
株式会社国際技術開発センター
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 ＜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)

￥２５，９２０－ ￥２４，０００－

￥２５，９２０－ ￥２４，０００－

￥３８，８８０－ ￥３６，０００－

(本体価格)

No,9366 公開特許 平.5-平.13 66点 ¥16,500

No,9355       〃 平.5-平.13 77点 ¥19,300

No,9017       〃 平.2-平.11 58点 ¥21,700

No,10364B       〃 平.19-平.20 62点 ￥16,700

No,10364A       〃 平.17-平.18 62点 ￥16,700

No,10480       〃 平.13-平.21 67点 ￥18,000

No,11101       〃 平.27 63点 ￥18,000

No,11096       〃 平.27 87点 ￥22,000

No,11098       〃 平.25-平.27 69点 ￥18,000

No,11095       〃 平.26-平.27 85点 ￥20,000

No,10860 登録・公開 平.24 65点 ￥16,000

No,9620 公開特許 平.12-平.14 116点 ¥27,000

No,9425       〃 平.4-平.13 65点 ¥16,200

No,10499       〃 平.17-平.21 70点 ¥20,000

No,10480       〃 平.13-平.21 67点 ¥18,000

No,9174       〃 平.5-平.12 72点 ¥24,800

No,9754       〃 平.6-平.15 100点 ¥23,000

No,8034       〃 平.3-平.7 50点 ¥21,300

*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：〒

自走式掃除機の構造

ミル装置とミル付コーヒーメーカー

◎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

自走スクーターの構造

ジェットバス装置の構造

健康サンダルとその製造方法

健康器具の構造と装置

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１１９２

お   申   込   書

電導ハサミの構造と製造方法

美容器の構造と装置

美顔マスクとその製造方法

美顔マスクとその製造方法

外反母趾矯正用品

サイクロン分離式掃除機の構造

ホームベーカリーの構造

既刊関連セットのご案内

※料金には別途送料がかかります。

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

外反母趾矯正用品

               〃

超音波美容装置の構造

磁気治療用絆創膏の製造方法

磁気健康装身具とその製造方法

ヘアアイロンの構造と装置
[公開編]平成26年～平成28年（3年間）　　77点

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

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 ヘアスタイリング補助具 ティーエフスリー　リミテッド 32 ヘアーアイロンおよびその使用方法
パナソニックＩＰマネジメント
株式会社

2 くし付きヘアアイロン ヤーマン株式会社 33 ヘアーアイロンおよびその使用方法
パナソニックＩＰマネジメント
株式会社

3 くし付きヘアアイロン ヤーマン株式会社 34 毛髪成形装置
ダブリュアイケー　ファー
イースト　Ltd.

