
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)

￥１８，９００－ ￥１８，０００－

￥１８，９００－ ￥１８，０００－

￥２８，３５０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,10716 登録・公開 平.23 65点 ￥18,000

No,10346 公開特許 平.19-平.20 105点 ￥28,700

No,10055       〃 平.17-平.18 101点 ￥27,600

No,9792       〃 平.15-平.16 96点 ￥24,700

No,9462       〃 平.13-平.14 98点 ￥19,800

No,9054       〃 平.11-平.12 100点 ￥32,400

No,9841       〃 平.8-平.16 100点 ￥28,700

No,8040       〃 平.2-平.7 94点 ￥25,600

No,9507       〃 平.8-平.14 97点 ￥19,600

No,8594       〃 平.8-平.10 55点 ￥20,600

No,9001       〃 平.8-平.11 55点 ￥19,700

No,9506       〃 平.5-平.14 96点 ￥19,400

No,8507       〃 平.5-平.9 66点 ￥23,700

No,8515       〃 平.5-平.9 68点 ￥24,800

No,8514       〃 平.5-平.9 63点 ￥23,000

No,8702       〃 平.5-平.10 57点 ￥21,700

No,9000       〃 平.6-平.11 77点 ￥24,700

No,9840       〃 平.7-平.16 100点 ￥28,700

No,10000       〃 平.5-平.17 100点 ￥30,000

*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：〒

装飾用金複合メッキ方法

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      

装身具宝石の取付方法

               〃

装飾用チェーンの製造加工方法

カラー硬質貴金属合金の製造方法

貴金属焼結体の製造方法

装身具のロスト・ワックス法

貴金属アクセサリーの製造加工方法
[登録・公開編]平成24年（1年間）　　65点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０８１９

お   申   込   書

貴金属造形用粘土組成物

貴金属装身具の鋳造方法

貴金属中空装身具の製造加工方法

貴金属複合材料の製造方法

装飾用合金の組成と製造加工方法

貴金属製装身具の表面加工方法

既刊関連セットのご案内

               〃

貴金属アクセサリーの製造加工方法

◎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

               〃

               〃

               〃

装身具用止金具の構造



1 装身具 株式会社トリプル・エー 38
銀焼結体の製造方法、および、酸化銅
含有粘土状組成物

三菱マテリアル株式会社

2 装身具 株式会社トリプル・エー 39 装飾部材及びその製造方法
シチズンホールディングス
株式会社

3 リング装身具 株式会社サ・エ・ラ研究所 40 ブローチ 株式会社ジオノ

4
人工爪への宝石類の取付方法および
宝石類を取り付けた人工爪

株式会社アイ・エム・シー・
エイ

41 複数貴金属板折り曲げ体
有限会社ピー・エム・シー
サービス

5 装身具用ペンダント 有限会社ジェムネットワーク 42 装飾品
有限会社カワムラトレーディ
ング

6 指輪 和田　淑江 43 装身具 山本　恭嗣

7 リング製造方法、その装置およびリング 株式会社杢目金屋 44 装身具 株式会社桑山

8 宝石の損傷防止方法 磯野　均 45 イヤリング 望月　孝雄

9 宝石を有する装身用部材の製造方法 株式会社桑山 46 装身具 イニカ合同会社

10
装身具用取付構造、及び、これを備え
た装身具

松下徽章株式会社 47 ジュエリーのインターネットショップ
株式会社内藤貴金属製作
所

11 ずれ防止ネックレスチェーン 松村　暢昭 48 イヤリング 音　美紀

12 リング製造方法、その装置およびリング 株式会社杢目金屋 49 装身具 有限会社ソラ

13 金属製装飾具の製造方法 株式会社杢目金屋 50 宝飾部材およびその製造方法 ファイテン株式会社

14 大量生産型自動宝石付着装置 チェ　クァン　テック 51 チェーン装身具 株式会社並木製作所

15 装身具用連結具 株式会社セベル・ピコ 52 貴金属被覆岩石の製造方法 株式会社虔山

16 ピアスイヤリング用キャッチ 株式会社光彩工芸 53
白金族の金属をベースとする含ホウ素
合金の酸化処理

ヘレーウス　マテリアルズ
テクノロジー　ゲゼルシャフ
ト　ミット　ベシュレンクテ・・・

17 宝飾品の加工方法 株式会社ＩＢＣＴＯＫＹＯ 54 パラジウム宝石合金
ヘイマール　ウント　ミュー
ル　ゲゼルシャフト　ミット
ベシュレンクテル…

18 宝飾品 林　光晴 55 装身具 株式会社並木製作所

19 連鎖部材および連鎖体
株式会社　フォー・クリエイ
ターズ

56
自然光の下ではダイヤモンドの透明な
輝きを放ち紫外線ライトの下では青紫
色に輝く天然蛍光ダイヤモンド・・・

劉淑芬

20 宝飾リング、及びその製造方法
モンブラン－シンプロ　ゲー
エムベーハー

57 吊下げ用枠体 株式会社ムラオ

21 指輪のセット
ラブキー・ディフュージョン・
エスエー

58 アクセサリ類取付装置 株式会社共和機械製作所

22 リング製造方法およびその装置 株式会社杢目金屋 59 ペンダントトップ 株式会社ナガホリ

23 装飾部品
シチズンホールディングス
株式会社

60 揺動装身具 株式会社ラ・ベル　エキップ

24 宝石用台座 有限会社ジェムネットワーク 61 アクセサリ取付装置 株式会社共和機械製作所

25 指輪 小栗　真一 62 アクセサリ取付装置 株式会社共和機械製作所

26
装飾用の玉および装飾用玉の結合方
法

株式会社エス・アンド・エス 63 装身具用玉の連結構造 株式会社パース

27 ピアスキャッチ 三浦　里美 64 ペンダント 株式会社フューテック

28 装飾部品 京セラ株式会社 65 ピアスのピンキャッチ 有限会社丸山

29
装身具用留め具及びこれを用いた装
身具

株式会社パールスペンサー

30 イヤリングの止め具 株式会社光彩工芸

31 宝飾品の製造方法
株式会社グローバルコーポ
レーション

32 リング状石材加工方法 小林　健次

33
止め具、止め装置、及び、これを用い
た装身具

株式会社プラネット

34
シンプル三点構造の貴金属製留め金
具

望月　雄二

35 ガラスを使用した装身具の製造方法
株式会社内藤貴金属製作
所

36 装身具用模様ガラスの製造方法
株式会社内藤貴金属製作
所

37 アクセサリー構造体 杉浦　光平 以上65点収録

貴金属アクセサリーの製造加工方法　　　No.10819

[登録・公開編]　　平成24年（1年間）　　　　65点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥18,900    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥18,900　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥28,350　）


