
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)

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥３２，４００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,11075 登録・公開 平.27 70点 ￥20,000

No,11007       〃 平.26 70点 ￥20,000

No,10936       〃 平.25 67点 ￥20,000

No,10943       〃 平.25 69点 ￥20,000

No,11175       〃 平.28 80点 ￥30,000

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：〒

婦人靴の製造方法

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      

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

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

スポーツシューズの構造

婦人靴の製造方法
[登録・公開編]平成28年（1年間）　　80点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１１８９

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

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

               〃

               〃

高齢者用履物の製造方法

健康シューズの製造方法

               〃



1 靴用締結具及びそれを用いた靴 荻野　敦子 36 足と装着整合良好構造靴 阪本　慶二

2 靴選択支援システム 株式会社ドリーム・ジーピー 37 ヒール高別インソール 株式会社村井

3 履物シート及び履物 有限会社内田販売システム 38 靴底及び靴 有限会社　のさか

4 積層構造を持つミッドソール 株式会社アシックス 39 靴製造システム 有限会社中山靴店

5 サスペンションヒール
ティービーエル・ライセンシ
ング・リミテッド・ライアビリ
ティ・カンパニー

40 靴用ヒール
株式会社ニューワールドカ
ンパニー

6 履物底の製造方法 モリト株式会社 41 靴底及びその靴底を備える履物 カワノ株式会社

7 矯正ミッドソールを有する履き物
スーパーフィート　ワールド
ワイド，インコーポレイテッド

42 靴底用中敷 株式会社ダイマツ

8 靴の製造方法
バレリアンシューズ株式会
社

43 履物用インソール
スーパーフィート　ワールド
ワイド，インコーポレイテッド

9 靴底用エアクッション 株式会社モード大三 44 靴の製造方法
バレリアンシューズ株式会
社

10 足底用パッド 川野　哲英 45
インソールの製造方法およびインソー
ル

株式会社カネカ

11
履き物に使用するソールおよびその形
成方法

ダッシュアメリカ　インコーポ
レイテッド

46 トップリフト及びその製造方法 株式会社オノザキ

12 ヒール部材、およびこれを備えた履物 株式会社ワコール 47 靴底構造及び靴 ダイヤテックス株式会社

13 履物物品用のミッドソール
ダッシュアメリカ　インコーポ
レイテッド

48 革靴および靴紐 株式会社ツインズ

14 靴中敷
株式会社トータルヘルスケ
ア

49 履物用雨合羽 池島　靖浩

15 トップリフト 株式会社アシックス 50 装飾機能を備えた履物 株式会社ｄａｚｚｙ

16 靴材および靴 帝人フロンティア株式会社 51 靴の補正方法 株式会社ドクターフィット

17
デザイン性に優れた衝撃吸収シートの
製造方法及び衝撃吸収シート

興和株式会社 52 靴底用エアクッション 株式会社モード大三

18 靴の中敷の製造方法 株式会社神戸装具製作所 53 クッション付靴下 志水　剛志

19 靴の補正方法 株式会社ドクターフィット 54 外反拇趾用中敷き及び履物 有限会社内田販売システム

20 履物 アイソン株式会社 55 カラー＆デザインチェンジサンダル 小林　千代子

21 靴中敷接着用特殊鼻緒 眞鍋　忠博 56 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

22 足幅調整用靴中敷および靴
株式会社トータルヘルスケ
ア

57
編まれた伸張性ストランドを組み入れる
フットウェア物品

ナイキ　イノヴェイト　シー
ヴィー

23 履物の中敷き 株式会社アントレックス 58 履物 ジャ　ヴィエ　エルエルシー

24 靴紐巻取装置の取付構造 株式会社ジャパーナ 59 ソールシステム
ナイキ　イノヴェイト　シー
ヴィー

25 靴 広島化成株式会社 60 フットウェア用ヒールスタビライザー
エイチビーエヌ　シュー，エ
ルエルシー

26 靴底 広島化成株式会社 61 中敷き フレクシムド　アーゲー

27 側面安全カバー 山本　一樹 62
発泡体インサートを有する二材料の靴
底

ジュゼッペ・オリヴィエリ

28 足裏刺激具 江口　孝衣 63
着脱式可換ヒール及び胴部可変湾曲
部を備える靴

イエムペ　シューズ

29 履物用保形具 アキレス株式会社 64 矯正用インサートデバイス
ハンフト、ジェイソン・アー
ル．

30 靴中敷
株式会社トータルヘルスケ
ア

65
多重防振吸湿通気インソール及び防
振吸湿通気靴

高偉業

31
靴型保持装置及び靴型保持装置用補
助具

株式会社千鳥屋宗家 66 ファッションアクセサリ
ライザル　アイザーク　ピー
ティーワイ　リミテッド

32 Ｏ脚の人に適した靴および靴底 株式会社アシックス 67 履物シート及び履物 有限会社内田販売システム

33
中敷の機能と形体の変更による諸障害
予防と改善・解消の技術。

大西　啓介 68 靴のインソール 株式会社ＢＭＺ

34 履き物用パッド 株式会社　ＡＫＡＩＳＨＩ 69 サンダル 株式会社Ｐ３

35 パンプスの離脱防止用具 村井　久美子 以下11点省略

婦人靴の製造方法　　　No.11189

[登録・公開編]　　平成28年（1年間）　　　　80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　）


