
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)

￥１７，８５０－ ￥１７，０００－

￥１７，８５０－ ￥１７，０００－

￥２６，７７５－ ￥２５，５００－

(本体価格)

No,9875 公開特許 平.7-平.16 104点 ￥28,000

No,9496       〃 平.5-14 126点  ￥28,700

No,9495       〃 平.5-14 79点  ￥18,200

No,8994       〃 平.5-11 78点  ￥27,000

No,8992       〃 平.5-11 86点  ￥29,700

No,9805       〃 平.7-平.16 92点 ￥31,000

No,9804       〃 平.7-平.16 100点 ￥33,700

No,9418       〃 平.4-13 80点  ￥17,900

No,9544       〃 平.5-14 86点  ￥18,900

No,9469       〃 平.5-14 86点  ￥18,900

No,9606       〃 平.5-14 89点  ￥20,000

No,8727       〃 平.8-10 66点  ￥23,000

No,9607(B)       〃 平.12-14 72点  ￥18,000

No,8711       〃 平.7-10 72点  ￥23,600

No,7838       〃 平.2-6 90点  ￥29,500

No,9693       〃 平.6-15 99点  ￥23,000

No,9692       〃 平.6-15 100点  ￥23,000

No,9605       〃 平.5-14 87点  ￥20,000
No,9694       〃 平.6-15 100点   ￥23,000

*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：〒

発音式鳥獣撃退装置

磁気式鳥類飛来防止装置

野生動物捕獲装置の構造
ねずみ捕獲装置の構造

スポーツ用ネットの構造と張設構造

蛇籠の構造と設置方法

〃

法面緑化用金網用構造体

防獣フェンスの構造と施工法

防雪フェンスの構造と施工法

防風フェンスの構造と施工法

防鳥ネットの構造と装置

ペット・ハウスとその製造方法

ペット・キャリーとその製造方法

ペット用トイレとその製造方法

ペット用シーツの製造加工方法

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      

ペット用消臭飼料の製造加工方法

ダイエット・ペットフードの製造加工方法

ペット用ハーネスとリードの構造

ニュースガイﾄﾞＮｏ,T1001

お   申   込   書

ペット・ケージとその製造方法

[公開編]平成19年～平成22年（4年間）　　73点

◎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

既刊関連セットのご案内



1 らくらくお散歩２匹引きリード 玉栄　光子 43 ペット用胴輪 株式会社スリーアローズ

2 リード装置の保持具 野田　一夫 44 リード繰り出し装置 平賀　昭博

3 ペットの引き紐装置 株式会社ヤマヒサ 45 ペット用のリード収納装置 ドギーマンハヤシ株式会社

4 犬介護用胴輪 株式会社ヤマヒサ 46 ペット用発光紐装置
株式会社ビーアールエム
トゥワン

5 ペット用ハーネス 株式会社ヤマヒサ 47 動物用リード用具 佐藤　康美

6 ペット用ハーネス 株式会社ヤマヒサ 48 地面に着かないペット用リード 藤岡　晴子

7 ペット用鍵付伸縮リードと対応首輪 戸塚　宏美 49 ペット用ベストタイプハーネス ニッケペットケア株式会社

8 ペット用リード 東生　英樹 50 胴輪付きリード ニッケペットケア株式会社

9 棒になるペットのリ－ド 川口　東洋 51 ペット用リード 井手　桃子

10 引っ張り癖犬対応散歩ベルト 棚谷　学 52 動物用リード
ミスティ　シー　トレーディン
グ　８６（プロプライエタリー）
リミテッド

11 愛犬の散歩用棒状リード 小林　雅明 53
一体型の糞便収集具を備えた伸縮
リード

ペレス　トマス、ジョセフ　マ
リア

12
収納式リードと首輪を一体化して便利
にした首輪

千葉　徳雄 54 反射発光する伸縮連結紐 株式会社ヨシオ

13 ペットの歩行介助・運搬用胴輪 ポンポリース株式会社 55 ナスカン連結具 ティビーアール株式会社

14 ペットの胴輪付首輪 ポンポリース株式会社 56 引張犬散歩ベルト 棚谷　学

15 光を反射する物体が付いているリード 仁尾　文則 57 犬用リードからみ防止持ち手 畑迫　真由美

16
飼い主に主導権を持たせる飼い犬リー
ド装置及びこの装置に用いられる筒体

丸地　大樹 58 ペット用夜光着 湯喜娃

17 ペットの歩行介助・運搬用胴輪 ポンポリース株式会社 59 連結具 岡野　正介

18 ペット用セーフティベスト 熊谷　登 60 ペット用ハーネス 株式会社ライフタイム

19 犬用二頭散歩用引き綱 畑中　文夫 61 動物用連結具 株式会社ターキー

20 ペット用リード構造 帝凡企業有限公司 62 ペット用リード 小野田　能洋

21 ペットの散歩用リード 平岡　まり 63 ペット用ハーネス ニッケペットケア株式会社

22 動物用巻き取り式伸縮リード装置
フレクシ・ボクダーン　テヒニ
ク　ゲーエムべーハー　ウン
ト　コンパニー　カーゲー

64 動物用の胴輪 株式会社ターキー

23 犬の首輪とリード 長谷川　今朝美 65 ペット用リード 前川　邦夫

24 ペットリード用補助具 山田　直機 66 首輪付きハーネス 長谷川　今朝美

25 固定用リール式のペット用伸縮リード 渡辺　正 67 固定機能付きスナップ用具 林　煥烈

26 動物用係留具 株式会社ヤマヒサ 68 ペット用リード 岩崎　重暁

27 動物用係留具 株式会社ヤマヒサ 69
簡素で丈夫で何処にでも繋げる犬の
散歩用リード

石田　太郎

28 動物用係留具 株式会社ヤマヒサ 70 兎用ハーネス 鈴木　千香子

29 ペット用胴輪 株式会社スリーアローズ 71
子ども用サブリード及びこれを備える
ペットリード

梶間　大作

30 ペット用リード 株式会社ヤマヒサ 72 ペット用ハーネス 株式会社皇喜

31 ペット用胴輪 株式会社スリーアローズ 73 ペット係留具 村越　昭雄

32 小動物用ハーネス 川嶋　祥公

33 ペット用ビーズリード 松浦　吉紀

34 ナスカンスナップ カワノ産業株式会社

35 ペットの多頭用散歩リード 平岡　まり

36 犬等動物散歩中のリード接続具 吉田　俊夫

37 犬用のリード 株式会社パス

38 クールハーネス 有限会社インマイライフ

39
ペットのお散歩用リードを取り付けた、
釣竿式のポール。

押元　敏幸

40 散歩用の紐ホルダー 大宮　信一

41 愛玩動物用引き紐 渡辺　雅晴

42 リード付きペットウェア 藤田　和代 以上73点収録

ペット用ハーネスとリードの構造　　　No.T1001

[公開編]　　平成19年～平成22年（4年間）　　　　73点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥17,850    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥17,850　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥26,775　）


