
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,10934 公開特許 平.25 70点 ￥18,000

No,10922 登録・公開 平.25 60点 ￥16,000

No,10914       〃 平.24-平.25 86点 ￥20,000

No,10929       〃 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

No,7019       〃 平.1-平.2 87点 ¥23,300

No,7021       〃 平.1-平.3 60点 ¥19,000

No,10938 登録特許 平.25 69点 ￥20,000

No,10936 登録・公開 平.25 67点 ￥20,000

No,10910 公開特許 平.25 70点 ￥20,000

No,10859       〃 平.24 65点 ￥18,000

*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：〒

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      

手提げバッグと製作方法
[登録・公開編]平成25年（1年間）　　67点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０９４０

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

夜間交通安全用チョッキ

汗取りパットとその製造方法

帽子の構造と付属品

防災グッズと使用方法

キャリーバッグの構造と付属品

ランドセルの構造と付属品

スーツケースの構造と付属品

洋服芯地の製造加工方法

肩パッドの製造法と取付方法

シート状化粧料の製造加工方法

婦人靴の製造方法

健康シューズの製造方法

健康シューズの製造方法



1 カーブ付ストラップ 竹中繊維株式会社 40
手提げバッグの製造方法ならびに手提
げバッグ

原田織物株式会社

2
バッグを携帯するのに便利なバッジ状
の結束具

小林　聡子 41 キャリングバッグ又はベスト
タンタマール　エス．エー．
エス．

3 バッグ 美津濃株式会社 42 ハンドバッグ用の衛生カバー レヴィ，　オセアヌ

4 鞄 池　成姫 43 折畳みバッグ トゥミ，インコーポレイティド

5
平面充填用の図形ピースおよびその
図形ピース組、図形ピース組が適用さ
れた平面充填体

国立大学法人横浜国立大
学

44 カバン 株式会社スリーランナー

6
把手付きケースにおける把手の取付構
造及び把手付きケース

株式会社スリーランナー 45 ファスナー付きノートケース 株式会社レイメイ藤井

7 物品収納構造体 株式会社駒屋 46
ストラップ脱着によるショルダー、袈裟
がけ兼用手提げバッグ

金子　実

8
バッグ状にたたんで持ち運びできる買
い物袋

田正司　民子 47 ポーチ及びかばん 株式会社商品開発

9 バッグの把持部の製造方法 株式会社服部 48 袋物用の蓋体及びこれを備える袋物 川本　高浩

10 鞄 萩原　朗子 49 多変バッグ 百興国際文具有限公司

11
鞄用ベルト及びその鞄用ベルトを備え
た鞄

有限会社ピーアール・デザ
イン・インク

50 カバンの携帯雨用カバー 齋藤　広子

12 多目的バッグ
株式会社スーパープランニ
ング

51 バッグ
山一コーポレーション株式
会社

13 バッグ
グレイミスト　エンタープライ
ゼス　インコーポレーテッド

52 買物バッグ 株式会社アットファースト

14 かばん 株式会社リヒトラブ 53
取り外し可能な保温性内袋を有する
バッグ

株式会社マリオ

15 手提かごと手提袋のセット容器 二川　康生 54 手提げバッグとバッジのセット 半澤　裕一

16
ハンドバッグをカスタマイズするための
装置及び方法

ミーシュ・バッグ・エルエル
シー

55 キャスター付きトートバッッグ 本間　郁子

17 バッグ 松下ラゲッジ株式会社 56 バッグ 平沢　博美

18 携帯用のハンカチ入れ 中路　万理 57 会葬及び祝事返礼品収納バッグ 株式会社おおの

19 バック用小物整理具 中村　正 58 折畳み式収納容器 和泉京佐

20 バッグ
株式会社クロンティップイノ
ベーション

59 ランチ用バッグ 株式会社アットファースト

21 鞄 株式会社マルヨシ 60 買物袋 優美社産業株式会社

22 斜形仕切り部付きバッグ 柴野　戸仁子 61 バッグ付ランドセルカバー
有限会社キャサリンコテー
ジ

23
拡張式仕切、および該仕切を用いたか
ばん

株式会社シフレ 62 線ファスナ式ポーチ 浩揚興業有限公司

24 非常時持出用物品収納具 株式会社プロップ 63 バッグセット 株式会社リミックス

25 バッグ シーソー株式会社 64 カバン用持ち手 犬島　博之

26 カーブ付ストラップ 竹中繊維株式会社 65 収納体補強部材 株式会社幸村

27 買い物バッグ 片桐　敦子 66 ベストになるエコバッグ 株式会社ナカネ

28 携帯買物袋 古市　千代美 67 保冷バッグ機能付きクッション アイメディア株式会社

29 携帯鞄 株式会社モリイチ

30 小型かばん 恒川　のぶ子

31 防災用頭部保護具 綱川　華蓮

32 バッグ
株式会社クロンティップイノ
ベーション

33 バッグ 株式会社バルコス

34
［脱着式パソコン等取付用手提げカバ
ン］

鈴木　温

35 防災頭巾兼用エコバッグ 株式会社ウメックスジャパン

36 買い物バッグ
フレッシュ・デルモンテ・ジャ
パン株式会社

37 防災用品兼用バッグ 矢澤　美樹

38 保冷保温鞄とその素材の製造方法 マクニール株式会社

39
鞄用ベルト及びその鞄用ベルトを備え
た鞄

有限会社ピーアール・デザ
イン・インク 以上67点収録

手提げバッグと製作方法　　　No.10940

[登録・公開編]　　平成25年（1年間）　　　　67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　）


