
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)

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥２９，１６０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,10916 公開特許 平.24 - 25 79点 ￥20,000

No,10860       〃 平.24 65点 ￥16,000

No,10866 登録・公開 平.24 80点 ￥20,000

No,10503 公開特許 平.21 63点 ￥30,000

No,10492       〃 平.18 - 21 63点 ￥30,000

No,10309 登録・公開 平.19-平.20 71点 ￥23,300

No,10050       〃 平.17-平.18 75点 ￥23,400

No,9794       〃 平.15-平.16 74点 ￥19,300

No,9461       〃 平.13 78点 ￥19,500

No,9055       〃 平.11-平.12 81点 ￥27,900

No,9424 公開特許 平.11-平.13 100点 ￥20,000

No,10929 登録・公開 平.25 70点 ￥16,000

No,10906       〃 平.25 87点 ￥18,000

No,10283 公開特許 平.10-平.19 91点 ￥29,800

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

*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：〒

知育用組立玩具の構造と製品

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      

人形玩具とその製作方法
[登録・公開編]平成25年（1年間）　　70点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０９３３

お   申   込   書

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

健康器具の構造と装置

汗取りパットとその製造方法

ペット型ロボットの構造

脚式歩行ロボットの構造

ＬＥＤ携帯電灯の構造

玩具花火の組成と製造加工方法

               〃

               〃

帽子の構造と付属品

               〃

               〃

スケート･キックボードの構造

防災グッズと使用方法

夜間交通安全用チョッキ



1 人形玩具
株式会社コナミデジタルエ
ンタテインメント

36 リング型アクチュエータ
独立行政法人科学技術振
興機構

2 組み立て人形体 株式会社バンダイ 37
ギアボックス及びこれを使用した二足
歩行自動人形機械

秋元　崇則

3
人形及び動植物模型に於ける、電磁
誘導を用いた、関節機構の製造手法

河内　智之 38 可変装飾用玩具 杉　真理

4 人形玩具の関節構造 株式会社バンダイ 39 対戦用走行玩具 株式会社バンダイ

5 軟質樹脂製人形の胸部骨格構造 株式会社オビツ製作所 40 自在継手 株式会社チップジャック

6 人体模型 前田　強 41
腕部構造及び該腕部構造を備えた人
形

株式会社ボークス

7 人体模型の腕部構造 前田　強 42 玩具用毛髪 パイロットインキ株式会社

8
義眼、該義眼を備えた人形の頭部及
び該義眼を備えた人形並びに該義眼
の製造方法

株式会社ボークス 43 パーツ供給品 株式会社バンダイ

9
顔部と後頭部が着脱可能に接合する
人形頭部及び該人形頭部を有する人
形

齋藤　正勝 44
コミュニケーションシステム、コミュニ
ケーション装置、プログラムおよびコ
ミュニケーション制御方法

株式会社国際電気通信基
礎技術研究所

10
外付け式人間型手のためのアクチュ
エータおよび電子機器のパッケージン
グ

ジーエム・グローバル・テク
ノロジー・オペレーションズ・
インコーポレーテッド

45 コミュニケーション装置
株式会社国際電気通信基
礎技術研究所

11 人形体の玩具 株式会社バンダイ 46 人形駆動装置 上野　康男

12 パーツ供給品 株式会社バンダイ 47 玩具用毛髪 パイロットインキ株式会社

13 連結部の被覆材 東海ゴム工業株式会社 48 玩具 株式会社東京ユニーク

14
ハウス玩具、及びハウス玩具を備える
遊戯システム、並びにプログラム

株式会社バンダイ 49
市販人形用着脱式お面ビジネスモデ
ル

中田　耕一

15
視線調整可能な義眼及び該義眼を固
定した人形頭部

株式会社扇インダストリー 50 人形玩具の関節構造 株式会社バンダイ

16 人形の関節構造及び人形構成機構 株式会社扇インダストリー 51 人形 株式会社メッカ東京

17 トルソー 株式会社バンダイ 52 人形玩具の関節構造 株式会社バンダイ

18 人形体 ささのやドットコム株式会社 53 人形体の関節構造 株式会社バンダイ

19 人形体 株式会社バンダイ 54
人形および人形を形成するための組
成物

マテル，インコーポレイテッ
ド

20 組立模型 株式会社バンダイ 55 交流型玩具 リブラ　リミテッド

21 人形体の腰部関節構造 株式会社バンダイ 56 人形制作用芯材 大竹　京

22 組み立て人形体 株式会社バンダイ 57 フィギュア用の関節構造
株式会社スクウェア・エニッ
クス

23
人形及び動植物模型に於ける、電磁
誘導を用いた、関節機構の製造手法

河内　智之 58 ゴルフ玩具 杉本　武史

24 楽音出力装置 株式会社タカラトミー 59 フィギュア充電器 李　保鋒

25
玩具体におけるカバー部材の動作構
造および玩具体

株式会社バンダイ 60
人形玩具の可動連結部材及び人形玩
具

有限会社ダイスプロジェクト

26 植物型玩具 三明電機株式会社 61 姿勢固定装置 渡辺　一成

27
玩具体におけるカバー部材の動作構
造および玩具体

株式会社バンダイ 62
人形又は動物形象玩具用ヘアクリン
パー及びそれを用いた人形又は動物
形象玩具セット

パイロットインキ株式会社

28 動作玩具及び可動部材 株式会社バンダイ 63
人形玩具の可動連結部材及び人形玩
具

有限会社ダイスプロジェクト

29 玩具 株式会社ウィズ 64 玩具人形関節の連結構造 印象模型有限公司

30 音声発生及び認識装置 ケーシー株式会社 65 置物 村田　文規

31 抱き可能形態の呼吸誘導体 本間　生夫 66 軸穴式マグネットジョイント 株式会社ハイキューパーツ

32 人形体 株式会社バンダイ 67 人形玩具の関節機構及び人形玩具 有限会社ダイスプロジェクト

33 全方向駆動玩具 株式会社シャイン 68 保管具 株式会社　ＣＤＧ

34 動作体玩具 株式会社バンダイ 69
人形玩具の２段階関節部材及び人形
玩具

有限会社ダイスプロジェクト

35 動作体玩具 株式会社バンダイ

人形玩具とその製作方法　　　No.10933

[登録・公開編]　　平成25年（1年間）　　　　70点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥19,440    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,440　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,160　）


