
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,10943       〃 平.25 69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

高齢者用履物の製造方法

健康シューズの製造方法

婦人靴の製造方法
[登録・公開編]平成26年（1年間）　　70点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１００７

◎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
ヒールを有する防水靴およびその製造
方法

株式会社オンワードホール
ディングス

38
自家発電するＬＥＤ付ヒールおよび
ブーツ

佐復　利之

2 エアクッション入りゴム製靴底 株式会社モード大三 39 中敷および履物 山奥　慎一

3 靴底
ゼット－コイル　エルティー
ディ

40 エアクッション入りゴム製靴底 株式会社モード大三

4 靴材 帝人株式会社 41 トップリフト 株式会社アシックス

5
構成変更可能な靴及び服飾品とその
ドッキングアセンブリ

コード　フットウェア，エルエ
ルシー

42 靴中敷接着用特殊鼻緒 眞鍋　忠博

6 ヒール付きの靴
株式会社トータルヘルスケ
ア

43 既存の靴等に着脱できるヒール ▲辻▼本　真理子

7 履き物用パッド 小林製薬株式会社 44 靴、靴の踵部材、及び、脱靴補助部材
Ｎｅｘｔ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ合同会
社

8 靴中敷 小林製薬株式会社 45 シューズベルト 加藤　福子

9 履物 田中　圓造 46 足被覆体および足サポート部材 株式会社ワコール

10 インソール及び履物 株式会社　日元倶楽部 47
エアクッション入りポリウレタン製靴底及
びその製造方法

株式会社モード大三

11 履物用インソール 株式会社コマリヨー 48
靴の製造技術を応用したスリッパまた
はサンダル

徳武産業株式会社

12
インソール及びインソールを製造する
方法

広島化成株式会社 49 履物及びインソール 畑野　曉美

13 中敷の装着方法 株式会社　日元倶楽部 50
着脱式ウェッジヒールおよびそのカスタ
マイズ方法

ジャン　ミョン　ホー

14 履物 株式会社エヌシィシィ 51 スプリットソール・フットウェア
ガヴリエリ　ブランズ，エル
エルシー

15 ピアノ演奏用の靴 倉知　真由美 52 滑り止め用足着用具 リ　ミナム

16 履物中敷 株式会社　一歩 53 社交ダンスシューズ 佐藤　千佳

17 履物用の着脱可能な取り付け具 ナンシー　エム　バック 54 履物 ＥＲＡ　Ｊａｐａｎ株式会社

18
足裏用パッドおよびこの足裏用パッド
を備えた履き物ならびにインソール

小林製薬株式会社 55
履物用の滑り防止具及びこれを有する
履物

モリト株式会社

19 履物 今村　陽一 56 ハイヒール 株式会社シビルテック

20 クッション付き裏材とクッション付き革靴
株式会社リーガルコーポ
レーション

57
収納ボックスを備えた履物のかかとの
構造

吉田　幸明

21 履き物 カ・シェク・ネビル・リー 58 中敷き及び靴 有限会社プレーン

22 吊り具付き靴 米丸　実夫 59 パンツ及びタイツと同柄の靴 北原　登志子

23 靴 有限会社中山靴店 60 靴の中敷 株式会社生活科学研究会

24 消臭靴 大工　龍也 61 靴内挿入具 助国　一

25 靴 畑野　曉美 62 履物 株式会社　マリアンヌ製靴

26 踏みつけ部用クッションシート 株式会社村井 63 ヒール保護カバー 合資会社オリエンタル

27 靴の踵固定具 ＰＥＲＳＯＦＩＴ株式会社 64 脱着可能な装飾物付き履物 株式会社ウエムラ商事

28 靴底
株式会社アサヒコーポレー
ション

65 靴の中敷 株式会社後藤本社

29 履き物 関口　正彦 66 装飾具付きの靴及び靴用装飾具 大井　修

30 多層構造インソール 株式会社村井 67 ヒール付き履物用の物品 エリン　スコット　レスリー

31
靴底、それに用いる加飾用の弾性部
材及びこれらを用いた靴

株式会社愛協 68 脱臭、防菌用靴の木製中敷
株式会社イマムラ・スマイ
ル・コーポレーション

32
履物、履物様鼻緒、履物への鼻緒の
係合部材、履物及び鼻緒総体、並び
に履物製造及び組立方法

グレンデン　ソシエダー・ア
ノニマ

69 履物 有限会社エーピーエフ

33 パンプス用ストラップベルト 有限会社アクスト 70 靴べら機能付き靴
奈良県履物協同組合連合
会

34 靴中敷の下敷 池田　卓朗

35 履き物内部を殺菌するための用具 安部　茂

36 靴 畑野　曉美

37 ヒール付靴
奈良県履物協同組合連合
会 以上70点収録

婦人靴の製造方法　　　No.11007

[登録・公開編]　　平成26年（1年間）　　　　70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　）


