
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,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 - 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,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：〒

◎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

防災グッズと使用方法

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

災害時用非常食の製造方法

安全ヘルメットの構造

               〃

               〃

               〃

※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

安眠枕の製造方法
[公開編]平成25年（1年間）　　70点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０９４７

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

               〃



1 保冷具およびその製造方法
株式会社ポリテック・デザイ
ン

43
枕によって発生する頬の皺防止美容
枕。

黒川　正市

2
ウォッシャブルで快適性・保温性を有
する羽毛ライクな詰め綿体

東レインターナショナル株
式会社

44 クッション構造
富聲國際股▲ふん▼有限
公司

3 多用途クッション 本山　洋子 45 枕 株式会社篠原化学

4 クッション 株式会社グッドハウス 46 体位固定具及び体位固定補助具 株式会社麻生

5
スターリング冷凍まくら、スターリング冷
凍ドリンクホルダ

高橋送風株式会社 47 熟眠用整形枕 株式会社ティーアンドアイ

6 アーチベッドの連結枕 津田　勝 48 冷感パッド 株式会社アテックス

7
寝具類の高さ調整具および高さ調整
具を備えた寝具類

ナオ・シング株式会社 49 多機能まくら ▲チュ▼　華苓

8
含水木材チップおよび含水木材チップ
の利用方法

横内　靖英 50 枕
株式会社ニトリホールディン
グス

9 腰椎前弯の回復枕と該枕の使用法。 星野　昌史 51 肩こり寝違え予防枕 ▲つる▼野　靖久

10 枕・布団用冷感付与剤 株式会社ほんやら堂 52 頚椎矯正用の横寝枕 池尾　正雄

11
人体の発汗を利用した身体への遠赤
外線放射剤兼ミネラル補充剤

淺井　成哲 53 頸部支持器具
グローバル・アクシヨン・ケ
ア・リミテツド

12 枕 川村　勇 54 乳児用ドーナツ型枕 富士ベッド工業株式会社

13 枕 大東寝具工業株式会社 55 骨盤及び側弯症矯正尻枕 稲垣　徹

14 空気枕および枕カバー 岡田　順 56 コの字型テレビ枕 馬場　江津子

15 羽毛を用いた製品 フランスベッド株式会社 57 背面マッサージ枕 遠藤　亨

16 枕補助具 成瀬　幸一 58 寝具 鬼頭　一雄

17 頭部用マットおよび枕 森田　信義 59 空気枕 間嶋　文広

18 液体保持具および冷却・加熱装置 株式会社ライト光機製作所 60 枕 ドリームプラネット株式会社

19 冷感マット 株式会社アテックス 61 枕 株式会社　オオサコ

20 枕 株式会社シマシステム 62 クッション 株式会社篠原化学

21 保冷パック取付用枕パッド ガマカ工業株式会社 63 繊維積層体 アクトインテリア株式会社

22 枕 アクトインテリア株式会社 64 抱き枕 乙津　英司

23
枕を台の部分とクッションの部分に分
離して、夫々の役割を分担して組み合
わせたハイブリット構造の枕

吉田　厚生 65 枕 鈴木　強

24 冷感パッド 三美麗株式会社 66 枕 株式会社アテックス

25 多機能クッション 大衛株式会社 67 枕 銅冶　英雄

26 冷却枕 大西　浩二 68
各種成分配合のパイプ粒入り健康グッ
ズ

山田　孝太郎

27 枕固定装置 粕谷　奈子 69 うつぶせ寝の補助具 林　英麟

28 安眠寝具シート 梅原　茂義 70 介護医療用洗髪時頭部保持枕 平下　博百

29 就寝時授乳用添寝枕 石井　陽子

30 うつ伏せ用枕 速水　淨二

31 土手をスイングさせる枕 吉田　厚生

32 睡眠遮光ボックス 張銀壽

33 保冷マット
株式会社ヒラカワコーポ
レーション

34 枕 牛田　秀司

35 保冷・保温機能付きカバー 株式会社タカラ

36 睡眠用枕 トス商事株式会社

37 バッフルボックス枕
パシフィック・コースト・フェ
ザー・カンパニー

38 休息用頭頸部枕
グローバル・アクシヨン・ケ
ア・リミテツド

39 健康枕 ノ、クァン－ス

40 ハンドレストを有する治療用枕 ロバン　アンドレス

41 頸椎疾患治療用の頸部枕 ファム　チー　キム　ロアン

42
いびき及び睡眠時無呼吸を軽減する
ための枕及びマットレス

ビダリアン　モニリ、アルミン 以上70点収録

安眠枕の製造方法　　　No.10947

[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　）


