
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,11003 登録・公開 平.26 60点 ￥16,000

No,10922       〃 平.25 60点 ￥16,000

No,11035 公開特許 平.27 69点 ￥18,000

No,10956       〃 平.26 69点 ￥18,000

No,10934       〃 平.25 70点 ￥18,000

No,10940 登録・公開 平.25 67点 ￥18,000

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

No,10511B 公開特許 平.18 - 21 62点 ￥16,000

No,10511A       〃 平.14-平.17 62点 ￥16,000

No,9295       〃 平.10-平.13 60点  ￥15,000

No,11050 登録・公開 平.27 70点 ￥16,000

No,11000       〃 平.26 70点 ￥16,000

No,10929       〃 平.25 70点 ￥16,000

No,10906       〃 平.25 87点 ￥18,000

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

*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：〒

スーツケースの構造と付属品

防災グッズと使用方法

健康シューズの製造方法

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

※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

キャリーバッグの構造と付属品

               〃

               〃

帽子の構造と付属品

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０５９

お   申   込   書

               〃

健康サンダルとその製造方法

エアクッション靴底の構造

スポーツシューズの製造方法

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

ランドセルの構造と付属品
[登録・公開編]平成27年（1年間）　　60点

               〃

               〃

ショッピング・カートの構造と装置

               〃

既刊関連セットのご案内

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

               〃

               〃

ランドセルの構造と付属品



1 背負いベルトの取付構造
株式会社エムアンドケイ・ヨ
コヤ

41 ランドセルカバー 合同会社　京都瑠璃雛菊

2 テープ付きスナップ 尼崎製罐株式会社 42 ランドセル用補助ベルト 株式会社協和

3 ランドセル
株式会社ニトリホールディン
グス

43 リュックサック 木村　信一

4
フィット性、滑り止め性に優れたシート
材

株式会社クラレ 44 ランドセル用の帯片 株式会社協和

5 ランドセル
東レインターナショナル株
式会社

45 アクセサリーを兼ねた吊り下げ具 モリト株式会社

6 ランドセルに装着される収納袋 三ツ木　一浩 46 鞄用鋲 オオサカ精機株式会社

7 スクールバッグ 株式会社羅羅屋 47
携帯型防犯ブザーとＬＥＤライトの併設
装置

西岡　達雄

8 防犯監視装置 有限会社　井上電設 48 安全性重視の山岳地帯用リックサック 瀬下　昭子

9 鞄 株式会社マツモト 49
縄跳び収納具、およびそれを備えた縄
跳びセット

株式会社大阪クリップ

10 ベルト付きバックル及びヘルメット ＤＩＣプラスチック株式会社 50 ランドセル 株式会社協和

11 バックル モリト株式会社 51 ランドセル 株式会社協和

12 鞄錠 株式会社日乃本錠前 52 蓋部付きカバン 株式会社ウノフク

13 難燃性立体格子形状クッション
株式会社パシフィックウエー
ブ

53 ランドセル ナース鞄工株式会社

14 鞄の背当て具 鈴木　隆 54 ウエアラブルバッグ 一條　光成

15 ランドセル 株式会社日乃本錠前 55 ランドセル用サブバッグ 有限会社黒川鞄

16 銀付調皮革様シート 株式会社クラレ 56 ランドセル ナース鞄工株式会社

17 係止機構付きスナップファスナ モリト株式会社 57 バッグ
株式会社サンリオファー
イースト

18 ランドセル 株式会社セイバン 58 災害に備えるクッションカバン 西村　良子

19 合成樹脂レザー オカモト株式会社 59 パール調黒色皮革様シート 株式会社クラレ

20 ランドセル 株式会社日乃本錠前 60 ランドセル 株式会社協和

21 吊下げ具 ▲吉▼栖　▲周▼子

22 ランドセル 株式会社協和

23 かばん用装飾具 株式会社加藤忠

24 布製ループ面ファスナー クラレファスニング株式会社

25 鞄のハンドル装置 株式会社日乃本錠前

26
ラジカル硬化性組成物およびその硬
化物

株式会社カネカ

27 鞄 株式会社ハシモトＢａｇｇａｇｅ

28 弾性紐及びその用途 モリト株式会社

29
ランドセル用表皮材および該表皮材を
用いたランドセル

三井化学株式会社

30
ランドセルのベルト取付け具およびラン
ドセル

モミジヤ鞄材株式会社

31 汗取りパッド 西尾　高広

32
メッシュ調織物の製造方法およびメッ
シュ調織物および繊維製品

帝人フロンティア株式会社

33 鞄錠 株式会社日乃本錠前

34 姿勢矯正用背当て 株式会社スリーランナー

35
ラジカル硬化性組成物およびその硬
化物

株式会社カネカ

36
背負いカバン用背面パッドとそれを取
り付けたランドセル

国立大学法人富山大学

37 ランドセル
株式会社ニトリホールディン
グス

38 スライドファスナの引手 モリト株式会社

39
組立式携帯用袋状体部材とその製造
方法および組立式携帯用袋状体

レリップ株式会社

40 シートから構成されるかばん 三来有限会社 以上60点収録

ランドセルの構造と付属品　　　No.11059

[登録・公開編]　　平成27年（1年間）　　　　60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　）


