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美容シートとその製造方法
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［公開編］平成１４年～平成１５年（２年間） １００点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２４，１５０－ ￥２３，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２４，１５０－ ￥２３，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３５，７００－ ￥３４，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,8762 公開特許 キッチン・ペーパーの製造加工方法 平.5-10 75点 ￥27,700
No,9296 〃 化粧用脂取り紙の製造方法 平.11-13 75点 ￥18,700
No,8575 〃 〃 平.5-10 72点 ￥28,400
No,8384 〃 高吸収性シート材の製造加工方法 平.7-9 89点 ￥29,700
No,9283 〃 美容シートとその製造方法 平.12-13 97点 ￥24,200
No,8903 〃 〃 平.5-11 147点 ￥37,700
No,9404 〃 水解性ティッシュ・ペーパーの製造加工方法 平.4-13 80点 ￥19,800
No,9405 〃 ｿﾌﾄ・ﾃｨｯｼｭ・ﾊﾟｰﾍﾟｰの製造加工方法 平.8-13 61点 ￥23,700
No,8000 〃 〃 平.1-7 55点 ￥27,400
No,9323 〃 調理シートとその製造方法 平.5-13 83点 ￥20,700
No,9222 〃 使い捨てぬれ雑巾の製造加工方法 平.5-12 65点 ￥24,400
No,9169 〃 使い捨て便座カバーとその製法 平.10-12 63点 ￥19,700
No,8386 〃 〃 平.7-9 65点 ￥19,700
No,7860 〃 〃 平.3-6 93点 ￥21,700
No,7128 〃 〃 平.1-2 117点 ￥29,400
No,9167 〃 使い捨てトイレ用マット 平.7-12 68点 ￥21,700
No,7832 〃 〃 昭.60-平.6 80点 ￥20,500
No,9517 〃 抗菌性シートの製造加工方法 平.10-14 89点 ￥17,800
No,8381 〃 〃 平.5-9 84点 ￥27,400
No,9472 〃 ペット用シーツの製造加工方法 平.12-14 82点 ￥20,700
No,8992 〃 〃 平.5-11 86点 ￥20,700
*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、Ｂ５製本版は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・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 刺激抑制化粧料 ポーラ化成工業株式会社 43 プロポリス含有シート状化粧料 中村　憲司

