　特　許　公　開　　　平成５年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥24,000　）