4 ヘアアイロン シャープ株式会社 35 ヘアスタイリング装置 ティーエフ３　リミテッド

5 ヘアーアイロンブラシ 株式会社クレイツ 36
毛髪形状処理器および毛髪形状処理
方法

株式会社プレム

6 スチームを生成するヘアスタイラー 株式会社テスコム 37 手持型機器のための付属品
ダイソン　テクノロジー　リミ
テッド

7 ヘアアイロン パナソニック株式会社 38 手持型機器のための付属品
ダイソン　テクノロジー　リミ
テッド

8 ヘアアイロン パナソニック株式会社 39 ヘアーアイロン 株式会社泉精器製作所

9 ヘアアイロン シャープ株式会社 40
還元型フォレート、たとえばメチレン－
テトラヒドロフォレートの抗腫瘍活性

アイソフォル・メディカル・
エービー

10 ヘアケア装置 シャープ株式会社 41
外から見えるパターンを残さない、個
別の歯を利用した毛髪ボリュームアッ
プ器具

ウームフ　イノヴェイション
ズ，リミテッド　ライアビリ
ティー　カンパニー

11
一方アイロン部、及び／又は、他方ア
イロン部をカバーするアイロンカバーの
製造方法

アドバンス　有限会社 42
誘導加熱される髪スタイリング器具およ
びその加熱ユニット

タイ　ワウ　ディストリビュー
ターズ　プライヴェート　リミ
テッド

12 ヘアーアイロン 東芝ホームテクノ株式会社 43 ヘアスタイリングデバイス
コーニンクレッカ　フィリップ
ス　エヌ　ヴェ

13 ヘアアイロン シャープ株式会社 44 ヘアトリートメント装置 ヤーマン株式会社

14 ヘアケア装置 パナソニック株式会社 45 ヘアスタイリング器具 ジェメラ・リミテッド

15 ヘアーアイロン 株式会社ＤＩＣ 46
ヘア－アイロンの電熱体、該ヘアーア
イロン電熱体の製造方法及び該ヘ
アーアイロン電熱体を備えたヘア・・・

株式会社トライアングル

16 自動巻きヘアーアイロン 株式会社クレイツ 47
ヘアーアイロン用湿熱シートおよび
パーマ加工方法

株式会社アートクライム

17 金属製容器用の閉鎖装置
ブラジラータ・エス・アー・エ
ンバラゲンス・メタリカス

48 髪ケア装置 三發電器製造廠有限公司

18 ヘアアイロン ジュウ　ジョンヒョン 49 ヘアーアイロン
パナソニックＩＰマネジメント
株式会社

19 整髪器 エドワード　マッコレー 50 ヘアーアイロン 株式会社クレイツ

20 ヘアローラー巻き器
バビリス　ファコ　エスピー
アールエル

51 ヘアーアイロン 東芝ホームテクノ株式会社

21 ヘアアイロン
ワイズタイプ　インベストメン
ツ　ピーティーワイ

52
基部および携帯用ユニットを備える蒸
気整髪装置

セブ　ソシエテ　アノニム

22
動的及び最適ヘアスタイリング温度制
御のための方法及びヘアケアツール

クールウェイ・インコーポレ
イテッド

53 ヘアーアイロン 南宮　泰嗣

23 ヘアスタイリング装置
ワイズ　サン　インターナショ
ナル　有限会社

54 ヘアスタイリングデバイス タイム　エルエルシー

24 ヘアカーラー加熱用デバイス チャン，マギー 55
毛髪成形装置、および毛髪成形装置
を使用する方法

パロタイ，オリバー

25 ヘアアイロン パナソニック株式会社 56 ヘアケア装置
コーニンクレッカ　フィリップ
ス　エヌ　ヴェ

26 毛髪整形器
ダブリュアイケー　ファー
イースト　Ltd.

57
熱放出性物質を含む高熱用途用のポ
リマー組成物

ディーエスエム　アイピー
アセッツ　ビー．ブイ．

27 ヘアスタイリング装置
ダブリュアイケー　ファー
イースト　Ltd.

58 高熱供給デバイス
ディーエスエム　アイピー
アセッツ　ビー．ブイ．

28 ヘアーアイロン 小泉成器株式会社 59 グリップ先端付ヘアスタイリング装置
トレード　ボックス，リミテッド
ライアビリティー　カンパ
ニー

29
スパイラルヘアのスタイリング作業が容
易な回転型毛髪成形装置

パク　チャンス 60
整髪用具および収集具を備えるアセン
ブリ

ロレアル

30
ヘアカール装置、並びに関連するシス
テム及び方法

キス　ネイル　プロダクツ　イ
ンコーポレイテッド

61 ヘアアイロン
株式会社リュミエリーナイン
ターナショナル

31
ヘアアイロン（ＨＡＩＲＣＵＲＬＩＮＧＩＲＯ
Ｎ）

へ・ダル・ビョル・カンパ
ニー・リミテッド

62 電熱式ヘアカーラー装置 英橋國際開發有限公司

以下15点省略

ヘアアイロンの構造と装置　　　No.11192

[公開編]　　平成26年～平成28年（3年間）　　　　77点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥25,920    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25,920　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥38,880　）


