
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区平河町１－３－６BIZMARKS麹町

 ＜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)

￥２７，０００－ ￥２５，０００－

￥２７，０００－ ￥２５，０００－

￥４０，５００－ ￥３７，５００－

(本体価格)

No,11010 登録・公開 平.26 71点 ￥18,000

No,10906       〃 平.25 87点 ￥18,000

No,11000       〃 平.26 70点 ￥16,000

No,10929       〃 平.25 70点 ￥16,000

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

*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

お   申   込   書

※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

帽子の構造と付属品
[登録・公開編]平成27年～平成28年（2年間）　　103点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１１８６

安全ヘルメットの構造

               〃

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

               〃

               〃

◎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

帽子の構造と付属品



1 着脱式マフラー付帽子 鈴木　矩子 39 蒸れない帽子 植田　眞弘

2
角度調整機能をするギャップサイド連
結装置を有するサンキャップ

ピーエヌジー　コーポレー
ション

40
衝撃吸収モジュール及び衝撃吸収モ
ジュールを備えた頭部保護帽子

株式会社リード

3 帽子用インナーウエア セダージャパン株式会社 41 通気機能を有する庇 斉藤　泰生

4 日除け付き帽子 株式会社ｆｉｎｅｔｒａｃｋ 42 通気性を有する野球帽タイプの帽子 ビルマテル株式会社

5 可変型つばを有する帽子
エニウエア　ファイブ　イン
コーポレーション

43 ボーシ（キヤップ） 高橋　理男

6 帽子 株式会社シオジリ製帽 44 帽子の天の構造及び帽子 中央帽子株式会社

7 帽子 株式会社ｆｉｎｅｔｒａｃｋ 45 組立て帽子 株式会社開伸

8
ニット帽子およびニット帽子の製造方
法

株式会社ｆｉｎｅｔｒａｃｋ 46 ニット帽 野崎　稔

9 目の下の鍔 河田　卓司 47 ニット帽子 ▲高▼橋　正人

10 帽子 株式会社シオジリ製帽 48 頭部装着部 株式会社フジタ

11
鏡製品、つば（又はひさし）、ヘルメッ
ト、帽子又はバイザー

株式会社マルセイ 49
平面繭製品の製造方法及び平面繭製
品

伊豆蔵　明彦

12 帽子の製造方法 株式会社シオジリ製帽 50 ヘアーバンドバイザー ジェイアンドジー株式会社

13 帽子用吸汗シート 大王製紙株式会社 51 ゴム紐付き帽子タオル 新崎　勝典

14
衝撃緩和帽子の製造方法及びその製
造方法で衝撃緩和帽子を製造する装
置

和光技研工業株式会社 52 機能性帽子 オ，チャンポク

15 帽子及び帽子の製造方法 株式会社シオジリ製帽 53 キャップ・プロテクタ
ニュー　エラ　キャップ　カン
パニー、インコーポレイテッ
ド

16 収納部付き帽子 株式会社パワードクター 54 着脱式マフラー付帽子 鈴木　矩子

17 丸められるサンバイザー キム、ボク　ギュ 55
シート状の紙を用いた帽子の製造方法
とその方法により製造された帽子

児玉　莊平

18
帽子が風に飛ばされない為の取り付け
型ベルトの製造方法

惣田　よし江 56 帽子 株式会社コカジ

19 帽子用ひさしの製法 株式会社コカジ 57 帽子 株式会社コカジ

20 身体装着物品 株式会社デサント 58 つけ毛付き帽子 間島　かなえ

21 帽子用保護具及び帽子 ＤＩＣプラスチック株式会社 59 可変型つばを有する帽子
エニウエア　ファイブ　イン
コーポレーション

22 帽子
ラプト．トゥーコンプレックス
有限会社

60 身体装着物品 株式会社デサント

23 つけ毛付き帽子 間島　かなえ 61 帽子 株式会社シオジリ製帽

24 帽子の製造方法 株式会社シオジリ製帽 62 身体装着物品 株式会社デサント

25 サンバイザー 二井　一休 63 帽子及び帽子の製法 株式会社コカジ

26 防護面付き帽子
有限会社高芝ギムネ製作
所

64 帽子ポケット 塩留　俊雄

27 防虫ネットを収納できる帽子 株式会社富士商 65 帽子及び帽子の製造方法 株式会社リーベン

28 一枚のシートから切り出した帽子 山地　渉 66 頭部被覆部材 堀尾　賢太郎

29 日除け付き帽子 株式会社ｆｉｎｅｔｒａｃｋ 67 帽子の製造方法及び帽子 株式会社シオジリ製帽

30
角度調整機能をするギャップサイド連
結装置を有するサンキャップ

ピーエヌジー　コーポレー
ション

68 帽子
ラプト．トゥーコンプレックス
有限会社

31 帽子 株式会社コカジ 69 身体装着物品 株式会社デサント

32 組立て帽子 株式会社開伸 70 帽子の穴付つばの製造方法 高西　翼

33
帽子用装着具、及びこの帽子用装着
具で用いられる線条体支持具

小阪　一美 71 帽子 株式会社シオジリ製帽

34
帽子用装着具、及びこの帽子用装着
具で用いられる線条体支持具

小阪　一美 72 帽子ズレ止めシート 広畠　サヨ子

35 帽子 株式会社ミヤタ物産 73 日よけ帽子 土屋　美枝子

36 風を取り入れることが出来る帽子 飯田　浩之 74 サンバイザー 株式会社無有

37
帽子が風に飛ばされない為の取り付け
型ベルト

惣田　よし江 75 帽子 桑原　順一

38 帽子用芯材 ビルマテル株式会社 76 帽体 高島　哲夫

以下27点省略

帽子の構造と付属品　　　No.11186

[登録・公開編]　　平成27年～平成28年（2年間）　　　　103点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥27,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥27,000　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥40,500　）


