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［公開編］平成６年～平成１５年（１０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)
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既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9733 公開特許 美容シートとその製造方法 平.14-15 100点 ￥23,000
No,9283 〃 〃 平.12-13 97点 ￥24,200
No,8903 〃 〃 平.5-11 147点 ￥37,700
No,9573 〃 介護用シーツとその製造方法 平.5-14 92点 ￥21,400
No,8247 〃 使い捨てシーツとその製造方法 平.5-8 64点 ￥24,600
No,9340 〃 医療処理キットの構造 平.5-13 79点 ￥23,700
No,9341 〃 医療用ガーゼの製造加工方法 平.5-13 80点 ￥19,700
No,9153 〃 綿棒とその製造方法 平.8-12 78点 ￥24,700
No,8052 〃 〃 平.4-7 74点 ￥19,700
No,7413(A) 〃 〃 昭.61-平.3 91点 ￥21,300
No,9492 〃 医療廃棄物収納容器 平.5-14 87点 ￥19,000
No,9516 〃 抗ウィルス・マスクの製造加工方法 平.5-14 91点 ￥18,400
No,9342(A) 〃 使い捨てマスクとその製造方法 平.10-13 92点 ￥21,400
No,8361(A) 〃 〃 平.7-9 72点 ￥22,000
No,7826(A) 〃 〃 平.1-6 96点 ￥26,600
No,9342(B) 〃 花粉症用マスクとその製造方法 平.10-13 64点 ￥16,200
No,8361(B) 〃 〃 平.7-9 61点 ￥18,000
No,7826(B) 〃 〃 平.1-6 64点 ￥18,400
No,9154 〃 化粧綿・脱脂綿とその製造方法 平.9-12 64点 ￥19,800
No,8275 〃 〃 平.4-8 68点 ￥19,700
No,7449 〃 〃 昭.57-平.3 108点 ￥27,700
*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。
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1 化粧用パフ 信越ポリマー株式会社 36
配合ラテックス原料の注型装置及びそ
の注型方法

株式会社イノアックコーポ
レーション

2 パフ用基材の製造方法
株式会社イノアックコーポ
レーション 37 化粧パフ 吉本　弘子

3 高物性化粧用パフ基材の製造方法
株式会社イノアックコーポ
レーション 38 使い捨ての袋状パフ ユニ・チャーム株式会社

4 パフ用基材の製造方法
株式会社イノアックコーポ
レーション 39 化粧用具 有限会社彩響舎

5
フォームラバー用ラテックス及びフォー
ムラバー

日本ゼオン株式会社 40 携帯用化粧料塗布具 西川ゴム工業株式会社

6 耐水性に優れた化粧用スポンジパフ 西川ゴム工業株式会社 41 化粧用塗布具の製造方法 東京パフ株式会社

7
フォームラバー用ラテックス及びフォー
ムラバー

日本ゼオン株式会社 42
ボディーパフ及びその製造方法並びに
その製造に用いる挿通板及びボディー
パフ製造器具

株式会社イノアックコーポ
レーション

8
フォームラバー用ラテックス及びフォー
ムラバー

日本ゼオン株式会社 43 化粧用縫製パフおよびその製造方法 中村　憲司

9 スポンジパフ及びその製造方法 西川ゴム工業株式会社 44 化粧用スポンジパフの表面処理方法 西川ゴム工業株式会社

10
化粧料，外用剤等の塗布，除去用の衛
生用具

イミュ株式会社 45 化粧用スポンジパフの表面処理方法 西川ゴム工業株式会社

11 抗菌性を有するスポンジ製品 石塚硝子株式会社 46 使い捨て用パフ 紀伊産業株式会社

12 化粧用具 株式会社東洋サンセラ 47
スポンジとパフが一体になったベース
メーク用化粧用具

後藤　正樹

13 ひら繭を用いた美顔施術用化粧パフ 袋瀬　康夫 48 化粧用模様パフおよびその製造方法 株式会社資生堂

14 繊維集合体及びその製造方法 カクイ株式会社 49 化粧用パフ
株式会社イノアックコーポ
レーション

15 化粧用弾性体 株式会社資生堂 50 化粧用または肌洗い用の用具
有限会社　ナチュラル工房
ヴェルデ

16
化粧用スポンジパフ、及びその製造方
法

日本パフ株式会社 51 化粧用パフ 株式会社資生堂

17 携帯用パウダー入りパフ 和光堂株式会社 52
化粧用パフ及びその製造方法、並びに
化粧用パフの素材を用いた靴用中敷

株式会社　彩響舎

18 パフ
株式会社トーショーコーポ
レーション 53 化粧用塗布具 中村　憲司

19 皮膚引き締めパッティングパフ器具 川崎　栄子 54
フォームラバー用共重合体ゴムラテック
ス及びフォームラバー

日本ゼオン株式会社

20 化粧用パフ 宗　敏雄 55
フォームラバー用共重合体ゴムラテック
ス及びフォームラバー

日本ゼオン株式会社

21 パッティングパフ 株式会社徳安 56
小物収容用合成樹脂製立体型小型
ケースの製造方法及び該製造方法に
より形成された・・・

日本パフ株式会社

22 液状化粧料含浸パフ 日栄ゴム株式会社 57 薄型内容物用容器 ユニ・チャーム株式会社

23 化粧用塗布具およびその製造方法 中村　憲司 58
片面に防水シートを使用したネイルエ
ナメルリムバー用コットンパフ

大和　ゆかり

24 化粧用スポンジパフ 西川ゴム工業株式会社 59 ワイピングクロスを取着した化粧用パフ 鐘紡株式会社

25 粉末状化粧料含有パフ 日栄ゴム株式会社 60 化粧用パフ及びその製造方法 株式会社資生堂

26 洗顔用パフ 株式会社シバタシーエー 61 化粧用パフ
システム・インテグレーション
株式会社

27 化粧用パフ 風間　和夫 62 化粧用パフおよびその製造法 株式会社エルブ

28 化粧用パフ及びその製造方法
株式会社イノアックコーポ
レーション 63 化粧用スポンジパフ及びその製造方法

株式会社イノアックコーポ
レーション

29 化粧用スポンジパフ 西川ゴム工業株式会社 64 化粧用塗布具 株式会社資生堂

30 パフ 株式会社ジャパンギャルズ 65
ナプキン及びナプキンの製造方法、並
びにナプキンの素材を用いた化粧用パ
フ及びその製造方法

株式会社　彩響舎

31 配合ラテックス原料の注型方法
株式会社イノアックコーポ
レーション 66 マッサージ化粧用具 株式会社資生堂

32 化粧用スポンジパフの製造方法 日本パフ株式会社 67
スポンジ及びそのスポンジを備えたスポ
ンジロール

信越ポリマー株式会社

33 フォームラバー基材の製造方法
株式会社イノアックコーポ
レーション 68 化粧用塗布具の表面処理方法 西川ゴム工業株式会社

34 ポリウレタンフォーム及び化粧用塗布具
株式会社イノアックコーポ
レーション 69 化粧パフおよびその製造方法 ユニ・チャーム株式会社

35 使い捨てパフ ユニ・チャーム株式会社 70 化粧用塗布具 中村　憲司

以下３０点省略
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