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 ＜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)

￥１６，８００－ ￥１６，０００－

￥１６，８００－ ￥１６，０００－

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

(本体価格)

No,9620 公開特許 平.12-平.14 116点 ¥27,000

No,9425 　　〃 平.4-平.13 65点 ¥16,200

No,10499 　　〃 平.17-平.21 70点 ¥20,000

No,10480 　　〃 平.13-平.21 67点 ¥18,000

No,9174 　　〃 平.5-平.12 72点 ¥24,800

No,9172 　　〃 平.5-平.12 91点 ¥29,700

No,9754 　　〃 平.6-平.15 100点 ¥23,000

No,8034 　　〃 平.3-平.7 50点 ¥21,300

No,9757 　　〃 平.6-平.15 100点 ¥23,000

No,10512 　　〃 平.19-平.21 100点 ¥30,000

No,9424 　　〃 平.11-平.13 100点 ¥20,000

No,9619B 　　〃 平.13-平.14 79点 ¥18,400

No,9619A 　　〃 平.10-平.12 106点 ¥24,600

No,10263 　　〃 平.12-平.19 78点 ¥27,300

*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：〒

ジェットバス装置の構造

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

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。

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

外反母趾矯正用品

　　　　　〃

腰痛帯とその製造方法

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

健康器具の構造と装置
[公開編]平成24年（1年間）　　65点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０８６０

お   申   込   書

水虫予防治療用品

電動アシスト自転車の構造

スケート･キックボードの構造

簡易型サウナの構造と装置

　　　　　〃

人工温泉装置の構造

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

自走スクーターの構造

健康サンダルとその製造方法



1 多機能型訓練器具 エムズジャパン株式会社 43 上下ダイエット運動器具 株式会社　大雄

2 健康器具
株式会社日本ゲルマニウム
研究所

44 介護用手指機能改善具 山浦　三紀

3 自動加振健康器具 株式会社ワットワン 45 足台開角調整可能な腹部引張装置 周▲いく▼志

4 足指トレーニング器具 石田　仁美 46 健康増進用台の高さ調節機構 根間　一哲

5 取り付けが簡単な突起物 加藤　勝美 47 棒状の健康促進具 渡辺　実

6 気功機 宮城　三郎 48 平衡運動器具 陳　保江

7 気功機 宮城　三郎 49 家庭用健康器具 株式会社石橋

8 刺激波動発生器 長井　保 50 健康器具 住吉金属株式会社

9
運動用具および手の筋力トレーニング
方法

株式会社エスアンドエッチ
ラボ

51 三段式シットアップベンチ
廈門宙隆運動器材有限公
司

10 運動補助具 株式会社オージーエー 52 腹部鍛錬装置 翔天電子實業有限公司

11 押圧健康具 畠山　一樹 53 身体機能測定器 株式会社アンス

12 健康器具およびその製造方法 藤原　正巳 54 足踏み歩行運動器具 坂野　寿彦

13 踏み台運動用具 合名会社中馬工房 55 手指機能回復補助具
森茂樹福祉機器製作所株
式会社

14 発電ユニット及び発電式健康器具 野原　豊実 56 簡易指圧具 松本　利彰

15 ぶら下がり式運動器具 西森　弘 57 フット用健康器具 羅　元宏

16 スクワット運動補助具及び補助椅子
特定非営利活動法人日中
体育環境教育整備協会

58 ボートこぎ健康器具 朱振綱

17 脚の筋肉強化器具 高次　幹惠 59 指圧用ロッド 松田　清

18 健康増進具 佐藤　吉平 60
片足立ちのバランス訓練及びぶら下が
り健康器具

岡本　博

19 カンタンらくらくコロコロ足裏マッサージ 吉田　恵美 61
ヘルシージム、バストアップ、猫背矯
正、腰痛・肩凝り・五十肩予防解消健
康器具

余田　栄一

20 運動補助器具 吉下　幸夫 62 スクワット用運動用具 菅　正夫

21 円柱型磁気治療器 福永　幹夫 63 膝筋肉強化用具 藤田　正良

22
コイルバネを利用した簡易マッスル・ト
レーニング器具

川崎　将隆 64 自力式運動器具 池田　穣

23 人体・精神の不安を解消する器具 黒沢　尚美 65 健康器具 吉田　喜行

24 健康玩具 株式会社ＮＳ企画

25 ソフトエキスパンダー健康用具 渡部　節子

26
足部バランス評価装置及び訓練器及
び訓練方法

学校法人　栴檀学園

27 下半身強化ボード 有限会社内田販売システム

28 把持する運動用具 有限会社内田販売システム

29 皮膚刺激具
株式会社エコロインターナ
ショナル

30 刺激健康器具 長井　保

31 両手型筋力強化用運動器具 藤塚　好美

32
患者の足のリフレクソロジー点を刺激
するための器具

シェリー，マリエ，テレーゼ

33
イオン化傾向の差異を応用した健康器
具

平田　悟

34 ステップフィットネスマシン 陳　▲いく▼廷

35 腰腹臀部鍛錬用の健康椅子 何　維徳

36 身体鍛錬用運動器具
株式会社東急スポーツオア
シス

37 ストレッチ器具
廈門宙隆運動器材有限公
司

38 可変式ステップ構造 陳　▲いく▼廷

39 健康運動器具 下野間　嘉津光

40 健康器具 株式会社ＢＢーＳＰＯＲＴＳ

41 携帯型足裏健康器具 伊藤　昇

42 腹筋運動補助具 倉知　輝之 以上65点収録

健康器具の構造と装置　　　No.10860

[公開編]　　平成24年（1年間）　　　　65点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥16,800    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥16,800　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥25,200　）


