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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,10499 公開特許 平.17-平.21 70点 ￥20,000

No,10777 　　〃 平.18-平.23 72点 ￥18,600

No,10369 　　〃 平.19-平.20 89点 ￥27,000

No,10480 　　〃 平.13-平.21 67点 ￥18,000

No,9174 　　〃 平.5-平.12 72点 ￥24,800

No,8172 　　〃 平.4-平.8 70点 ￥19,700

No,9168 　　〃 平.5-平.12 84点 ¥24,700

No,6710 　　〃 昭.59-昭.63 42点 ¥12,000

No,6909 　　〃 昭.60-平.1 102点 ¥22,600

No,9757 　　〃 平.6-平.15 100点 ￥23,000

No,9172 　　〃 平.5-平.12 91点 ¥29,700

*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

外反母趾矯正用品

　　　　　〃

使い捨て靴用中敷

使い捨てスリッパとその製造方法

防寒ブーツの構造と製造方法

健康シューズの製造方法
[公開編]平成24年（1年間）　　65点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０８５９

お   申   込   書

地下足袋の構造と製造方法

水虫予防治療用品

腰痛帯とその製造方法

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

エアクッション靴底の構造

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

健康サンダルとその製造方法



1 靴中敷 モリト株式会社 36 シューズのアッパー構造 美津濃株式会社

2 履物と履物用の芯部材 志賀　弘 37
ハイヒール靴用インソール及びハイ
ヒール靴

共和ゴム株式会社

3
可撓性を利用して履き心地を良くした
靴ベラ機能付与器具及び靴ベラ不要
靴

浜中　博義 38 改良型ソールを有するシューズ
サロモン　エス．エー．エ
ス．

4 靴中敷
株式会社トータルヘルスケ
ア

39
ヒールを有する靴の中底とこれを用い
た靴

株式会社モード大三

5
動作安定支援装置、および、動作安定
支援方法

独立行政法人国立病院機
構

40 紐締めフィッティング構造を備えた靴 株式会社アシックス

6
高齢者等用履物および一対の高齢者
等用履物

高橋　晃世 41 靴の中敷
株式会社アサヒコーポレー
ション

7 靴中敷き
有限会社プレスコントロー
ル

42 シューズのカウンター構造 美津濃株式会社

8 履物用パッド 鈴木　惠美子 43 履き物 関口　正彦

9 靴中敷き 株式会社　イーボル 44
関節炎痛を緩和するための履物用中
敷

エムエスデイ・コンシユー
マー・ケア，インコーポレイ
テツド

10 矯正・健康・美容履物 河井　信治 45
退行性膝関節症のための機能性靴底
を備えた履物

イントゥス　エイチシーエヌ
コーポレイション　リミテッド．

11 履物 株式会社エーゾン 46
Ｏ脚またはＸ脚を予防して使用者体重
に合うクッションを提供する人体均衡履
物

クオン、ヒョン　ソー

12 高齢者等用室内履き 徳武産業株式会社 47 靴の中底及び履物 株式会社卑弥呼

13
ハイヒール靴、ハイヒール靴の製造方
法およびインソール

株式会社イディ・プリュス 48 履き物用中敷き 株式会社フェニックス商事

14 母趾丘用履き物 西野　慎一朗 49 ハイヒール用の中敷 仙台スポーツ有限会社

15 履物の中敷き
ジオン　エフアールエス
コーポレーション

50 靴の中敷の構造 捷登冠國際有限公司

16
靴底または当該靴底を底面に有する
靴

アイトス株式会社 51 マッサージと保温機能を備える靴 邱　孝興

17 履物底 飛田和　義行 52 ハイヒールの本底 シアンシューズ株式会社

18 履物用インソール 西田　泰弘 53 靴の中底 株式会社千趣会

19 履物 高山　雅俊 54 靴用中底及び靴 株式会社村井

20 靴擦れ防止パッド 加藤　智江 55 太極の調和を理念とするインソール
老牛皮國際股▲ふん▼有
限公司

21
フットベッド形状の底部を備えた長靴
およびその製造方法

弘進ゴム株式会社 56
繰り返し調整可能な足部矯正インソー
ル

博司科技有限公司

22 外反母趾用装具 株式会社佐藤技研 57 カップインソールジェル製品 木原産業株式会社

23
足ユニットの改善用具及びそれを用い
た靴下、サポーター、足袋、靴中敷き、
靴

綱　一弘 58 靴の中敷き 株式会社コマリヨー

24
インソール及びインソールを備えた履
物

金子　和弘 59 介護用の靴 株式会社アスティコ

25 履物及び履物用中敷き 有限会社内田販売システム 60 靴底
力鵬企業股▲フン▼有限
公司

26 履物用ベルトおよびそれを備えた履物 徳武産業株式会社 61 履物用中敷およびダイエット用履物 千葉　哲

27 靴底及び履物 世界長ユニオン株式會社 62 靴及び中敷 株式会社スミザック

28 靴底 広島化成株式会社 63 靴の中敷 ジェス株式会社

29
足痛解消・軽減・トラブル解消靴及び
中敷

今村　昇 64
体幹姿勢改善具、およびそれを利用し
た履物

垂石　伸哉

30 滑り止め足バンド 大東　由利 65 分解式ダイエットシューズ 南　珍順

31 ヒール付き靴 株式会社メルミンジャパン

32 靴底 広島化成株式会社

33 爪先健康中敷き 太田　和裕

34 靴用インソール 三進興産株式会社

35 足のバランス装置 亞適足企業有限公司

以上65点収録

健康シューズの製造方法　　　No.10859

[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　）


