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＊最新の特許情報が満載！

化粧用脂取り紙の製造方法
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［公開編］平成１４年～平成１６年（３年間） ８２点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥３０，４５０－ ￥２９，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥３０，４５０－ ￥２９，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４５，６７５－ ￥４３，５００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9296 公開特許 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,9733 〃 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,9755 〃 シート状冷却剤材の製造方法 平.12-15 99点 ￥23,000
No,8905 〃 〃 平.9-11 53点 ￥19,700
No,8135 〃 〃 平.1-8 78点 ￥24,500
No,9758 〃 化粧用パフとその製造方法 平.6-15 100点 ￥23,000
No,9737 〃 廃油吸収用シート材の製造加工方法 平.12-15 75点 ￥17,300
No,8854 〃 〃 平.9-11 67点 ￥27,400
No,8226 〃 〃 平.5-8 64点 ￥30,000
No,9736 〃 活性炭シートの製造加工方法 平.6-15 100点 ￥23,000
No,9735 〃 ウェットワイパーの製造加工方法 平.6-15 100点 ￥23,000
No,9734 〃 生物解性紙オムツの製造方法 平.6-15 99点 ￥25,000
No,9322 〃 使い捨て補助パットの取付方法 平.9-13 75点 ￥18,500
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,9518(A) 〃 脱臭面の化粧用脂取り紙の製造加工方法 平.10-12 88点 ￥17,600
No,8575(B) 〃 〃 平.13-14 82点 ￥16,400
No,9517 〃 抗菌性シートの製造加工方法 平.10-14 89点 ￥17,800

*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 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

40 化粧用脂取り紙 大王製紙株式会社

2
ヘアケアペーパーの製造方法及びこ
のヘアケアペーパーを用いた頭皮ケア
用用具

株式会社　彩響舎 41 紙石鹸 杉崎　文子

3 脂取り紙 大王製紙株式会社 42 家庭用薄葉紙およびその製造方法 大王製紙株式会社

4 化粧用紙 大王製紙株式会社 43 衛生用紙 大王製紙株式会社

5 弾性湿潤シート 株式会社クラレ 44
熱的に安定化したマイクロカプセルを
含む皮脂取り紙

ロレアル

6 化粧用シート 大王製紙株式会社 45 化粧用シート 中村　憲司

7 衛生シート 株式会社　彩響舎 46 化粧用脂取り紙 東海パルプ株式会社

8 ロール紙繰出し容器 株式会社吉野工業所 47 化粧用脂取り紙 東海パルプ株式会社

9 ロール紙用ケース 株式会社吉野工業所 48 脂取り紙およびその製造法 株式会社木下紙店

10 脂取り紙およびその製造法 株式会社木下紙店 49 皮膚清浄用不織布 日本バイリーン株式会社

11 脂取り紙等の製本方法 スキルプリント有限会社 50 あぶらとりシート 日本バイリーン株式会社

12 ロール紙繰出し容器 株式会社吉野工業所 51 ラミネートシート 大王製紙株式会社

13 ロール紙繰出し容器 株式会社吉野工業所 52 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

14 ロール紙を使用したあぶらとり紙ケース 株式会社レーベン 53 ラミネートシート 大王製紙株式会社

15
ミシン目ロール型あぶらとり紙及びケー
ス

株式会社レーベン 54 油取り紙用パッド
ブリヂストン化成品東京株
式会社

16
あぶらとり紙、清掃紙のロール紙取付
清掃具

株式会社レーベン 55
ハンカチに油取り紙をつけるための器
具

八代　和子

17 不織布の製造方法および製造装置 ユニ・チャーム株式会社 56 油取り紙 鈴木油脂工業株式会社

18
高分子吸収体及び防水性を持つあぶ
らとり紙、清掃紙、ロール紙

株式会社レーベン 57 包装用台紙 株式会社金沢シール

19
ロール紙を使用したフェースペーパー
ケース

株式会社レーベン 58
抗菌剤組成物及びそれを用いた抗菌
性シート状物品

チッソ株式会社

20 化粧用微細樹脂粒子 株式会社タイキ 59
化粧用あぶら取り紙及びその製造方
法

大福製紙株式会社

21
収納容器およびそれに用いる収納容
器用台紙

旭日工業株式会社 60 含浸シート 花王株式会社

22 薄紙収納容器 株式会社萬代紙行 61 メークアップ化粧料除去用シート 花王株式会社

23 脂取り紙 高岡商事株式会社 62 スキンケアシート 中村　憲司

24 シート状化粧料 株式会社マンダム 63
図柄入り薄葉衛生紙およびこれを用い
たラミネート紙

大王製紙株式会社

25 あぶらとり紙の係止用ケース 株式会社資生堂 64 マイナスイオン発生紙 五十川製紙株式会社

26 メーキャップ除去シート 株式会社資生堂 65 脂取り紙 株式会社タイキ

27 肌用炭化物染み出し袋 山田　起義 66 皮膚用あぶらとりシート 日本バイリーン株式会社

28 皮膚清拭用化粧用紙 大王製紙株式会社 67 皮膚用あぶらとりシート 日本バイリーン株式会社

29 脂取りシートおよびその製造方法 小松精練株式会社 68 薄葉衛生用紙 大王製紙株式会社

30 ＢＭＦ顔面油除去フィルム
スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

69 メーク落としシステム
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

31 あぶらとり紙等の化粧紙の携帯ケース 株式会社ライフ・トゥ 70 耐水強化積層紙およびその用途 株式会社和紙のイシカワ

32 脂取り紙 有限会社國枝商店 71
天然植物繊維カポックを利用した脂吸
着化粧用パッド、苗床シートおよびカ
ポック混入食品

加藤　増男

33 カバー付き化粧用紙 有限会社太田印刷 72 ラミネートシートおよびその製造方法 大王製紙株式会社

34 脂取り紙 東海紙工株式会社 73 薬液を含浸したスキンケア用品 三昭紙業株式会社

35 皮膚洗浄用シート 株式会社マンダム 74 皮膚用あぶらとりシート 日本バイリーン株式会社

36 皮膚水分測定装置 坂本　義明 75
層状の構造が一体化された乾式パル
プ不織布

金星製紙株式会社

37 化粧用シート 大王製紙株式会社 76 極細繊維及びこれを用いた不織布 日本バイリーン株式会社

38 皮膚清浄用不織布 日本バイリーン株式会社 77 皮脂取り布帛およびその製造方法 東レ株式会社

39 化粧処理具 株式会社イバナ 78 脂取り紙の製本方法 スキルプリント有限会社

以下６点省略

化粧用脂取り紙の製造方法 　　　No.9834

[公開編]　　平成１４年～平成１６年（３年間）　　　　８２点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥30,450    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥30,450　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥45,675　）




