
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)

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥３２，４００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

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

No,10499       〃 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,6909       〃 昭.60-平.1 102点 ¥22,600

No,6710       〃 昭.59-昭.63 42点 ¥12,000

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：〒

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

               〃

婦人靴の製造方法

健康シューズの製造方法

高齢者用履物の製造方法
[登録・公開編]平成25年（1年間）　　69点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０９４３

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

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

※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

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



1 足裏クッション及びその製造方法 株式会社ワコール 40 内反フィットルームシューズ 徳武産業株式会社

2 歩行用靴 株式会社村田製作所 41 ブーツ 小池　典子

3 弾性シューズ ファン，ボ　ヨン 42 履物 有限会社クレセント

4
人間の足構造と歩行とに適したエルゴ
ノミックな靴底

パーク、ムーン・ワン 43 履物 有限会社内田販売システム

5
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 44
靴本体とインソールとの組み合わせか
ら成る外反母趾対応靴

広島化成株式会社

6 指股付きトレーニングシューズ 株式会社荘快堂 45
デザイン性に優れた衝撃吸収シートの
製造方法及び衝撃吸収シート

興和株式会社

7
足痛解消・軽減・トラブル解消靴及び
中敷

今村　昇 46 椅子として兼用できる靴 石黒　安男

8 サンダル型機能シューズ 徳武産業株式会社 47 靴ベラ機能付与器具 佐藤　清

9 履物の緊締構造 株式会社アシックス 48 履物 李　宏

10 椅子として兼用できる靴 石黒　安男 49 転がし着踵用踵底 大越　見寿

11 履物底 株式会社アシックス 50
着脱が簡単な超軽量のルームシュー
ズ

徳武産業株式会社

12 多層靴敷き
エイチ　ベネス　カンパニー
リミテッド

51 靴底 広島化成株式会社

13 靴 日進ゴム株式会社 52 足適合用シューズ 竹内　賢太郎

14 つまずき防止靴 ミドリ安全株式会社 53 足圧フィードバックシステム 有限会社モミックスジャパン

15
ストレッチ機能を有する甲被を備えた
履物

株式会社パンジー 54 ルームシューズ グンゼ株式会社

16 トレーニングに適した靴の靴底 株式会社アシックス 55 履物 アイソン株式会社

17 靴 笠原　巖 56 変位測定機能を有する靴 株式会社村田製作所

18 走行効率の良い運動靴の靴底 株式会社アシックス 57 靴ずれ軽減、軽快靴 北村　康和

19 履物 塚田　一枝 58 ソール
エクス－テクノロジー　スイ
ス　ゲゼルシャフト　ミット
ベシュレンクテル…

20 トレーニングに適した靴の靴底 株式会社アシックス 59 治療靴
エイベックス，　エルエル
シー

21 履物 ウィルソン　政代 60
人の歩く又は走る速さを決定するため
の方法及びシステム

ネーデルランセ　オルハニ
サチエ　フォール　トゥーヘ
パスト－ナツール・・・

22
トレーニング用履物及び、それを用い
たトレーニング方法

三隅　章好 61 ハンズフリーの踏み込み式閉鎖装置 カウフマン，スティーブン

23 要介護者用靴及び靴置き台 スタ－コックス株式会社 62 歩行用靴 株式会社村田製作所

24 変形サポートクッション 有限会社タナカ薬品 63 履物 株式会社コジット

25 健康履物 ブレース・フィット合同会社 64 履物 株式会社コジット

26 上履き用インソール 株式会社村井 65 安全短靴 東海旅客鉄道株式会社

27 履物 松本　初一 66 かかとショックアブソーバー構造 洪　勝崇

28 支持部材及びそれを用いた靴中敷 加曽利　正美 67 靴 株式会社丸紅フットウェア

29 個別に形成される履物およびその製法
フットバランス　システム　オ
イ

68
歩行訓練用履物および歩行訓練のた
めの履物装着具

千葉　俊明

30 マラカスシューズ 石橋　授 69 保温夜光スリッパ 文成▲縣▼朽斯鞋厂

31
靴紐の締め装置（ａｐｐａｒａｔｕｓｆｏｒｆａｓｔｅ
ｎｉｎｇｓｈｏｅｌａｃｅ）

シンキュン　ケミカル　コー
ポレイテッド

32 靴 平松　要次

33 トレーニングに適した靴の靴底 株式会社アシックス

34 靴紐及びそれを備えた紐靴 江頭　一磨

35 靴紐及びそれを備えた紐靴 江頭　一磨

36 プラットフォーム製法の靴 株式会社村井

37 防滑靴底及び防滑靴 オカモト株式会社

38 締着具
社会福祉法人兵庫県社会
福祉事業団

39 弁付き通気孔を備えたシート 株式会社星光工業 以上69点収録

高齢者用履物の製造方法　　　No.10943

[登録・公開編]　　平成25年（1年間）　　　　69点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,600    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,600　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥32,400　）