2 指先用シート状化粧料 カネボウ株式会社 44 貼付剤とその製造方法 ライフケア技研株式会社

3 皮脂除去用シート状パック剤 ライオン株式会社 45 胸用パックおよびパック体 カネボウ株式会社

4 皮膚貼着用シート ファインメディカル株式会社 46 皮膚の老廃物除去用化粧料 オルビス株式会社

5 シート状化粧料 カネボウ株式会社 47 化粧料含有シート ライオン株式会社

6 弾性含水ゲルシート
ハンウンコーテック株式會
社

48 皮膚洗浄用シート 株式会社資生堂

7 水蒸気発生体 花王株式会社 49 シート状化粧料 中村　憲司

8 ニキビ治療シート カネボウ株式会社 50 化粧料含浸シート ライオン株式会社

9 アフターサン用シート カネボウ株式会社 51 スキンケア用成分
ジョンソン・アンド・ジョンソ
ン・コンシューマー・カンパ
ニーズ．．．

10 弾性湿潤シート 株式会社クラレ 52 スキンケアシート ライオン株式会社

11
化粧品推奨方法およびそれに用いる
皮脂チェックシート

カネボウ株式会社 53 シート状化粧料 ライオン株式会社

12 外用ゲル組成物 株式会社資生堂 54 身体への貼付シート 大幸テック株式会社

13 シート状パック化粧料 カネボウ株式会社 55 シート状痩身パック料 カネボウ株式会社

14 シート状化粧料 ライオン株式会社 56 薬用植物混合物
株式会社ペルシャザクロ薬
品

15 ウエットワイパー ユニ・チャーム株式会社 57 保湿ジェルシート及びその製造方法 西川ゴム工業株式会社

16 化粧用粘着シート 日東電工株式会社 58 角質荒れ改善シート ライオン株式会社

17
シート状化粧料用液状組成物及びそ
れを含浸させたシート状化粧料

株式会社資生堂 59 こんにゃく成形品 西川ゴム工業株式会社

18 小顔テープ 藤本　直 60 皮膚用粘着テープ 有限会社コスメディ

19 シート状化粧料 ライオン株式会社 61 染料、及びこれを用いた機能性製品 株式会社福永

20 洗浄体 カネボウ株式会社 62 乳幼児用の日焼け止め落とし用シート ピジョン株式会社

21 保湿成分付わた体 カクイ株式会社 63
皮膚色素沈着症治療剤組成物及びし
み取り用貼付シート

森　時則

22 化粧料含浸シート ニベア花王株式会社 64
複合シートおよびこれを用いた清拭用
部材

旭化成株式会社

23 シート状化粧料 株式会社マンダム 65 シート状パック カネボウ株式会社

24 角質ケアシート セーレン株式会社 66 シート状パックの収容構造 カネボウ株式会社

25 ケミカルピーリング用シート 有限会社開発顧問室 67 化粧用シート 東京化成工業株式会社

26 メーキャップ除去シート 株式会社資生堂 68 ゲル組成物、ゲルシート ライオン株式会社

27 化粧料及び不織布含浸化粧料 日興製薬株式会社 69
大豆を単細胞に分離して得られる粉末
を含有する化粧料組成物

株式会社オードファブール

28 シート状貼付剤 小原　実 70 フェイスパックおよびその製造方法 株式会社アフロード

29 シート剤の製造方法 ライオン株式会社 71 洗浄用シート カネボウ株式会社

30
重合体を含有するシート状パック化粧
料

ポーラ化成工業株式会社 72 スキンケア組成物
ジヨンソン・アンド・ジヨンソ
ン・コンシユーマー・プロダ
クツ・インコーポレーテツド

31 頭髪加温具及び頭髪処理方法 花王株式会社 73 外用貼付剤 オーシン製薬株式会社

32 化粧料含浸シートの製造方法 花王株式会社 74 シート状化粧料 花王株式会社

33 ＰＩＴエマルジョンの使用
コグニス・ドイチュラント・ゲ
ゼルシャフト・ミット・ベシュレ
ンクテル・ハフツング

75
水性ゲル状組成物及び水性ゲルシー
ト

小林製薬株式会社

34 保湿用フェースマスク
株式会社リルヴィーナ化粧
品

76 シ－ト状貼付剤 久光製薬株式会社

35 化粧用シート 株式会社ニチエイ 77 痩身シート材 株式会社白元

36 貼付用シート及びその製造方法 株式会社ニチエイ 78 皮膚清浄用不織布 日本バイリーン株式会社

37 角栓除去化粧料 ポーラ化成工業株式会社 79
シート状パックおよびそれに用いる
シート状基材

カネボウ株式会社

38 皮膚洗浄用シート 株式会社マンダム 80 ゲル状シート及びその製造方法 信越化学工業株式会社

39 化粧用シート 大王製紙株式会社 81 あぶらとりシート 日本バイリーン株式会社

40 電導体付薬剤含侵シート 高橋　勝 82 皮膚粘着性シート 日東電工株式会社

41
シートパック化粧料、飲用カプセル及
び飲用錠剤

株式会社アリエ 83 化粧用脂取りシート
スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

42 電極付き薬剤貼付シート 株式会社ヤヨイ 84 貼付シートまたはテープ 大王製紙株式会社

以下１６点省略

美容シートとその製造方法 　　　No.9733

[公開編]　　平成１４年～平成１５年（２年間）　　１００点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥24,150    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥24,150　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥35,700　）


