
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)

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥３１，５００ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,10480 公開特許 平.13 - 21 67点 ¥18,000

No,9174 　　〃 平.5-平.12 72点 ￥24,800

No,10369 　　〃 平.19-平.20 89点 ￥27,000

No,8172 　　〃 平.4-平.8 70点 ￥19,700

No,6710 　　〃 昭.59-昭.63 42点 ¥12,000

No,6907 　　〃 昭.55-平.1 108点 ¥23,400

No,6909 　　〃 昭.60-平.1 102点 ¥22,600

No,9168 　　〃 平.5-平.12 84点 ￥24,700

No,9757 　　〃 平.6-平.15 100点 ￥23,000

No,9172 　　〃 平.5-平.12 91点 ¥29,700

No,7453B 　　〃 平.1-平.3 59点 ¥19,700

No,7453A 　　〃 昭61-昭.63 70点 ¥23,300

No,10367 　　〃 平.16-平.20 95点 ￥29,700

No,9754 　　〃 平.6-平.15 100点 ￥23,000

No,8034 　　〃 平.3-平.7 50点 ￥21,300

No,10060 　　〃 平.13-平.18 72点 ￥21,900

*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：〒

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      

スポーツシューズの製造方法

使い捨て靴用中敷

防寒ブーツの構造と製造方法

安全靴の構造と製造方法

地下足袋の構造と製造方法

健康サンダルとその製造方法
[公開編]平成17年～平成21年（5年間）　　70点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０４９９

お   申   込   書

使い捨てスリッパとその製造方法

水虫予防治療用品

腰痛帯とその製造方法

サポーターとその製造方法

　　　　　　〃

競泳水着とその素材

洋式トイレ用尿飛散防止シート

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

外反母趾矯正用品

　　　　　　〃

磁気治療用絆創膏の製造方法

磁気健康装身具とその製造方法



1 健康サンダル 株式会社ストロング 38
一体成型樹脂を芯として直径５ｍｍの
綿又は、麻ロープで編み上げた中敷を
付したサンダル

株式会社みさき屋

2 足裏踏み指圧用具 株式会社ゴールドライフ 39
負荷により自由又は思考された方法で
移動できることを特徴とする内部構造
の製品。

鈴木  英雄

3 スリッパ及びサンダルの中敷 森谷  夫美子 40 パッドを有するサンダル型履物 モリト株式会社

4 健康５本指間刺激サンダル 堀江  一也 41 アウトソールが開閉する健康シューズ 山▲崎▼  節也

5 つま先立ち強制サンダル 笠井  文雄 42 サンダル 高本  泰朗

6
かかと下げ足半（あしなか）入り内側重
心サンダル

原  洋子 43 フットアーチプレス 関山  ミヨ

7 スリッパ・サンダル簡易着脱ツボ押し具 深松  涼子 44 履物のインソール 有限会社グローバル

8 靴底、それを含む靴およびサンダル 辻  ▲博▼明 45
外反母趾を矯正、予防するヘソ付き中
敷とサンダル

中山  宣雄

9 靴底、それを含む靴およびサンダル 辻  ▲博▼明 46 サンダル 滝澤  貞好

10 鼻緒エステシューズ 石井  サチ子 47 グリップビーサン 有限会社トラスティ

11 健康履物 森川  久忠 48 健康サンダル 株式会社ラポルテ

12 健康サンダル 土浜  幸子 49
足裏マッサージ用シートまたはシート積
層物

宇部日東化成株式会社

13 ツーインワン機能サンダル 陳  映榕 50
靴の中敷及びその製造方法、並びに、
サンダル及びスリッパの足底並びにそ
の製造方法

廣戸  優尊

14
片足はつま先部分が高くなり、かかと
部分が低くなる、もう片方は反対につま
先部分が低くなり、かかと部・・・

麻木  恵美子 51 骨盤矯正サンダル 細野  毅美

15 健康ストレッチサンダル 渡辺  貴代子 52 指サンダル 曽根  勝太郎

16 ツボ押し具
ト－タルプリント豊工業株式
会社

53 仙骨矯正および足指強化サンダル 吉田  始史

17 足表マッサージ健康サンダル 山内  増夫 54 足裏マッサージ機能付き履物 有限会社ハイパーリンク

18
足の裏が当たる面に凹凸があって、凸
の上部は平面である、夏場に涼しいサ
ンダル

兵頭  恵子 55 靴底（内側）、スリッパ、サンダル、中敷 大勝  秀雄

19
水虫防止及び巻き爪防止及び外反母
趾防止サンダル

仁村  吉男 56 健康サンダル 関根  正弘

20 美容・健康スリッパ、サンダル、靴 藤熊  芳江 57 サンダルフィットネス 楫  良之

21 健康サンダル 岩橋  督 58 健康器具 板井  洋

22 健康サンダル 大河内  勝義 59
安全性及び運動性を兼ね備えたサン
ダル

株式会社ホライズン

23 履物 株式会社東仙 60 履物 株式会社サンエー産業

24 風呂用足裏指圧履物 上沢  恵理 61 サンダル 株式会社三和

25 履物
株式会社マキトー・コン
フォート

62 台所用サンダル 大塚  令子

26 足の健康器具 宮部  エミ 63 サンダル型機能シューズ 徳武産業株式会社

27 浮き趾改善サンダル 漆山  義典 64 足裏日光浴サンダル 中村  利英

28 健康運動履物 市川  善章 65 健康用紐草履 遠藤  欽也

29 健康増進スリッパ 寺本  正輝 66 中敷きシート及びそれを備えた履物 有限会社モミックスジャパン

30 健康用履物 前田  欣範 67
従来の免震中敷きに関する新たな加
工方法および免震中敷き特有の踵骨
の動揺をコントロールするための新・・・

佐藤  悦正

31
ストレッチサンダル下駄（略称ストレッチ
ＳＧ）

村本  雅貢 68 痛風対策用履物 岩浪  淑枝

32 リハビリテーション運動用の補助用具 斉藤  茂雄 69 履物底及びサンダル 株式会社レモール

33 サンダル台 広島化成株式会社 70 １．鼻緒形状つぼ押しスリッパ 木邨  加代子

34 爪先立ちヒール 内山  久子

35 履物 仲西  栄治

36 健康ハイヒール 中田  勝雄

37
通気性、快適性を特徴とする桐の板の
中敷きを附したサンダル。

株式会社みさき屋 以上70点収録

健康サンダルとその製造方法　　　No.10499

[公開編]　　平成17年～平成21年（5年間）　　　　70点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,000　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥31,500　）


