
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)

￥１７，２８０－ ￥１６，０００－

￥１７，２８０－ ￥１６，０００－

￥２５，９２０－ ￥２４，０００－

(本体価格)

No,10906 登録・公開 平.25 87点 ￥18,000

No,10283 公開特許 平.10 - 19 91点 ￥29,800

No,10061       〃 平.13-平.18 91点 ￥27,600

No,7019       〃 平.1-2 87点  ￥23,300

No,7021       〃 平.1-2 60点  ￥19,000

No,6912       〃 昭.60-平.1 88点  ￥20,000

No,6910       〃 昭.62-平.1 96点  ￥21,700

No,6841       〃 昭.63-平.1 64点  ￥19,600

No,6850       〃 昭.63-平.1 58点  ￥19,800

No,6712       〃 昭.59-63 58点  ￥19,700

No,6713       〃 昭.59-63 63点  ￥21,000

No,8327       〃 平.9 70点  ￥30,600

No,8073       〃 平.8 85点  ￥32,000

No,8016(D)       〃 平.7 100点  ￥33,500

No, 〃 (C)       〃 平.6 91点  ￥27,000

No, 〃 (B)       〃 平.5 84点  ￥20,300

No,10597       〃 平.15-平.22 69点 ￥20,000

No,10877 登録・公開 平.25 58点 ￥16,000

No,10804       〃 平.24 60点 ￥16,000

*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：〒

仮設トイレの構造と装置

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

お   申   込   書

               〃

※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      

洋服芯地の製造加工方法

肩パッドの製造法と取付方法

ベビー服の構造と製造方法

防災グッズと使用方法
[登録・公開編]平成25年（1年間）　　70点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０９２９

災害時用非常食の製造方法

安全ヘルメットの構造

               〃

               〃

               〃

汗取りパットとその製造方法

既刊関連セットのご案内

スキーウェアの構造と製造方法

               〃

病人・老人用夜衣とその製法

レインコート類の改良

クリーンルーム用無塵衣の構造と製法

学生服の構造と製造方法

帽子の構造と付属品

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

夜間交通安全用チョッキ

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入



1 帽子の製造方法及び帽子 株式会社デルタツーリング 44 簡易組立式の帽子
王子ホールディングス株式
会社

2 防災用具 小野　久栄 45 防災頭巾併用座布団 田中　千津子

3 折畳み式帽子 株式会社イエロー 46 組み立て式簡易ヘルメット 小林産業株式会社

4 避難袋 斎藤　実 47 防災用具 ダイトウ株式会社

5
落下物から頭部など人体を守る効果を
上げる方法

下藤　和秀 48 救命具内蔵の携帯用防災ポンチョ 松本　正房

6 ヘルメット装着具 株式会社イエロー 49 ポーチ兼用防災頭巾
特定非営利活動法人　おぢ
や元気プロジェクト

7 防災頭巾 株式会社たまき 50 防災ウェア 有限会社フジフロンティア

8 非常時持出用物品収納具 株式会社プロップ 51 防災用毛布 株式会社フロムハート

9 衝撃吸収構造体及び人体保護具
一般財団法人日本自動車
研究所

52 再利用可能なポリマー発泡ボード
日本エフ・ディー・シー株式
会社

10 防災頭巾 株式会社たまき 53 救命具 守屋　英利

11 ヘルメット及びその被り方法 梅澤　智 54 吊下げ用収納具 山田　秋江

12 水に浮く防災型リュックサック 山田　孝太郎 55 防災ネクタイ 會田　太朗

13
瞬発膨張防災フードを備えた車椅子
用背面ボード

桜井　忠義 56 折畳み式収納容器 和泉京佐

14 防災頭巾になる手提げ袋 山▲崎▼　雅子 57 綿花布 安田　勝子

15 防災用具 小野　久栄 58 防災用衣類 九里　徳江

16 防災用具 小野　久栄 59
耐熱シート材及び該耐熱シート材に
よって形成される防炎具

宮本　忠

17 多目的防災用品 ギャレックス株式会社 60 学校用震災津波対策避難ジャケット 株式会社ＦＳ・ＪＡＰＡＮ

18 防災用雨合羽 岩木　久良 61 防塵面 有限会社　西産業

19 椅子カバー 林　禎造 62 身体保護シート
株式会社イノアックコーポ
レーション

20 避難袋 斎藤　実 63 壁飾り兼用の非常時持出用具 落合　文吾

21 携帯鞄 株式会社モリイチ 64 防災頭巾兼用椅子カバー
株式会社トータルシティー
ビル管理

22 水に浮かぶバック
株式会社Ｗｉｎｇ　ｏｆ　ｆｒｅｅｄ
ｏｍ

65 ベストになるエコバッグ 株式会社ナカネ

23
防護帽、防護帽の使用方法、防護服
及び防護装置

地方独立行政法人　東京
都立産業技術研究センター

66 災害救助用毛布 株式会社グラップラー

24 防災用頭部保護具 綱川　華蓮 67 防災頭巾 松本　親子

25 緊急持ち出し袋 越智　ふき子 68 水害時用救命具 稲満　繁行

26 ヘルメット 株式会社イエロー 69 ランチョン‐マットを兼ねるバッグ 河合　房恵

27 クッション体 学校法人東北工業大学 70 シーツ ユニチカ株式会社

28 折り畳みヘルメット 東洋物産工業株式会社

29 防災マスク 株式会社旭学園グループ

30 フード付ライフジャケット 瀬　戸　　美　夕

31 折畳み式帽子用帽体 株式会社イエロー

32 防災頭巾兼用エコバッグ 株式会社ウメックスジャパン

33
各人に最低一つ必要な防災用物品の
収納方法

株式会社ディスコ

34 ショルダーキャリヤ ＹＡＭＡＴＯ－ＮＢ株式会社

35 親子用防災頭巾 山口　路子

36 リュックに入れられる非常用洗面器 古屋　裕里江

37 女性のための非常用リュック 古屋　裕里江

38 防災頭巾 株式会社たまき

39 携帯用飲料水容器 山口　登美子

40 防災ずきん兼座布団 ブルネエズ株式会社

41 防災用品兼用バッグ 矢澤　美樹

42 フード付き救命胴衣 松田医薬品株式会社

43 防災用シューズカバー 株式会社石井鐵工所 以上70点収録

防災グッズと使用方法　　　No.10929

[登録・公開編]　　平成25年（1年間）　　　　70点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥17,280    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥17,280　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥25,920　）


