
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)

￥２３，７６０－ ￥２２，０００－

￥２３，７６０－ ￥２２，０００－

￥３５，６４０－ ￥３３，０００－

(本体価格)

No,11020 公開特許 平.24 - 26 89点 ￥20,000

No,9547       〃 平.8 114点 ￥22,800

No,9943       〃 平.13-平.17 83点 ￥22,500

No,9062       〃 平.11-平.12 63点 ￥19,500

No,8791       〃 平.9-平.10 65点 ￥19,800

No,10304 登録・公開 平.20 85点 ￥27,700

No,10147       〃 平.19 97点  ￥30,975

No,10042       〃 平.18 107点  ￥32,300

No,9908       〃 平.17 98点  ￥26,400

No,9780       〃 平.16 106点  ￥21,200

No,10251 公開特許 平.14-平.19 73点 ￥27,700

No,10000       〃 平.5-平.17 100点 ￥30,000

*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      

               〃

               〃

               〃

               〃

カッター・ナイフの構造と製造方法

熱変色性筆記具とインク組成物
[公開編]平成27年～平成28年（2年間）　　111点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１１１１

お   申   込   書

               〃

               〃

印刷機用洗浄剤の組成

装飾用金複合メッキ方法

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

ハサミの構造と製造方法

事務用糊とその塗布容器

熱変色性筆記具とインク組成物



1
熱消色性筆記具インキ組成物及びそ
れを内蔵した筆記具

株式会社パイロットコーポ
レーション

34 固形筆記体セット
株式会社パイロットコーポ
レーション

2 熱変色性筆記具
株式会社パイロットコーポ
レーション

35
静電容量型タッチペンを搭載した筆記
具

三菱鉛筆株式会社

3 出没式筆記具
株式会社パイロットコーポ
レーション

36 熱変色性筆記具 パイロットインキ株式会社

4 熱変色性筆記具
株式会社パイロットコーポ
レーション

37 筆記具及び摩擦体 パイロットインキ株式会社

5 熱変色性筆記具
株式会社パイロットコーポ
レーション

38 軟質部材の取付構造 パイロットインキ株式会社

6 熱変色性筆記具
株式会社パイロットコーポ
レーション

39
マイクロカプセル色材及び筆記具用イ
ンク組成物

三菱鉛筆株式会社

7 熱変色性筆記具
株式会社パイロットコーポ
レーション

40 熱変色性筆記具
株式会社パイロットコーポ
レーション

8 熱変色性筆記具
株式会社パイロットコーポ
レーション

41 出没式筆記具
株式会社パイロットコーポ
レーション

9 繰出式熱変色性筆記具
株式会社パイロットコーポ
レーション

42 熱変色性筆記具
株式会社パイロットコーポ
レーション

10 熱変色性筆記具
株式会社パイロットコーポ
レーション

43
マイクロカプセル色材及び筆記具用イ
ンク組成物

三菱鉛筆株式会社

11
可逆熱変色性水性インキ組成物及び
それを用いた筆記具、筆記具セット

株式会社パイロットコーポ
レーション

44
マイクロカプセル色材及び筆記具用イ
ンク組成物

三菱鉛筆株式会社

12
可逆熱変色性水性インキ組成物及び
それを用いた筆記具、筆記具セット

株式会社パイロットコーポ
レーション

45 熱変色性筆記具 荒木　昭生

13 消去部材を備えた筆記具 三菱鉛筆株式会社 46 筆記具用水性インク組成物 三菱鉛筆株式会社

14
筆記具用可逆熱変色性油性インキ組
成物及びそれを内蔵した筆記具

パイロットインキ株式会社 47 熱変色性筆記具 パイロットインキ株式会社

15 固形筆記体
株式会社パイロットコーポ
レーション

48
立体造形物及び熱変色性固形筆記体
からなるセット

株式会社パイロットコーポ
レーション

16 固形筆記体
株式会社パイロットコーポ
レーション

49
ボールペン用水性インキ組成物及び
それを内蔵したボールペン

株式会社パイロットコーポ
レーション

17
光消去性水性インキ組成物及びマー
キングペン

ゼブラ株式会社 50
筆記具レフィル収納体、筆記具本体及
び筆記具セット

株式会社パイロットコーポ
レーション

18 回転繰出式筆記具
株式会社パイロットコーポ
レーション

51 熱変色性筆記具 パイロットインキ株式会社

19 消去部材を備えた筆記具 三菱鉛筆株式会社 52 消去部材を備えた筆記具 三菱鉛筆株式会社

20
熱消色性筆記具インキ組成物及びそ
れを内蔵した筆記具

株式会社パイロットコーポ
レーション

53 筆記具 三菱鉛筆株式会社

21 筆記具 三菱鉛筆株式会社 54 熱変色性インクの加熱装置。 荒木　昭生

22 熱変色性筆記具 パイロットインキ株式会社 55 熱変色性筆記具 パイロットインキ株式会社

23 熱変色性筆記具用収納ケース
株式会社パイロットコーポ
レーション

56 複合式筆記具
株式会社パイロットコーポ
レーション

24 熱変色性筆記具 三菱鉛筆株式会社 57 消去具 三菱鉛筆株式会社

25 熱変色性筆記具 三菱鉛筆株式会社 58 筆記具用キャップ及び筆記具 三菱鉛筆株式会社

26 熱変色性筆記具 三菱鉛筆株式会社 59 筆記具用水性インク組成物 三菱鉛筆株式会社

27 熱変色性筆記具 三菱鉛筆株式会社 60 筆記具用水性インク組成物 三菱鉛筆株式会社

28 熱変色性固形筆記体
株式会社パイロットコーポ
レーション

61
固形筆記体及びそれを用いた固形筆
記体セット

株式会社パイロットコーポ
レーション

29 熱変色性固形筆記体
株式会社パイロットコーポ
レーション

62
固形筆記体及びそれを用いた固形筆
記体セット

株式会社パイロットコーポ
レーション

30 固形筆記体
株式会社パイロットコーポ
レーション

63
固形筆記体及びそれを用いた固形筆
記体セット

株式会社パイロットコーポ
レーション

31 固形筆記体用キャップ
株式会社パイロットコーポ
レーション

64 不可逆熱変色性インク組成物 サンフォード　エル．ピー．

32
固形筆記体及びそれを用いた固形筆
記体セット

株式会社パイロットコーポ
レーション

65 不可逆熱変色性インク組成物 サンフォード　エル．ピー．

33
固形筆記体及びそれを用いた固形筆
記体セット

株式会社パイロットコーポ
レーション

66 可逆熱変色性組成物
株式会社パイロットコーポ
レーション

67 筆記具 三菱鉛筆株式会社

以下44点省略

熱変色性筆記具とインク組成物　　　No.11111

[公開編]　　平成27年～平成28年（2年間）　　　　111点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥23,760    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥23,760　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥35,640　）


